
 

 

令和２年度事業報告書 

 

令和２年度における法人事業の経緯 

 

社会福祉法人 共生福祉会  

（法人本部） 

１．はじめに 

令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大により、法人各施設・事業所とも感染者を出さないよ

う法人として共通の対策指針を作成し、周知の上で感染防止に取り組んだ１年であった。この結

果、幸い利用者・職員とも感染者は出ることなく、感染防止措置に一定の効果があったものと考え

ている。 

一方、各事業については、就労支援事業における生産活動の受注減、行事の縮小や制限など当初

の事業計画からの変更を余儀なくされた。周辺の福祉施設でも集団感染が発生し、利用者にとって

は様々な形で我慢を強いられ、望んでいた日常生活ではなかったであろうと感じている。一日も早

くウイルスの影響が終息し感染の心配がなくなることを願いつつ、令和３年度も引き続き状況を随

時把握しながら必要な感染防止に取り組んでいく。 

共生福祉会館(ライフセンター)・福島美術館の休業後整理事業である建物の解体更地化について

は、当初計画した令和２年５月31日までに終えることができた。解体後の跡地活用については、新

たな収益事業としての活用方法を検討するため「ライフセンター跡地活用検討小委員会」を設置し

て検討を重ねた結果、寄宿舎(賃貸住宅)の経営から駐車場用地としての土地賃貸に方向性を切り替

えることとし、令和２年12月に土地賃貸契約を締結して新たな収益事業の開始に繋げることができ

た。一方、福島美術館史の編纂については、新型コロナウイルス対応に追われたこと等から本格的

な着手には至らなかった。 

中長期ビジョンの一つである萩の郷施設老朽化対策については、冒頭述べた新型コロナウイルス

感染防止を最優先としたこと等により、検討の場である「萩の郷施設老朽化対策検討委員会」を開

催することができなかった。今後、新型コロナウイルスによる影響がどのような経緯を辿っていく

のか注視しながら、対面による委員会開催だけでなく様々な手段を用いて必要に応じ有識者から意

見を頂くなど工夫を凝らして、具体的な計画の立案に向けて検討を重ねていきたい。 

令和２年11月10日に法人設立55周年を迎えるにあたり、当初の事業計画では簡素な催しを考える

こととしていたが、新型コロナウイルス感染防止のため職員が一堂に会しての式典等は断念し、記

念事業として50～55年の歩みをまとめた年表を作成した。 

以下、令和２年度事業計画に掲げた主な項目と詳細について、その結果を報告する。 

 

令和２年度 基本計画の結果 

（１）法人経営(資金)の安定化を図る 

経営(資金)の安定化に関しては、昨年度に引き続き残念ながら非常に厳しい状況となった。就労

支援事業に関しては新型コロナウイルス感染の影響が収まらず、特に年度前半は大幅な受注減が続

き、後半はある程度回復傾向が見られたものの全体を通してはやはり低調な収益状況となった。ま

た、障害者支援施設においては、施設老朽化により新規利用者確保が難しくなっている上に新型コ

ロナウイルス感染への懸念も加わり思い切った対策がなかなかとれず、厳しい経営状況となってい

る一部施設では利用者定員未達による給付費収入の落ち込みが続いた。給付費の落ち込みは施設か

らの繰入に頼る法人本部の運営にも影響し、法人全体として資金繰りに苦慮することとなった。 

各施設・事業所とも新型コロナウイルス感染への懸念から行事の縮小や日中活動の中止を余儀な

くされており、このままでは現在比較的順調に推移している事業にも悪影響が出かねない。新規利

用者の獲得は最重要の経営基盤であるが、この状況下でどういった方策がとれるか、法人各施設間
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の連携を密にしつつ各施設において運用、事業の見直しを図っていく必要がある。そのような中、

共生福祉会館(ライフセンター)の解体が計画通りに完了し、年度内に新たな収益事業へと結びつい

たのは大きなプラス材料となった。今後も法人一括受注による経費削減等収支改善に繋がるあらゆ

る取り組みを検討し、引き続き全力で法人全体の経営改善を図っていく。 

 

（２）法人の中長期ビジョン(Ⅱ期)策定と取り組み(検討) 

(1)共生福祉会館(ライフセンター)跡地の有効活用について 

建物解体後の跡地活用については、法人運営委員会の下に「ライフセンター跡地活用検討小委員

会」を設置し検討を行った。計画当初は寄宿舎(賃貸住宅)の経営を中心に考えていたが、多額の初

期費用を要し財源の裏付けと数十年先を見通せないことから、初期費用が殆どなく将来他用途への

転用も容易な駐車場用地としての活用に切り替えた。複数のプランから最適と思われる案が運営委

員会での決定を経て理事会・評議員会で承認され、令和２年12月に駐車場業者との賃貸借契約を締

結することができた。今後は定期的な賃料が入るため当面は法人運営のための財源として活用し、

更に有効な土地活用について検討を行っていく。 

(2)会計業務の一元化について 

事業計画では袋原・萩の郷・禎祥ワークキャンパスの３拠点とし、令和３年度から仙台ワークキ

ャンパス単独で取り組める体制を確立していくこととしていたが、概ね計画通りに進捗し令和３年

度からは仙台ワークキャンパス単独での会計体制となる。今後は業務負担が偏らないよう人員配置

の見直し等を行い、安定した体制の確立を目指していく。 

(3)萩の郷施設老朽化対策について 

建設後40年以上経過した萩の郷施設老朽化対策に関して、令和10年度位を目安とした長期計画と

して仙台市主管課(係)と打合せなどを行い検討を重ねていくこととしていたが、新型コロナウイル

スの影響もあり今年度目立った進展はなかった。検討にあたり懸案となっていたライフセンター跡

地の収益事業化について一定の結論が出たことから、今後は萩の郷施設老朽化対策検討委員会はじ

め各方面での検討を再開していきたい。 

 

（３）公益的な取り組み(地域貢献活動)について 

社会福祉法人の責務である公益的な取り組み(地域貢献活動)に関しては、八木山南地域の移動支

援を必要とする高齢者を対象とした「買い物送迎」を平成30年６月から行っている。令和２年度は

新型コロナウイルスの影響により前年度３月よりバス運行を見合わせていたが、令和２年７月に運

行を再開した。その後は事故等もなく順調に活動が継続でき、利用者からも変わらず好評を得られ

ている。今後も地域に根ざした貢献活動として取り組みを継続していく。 

 

（４）萩の郷における周辺土地開発への対応 

 法人所有地を含む周辺土地開発に関して、本年度は令和３年７月に組合設立認可までのスケ

ジュール(変更)で進めてきた。しかしながら、新型コロナウイルス感染防止対策から準備委員

会が開催されなかったため、開催するよう強く要望した結果、年度末の令和３年３月10日に進

展状況の報告も含め第24回準備委員会が開催された。 

 組合設立までのスケジュールの中で、仙台市関係課から幹線道路の歩道を横断しての住宅へ

の車輌乗り入れは認められないこと、調整池を周回できる管理用道路を設置するよう指導があ

ったことから計画を変更せざるを得なくなった。また、この準備委員会にご出席いただいてい

る仙台市主管課より、事業計画の事前協議の回答を以て進めていくことになること、本申請を

行っても認可まで３ヶ月位の時間を要するということで、令和３年７月までの組合設立認可は

難しい状況となった。 

 組合設立認可と第１回目の総会の時期は不透明であるが、当法人においては収益事業への取

り組みを視野に商業施設用地に換地となることから、計画通り減歩率が82.9％に維持されるよ

う強力に折衝し当法人所有地の有効活用に結びつけていきたい。 
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（５）居宅介護並びに訪問介護の取り組みについて 

 仙台市からの要請に基づく障害者総合支援法による「居宅介護」、並びに介護保険法による「訪

問介護」の取り組みについては令和２年10月１日事業開始に向けて準備を進めていくこととしてい

たが、令和２年６月の理事会及び評議員会において事業計画、予算、運営規程が承認され、計画通

り令和２年10月１日より事業を開始することができた。 

 当法人にとって初めての事業であり特に介護保険法による訪問介護事業は根拠となる法律や仙台

市担当課も異なるため手探りで各課題に取り組んできたところであるが、第一目標としていた四郎

丸在宅障害者支援センター時代からの支援対象である仙台市営住宅入居者に対する支援継続は概ね

軌道に乗せることができた。まだヘルパー人材不足や利用者拡大等課題は多いが、仙台市から３年

間を期限として収支差額分＋新規利用者確保分の補助をいただけることとなったため、この期間内

に経営基盤を確立できるよう引き続き体制の確立を図っていく。 

 

（６）人材確保・定着について 

 当法人において特に介護職員の人材不足が常態化しているため、本年度もハローワークへの

求人活動や人材紹介等あらゆる手段を講じて人材確保に努めてきたが、充分な確保には結びつ

かなかった。また、将来に亘って安定的な介護サービスを提供するため、人材育成の一環とし

て宮城県北の高等学校における福祉専攻21名(２年生)の生徒を対象に、前年度に引き続き介護

職員による「介護の魅力や生きがい」というテーマでガイダンスを行った。その結果、数名の

生徒より是非施設見学したいとの申し出があったため担当教諭と日程調整等を行っていたが、

残念ながら新型コロナウイルスの影響で最終的に学校の許可が得られなかった。 
施設見学は断念せざるを得なかったが、このガイダンスは地方紙(発行部数２万部)に記事と

して掲載された。少子高齢化の進行等より労働力の確保が年々厳しくなってきている中、人材

確保のための手段の一つとしてこの取り組みに興味を持たれたものと思っている。 
令和３年度においても引き続き学校訪問を強化するなど、人材確保に向けて求人活動を展開

していくとともに、働き易い職場環境づくりに努めていくこととする。 
 

  当法人ならびに法人本部としての本年度事業の総括については以上であるが、なお具体的に 

 実施した年間における事業の経緯については以下のとおりである。 

 

２．評議員会・理事会およびその他の会議・委員会等の状況 

（１）役員等の異動 

 

年 月 日 

 

役員等名 

 

氏  名 

 

異動内容 

 

令和 2. 6. 5 

〃 

6.22 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

運営委員・制裁委員 

〃 

評議員選任・解任委員 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

髙橋  功 

佐々木 誠 

髙橋  功 

村上 靑史 

浦山  稔 

千葉 文三 

佐々木 誠 

 

退任 

就任 

退任 

就任 

 〃 

〃 

 〃 

  

（２）評議員会・理事会・その他会議等の状況 

 ①理事会 

    ○第１回 

    令和２年６月５日（金） 新型コロナウイルス感染防止のため文書決議による 

   同意した理事６名（同意しなかった理事０名） 

   異議なしとした監事２名（異議ありとした監事０名） 
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     決議があったものとみなされた事項 

      第１号議案 平成31(2019)年度事業報告(案)の件 

      第２号議案 平成31(2019)年度決算報告(案)の件 

第３号議案 居宅介護(訪問介護)事業開始に伴う運営規程の制定等(案)の件 

          第４号議案 令和２年度事業計画(追加案)および第１次資金収支補正予算(案)の件 

      第５号議案 諸規程の改正(案)の件 

      第６号議案 運営委員および制裁委員、評議員選任・解任委員の選任(案)の件 

      第７号議案 幹部職員人事異動（案）の件 

     第８号議案 令和２年度第１回評議員会の招集通知および議案について 

 

    ○第２回 

   令和２年12月11日（金）14:00～15:58 仙台ワークキャンパス 会議室 

   出席理事５名（欠席理事１名） 出席監事２名（欠席監事０名） 

    報告事項 １．会長および常務理事の業務執行状況報告について 

                  ２．社会福祉法人・施設一般監査等の結果について 

                  ３．仙台市八木山中央南土地区画整理事業の進捗状況について 

    審議事項 

      第１号議案 新たな収益事業について 

            共生福祉会館(ライフセンター)跡地活用(案)の件 

     第２号議案 令和２年度上期決算報告(案)の件 

     第３号議案 令和２年度事業計画の(新型コロナウイルスの影響等を踏まえた) 

           進捗状況・変更点および令和２年度第２次資金収支補正予算(案)の件 

     第４号議案 定款変更(案)の件 

          第５号議案 諸規程の制定及び改正(案)の件 

      第６号議案 令和２年度第２回評議員会の招集通知および議案について 

 

    ○第３回 

   令和３年３月16日（火）14:00～16:05 仙台ワークキャンパス 会議室 

   出席理事６名（欠席理事０名） 出席監事２名（欠席監事０名） 

    報告事項 １．共生福祉会館(ライフセンター)の跡地現況について(報告) 

         ２．仙台市八木山中央南土地区画整理事業の進捗状況について 

         ３．事業継続計画(ＢＣＰ)について 

    審議事項 

     第１号議案 令和２年度第３次資金収支補正予算(案)の件 

     第２号議案 令和３年度事業計画(案)件 

     第３号議案 令和３年度資金収支予算(案)の件 

          第４号議案 諸規程の改正及び制定(案)の件 

          第５号議案 役員等賠償責任保険契約(案)の件 

          第６号議案 幹部職員人事異動(案)の件 

第７号議案 令和２年度第３回評議員会の招集通知および議案について 

 

 ②評議員会 

  ○令和元年度第３回評議員会に係る書面決議 

    令和２年５月22日（金） 

     ※上記評議員会(令和２年３月25日開催)の第４号議案において出席定数が満たなかった 

    ため後日書面により決議を行うこととなっていたもの。 

   同意した評議員７名（同意しなかった評議員０名） 

     決議があったものとみなされた事項 
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          第４号議案 定款変更(案)の件 

 

 

  ○第１回 

   令和２年６月22日（月）14:00～15:45 仙台ガーデンパレス５階 宮城野の間 

   出席評議員６名（欠席評議員１名） 

        報告事項 １．平成31(2019)年度事業報告(案)について 

         ２．仙台市博物館特設ホームページへの寄託資料の写真使用許可等について 

         ３．新型コロナウイルス感染防止対策について 

         ４．幹部職員人事異動について 

         ５．運営委員、制裁委員、評議員選任・解任委員の選任について 

    審議事項 

第１号議案 平成31(2019)年度決算報告(案)の件 

     第２号議案 社会福祉充実計画について 

         第３号議案 令和２年度事業計画(追加案)および第１次資金収支補正予算(案)の件 

 

    ○第２回 

   令和２年12月21日（月）14:00～15:10 仙台ガーデンパレス５階 宮城野の間 

   出席評議員６名（欠席評議員１名） 

        報告事項   仙台市八木山中央南土地区画整理事業の進捗状況について 

    審議事項 

      第１号議案 新たな収益事業について 

            共生福祉会館(ライフセンター)跡地活用(案)の件 

     第２号議案 令和２年度上期決算報告(案)の件 

     第３号議案 令和２年度事業計画の(新型コロナウイルスの影響等を踏まえた) 

           進捗状況・変更点および令和２年度第２次資金収支補正予算(案)の件 

     第４号議案 定款変更(案)の件 

 

    ○第３回 

   令和３年３月24日（水）14:00～15:40 仙台ガーデンパレス２階 平安の間 

   出席評議員５名（欠席評議員２名） 

    報告事項 １．共生福祉会館(ライフセンター)の跡地状況について 

         ２．仙台市八木山中央南土地区画整理事業の進捗状況について 

         ３．事業継続計画(ＢＣＰ)について 

         ４．幹部職員人事異動について 

    審議事項 

     第１号議案 令和２年度第３次資金収支補正予算(案)の件 

                    (付 令和２年度決算見込) 

     第２号議案 令和３年度事業計画(案)の件 (付 施設事業一覧) 

     第３号議案 令和３年度資金収支予算(案)の件 

    その他 

          評議員改選の手続き等について(お知らせ) 

 

 ③法人運営委員会 

  ○第１回  

   令和２年10月23日（金）16:00～17:10 仙台ワークキャンパス 会議室 

   運営委員13名（欠席運営委員０名）、監事１名、オブザーバー２名 出席 

    第１号議案 法人運営委員長・副委員長の互選について 
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     第２号議案 共生福祉会館(ライフセンター)の跡地活用について 

 

 

  ○第２回 

   令和３年３月５日（金）16:00～17:15 仙台ワークキャンパス 会議室 

   運営委員13名（欠席運営委員０名）、監事１名、オブザーバー２名 出席 

    第１号議案 令和３年度事業計画(案)について 

    第２号議案 共生福祉会館(ライフセンター)の跡地現況について(報告) 

    第３号議案 仙台市八木山中央南土地区画整理事業の進捗状況について 

 

 ④経営懇談会 

   令和２年11月25日（水）11:00～12:00 仙台ワークキャンパス 会議室 

       服部顧問、津久井顧問、市川会長、敦沢常務理事、浦山事務局長 出席 

 

 ⑤その他実施した会議・委員会等 

 

会議・委員会名 

 

対 象 者 

 

実 施 日 

 

法人本部三役会 

月度定例施設長会議 

法人防災対策委員会 

法人総務担当者会議 

 

会長・常務理事・事務局長 

会長・常務理事・各施設長 

会長・常務理事・各施設委員 

法人本部・各施設総務担当者 

 

毎月１回 

毎月１回 

年４回（4,7,10,1月） 

毎月１回 

 その他、臨時施設長会議、共生福祉会だより編集委員会（毎月１回）、仙台ワークキャンパス幹

部会議、法人行事実行委員会、萩の郷福祉工場事業計画推進会議等にそれぞれ会長、常務理事、本

部職員が適宜出席した。 

 

３．法人本部職員の異動 

 

年 月 日 

 

職  名 

 

氏  名 

 

異動内容 

 

令和 2. 4. 1 

 

事務局長 

 

浦山  稔 

 

再雇用(嘱託職員) 

 

４．基本財産（土地・建物）の異動および基本財産以外の土地・建物・設備の異動・整備状況 

                                   （法人本部管轄） 

  （１）基本財産の異動状況 

   （土地） 

     な し 

 

   （建物） 

     な し 

 

  （２）基本財産以外の土地・建物等の異動状況 

   （土地） 

    ①共生福祉会館建物解体に伴いライフセンターより法人本部に管理換◆ 

      管理換年月日 令和２年６月30日 

    ②収益事業土地賃貸事業開始に伴い法人本部より収益事業に管理換◆ 

      管理換年月日 令和２年12月23日 
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＜①②の対象となる土地＞ 

     仙台市若林区土樋288-2 面積 495.00㎡ 取得価格 22,473,000円 

     仙台市若林区土樋288-3 面積 150.26㎡ 取得価格 2,589,030円 

     仙台市若林区土樋288-4 面積  4.56㎡ 取得価格   78,570円 

 

   （建物） 

     共生福祉会館(ライフセンター)建物廃棄 

      仙台市若林区土樋288-2 鉄筋コンクリート陸屋根５階建 延床面積782.82㎡ 

      取得価格47,450,000円 処分時残存価格6,951,425円 

      廃棄年月日 令和２年５月22日 

 

    （権利） 

     電話加入権消滅による廃棄 

      H21-04006075 20,300円 

      H21-04006076 20,300円 

      H21-04006077 20,300円 

      廃棄年月日 令和２年９月30日 

 

  （３）設備等の整備状況 

 

年 月 日 

 

品名および数量 

 

金 額 

 

備 考 

 

令和 2. 5.21 

 

デスクトップパソコン(１台) 

 

171,600 円 

 

 

 

５．補助事業・助成事業等の状況（全施設・事業所） 

  （１）行政機関等 

   ①仙台市 

     ○ケアステーション四郎丸運営費等補助金 

      ・ケアステーション四郎丸 

        交付決定年月日 令和２年10月30日 交付決定額   3,065,000円 

        変更承認年月日 令和３年３月26日 交付変更決定額 3,886,000円 

        確定年月日   令和３年３月31日 確 定 額   3,398,000円 

 

     ○仙台市身体障害者福祉ホーム運営費補助金 

      ・身体障害者福祉ホーム（すみれホーム） 

        交付決定年月日 令和２年４月１日  交付決定額 4,004,000円 

        確定年月日   令和３年３月31日  確 定 額 4,004,000円 

 

     ○仙台市結核定期健康診断事業補助金 

      ・萩の郷福寿苑 

        交付決定年月日 令和３年２月10日   交付決定額 44,080円 

      ・萩の郷第二福寿苑 

        交付決定年月日 令和３年２月10日   交付決定額 25,520円 

      ・禎祥ワークキャンパス 

        交付決定年月日 令和３年２月10日   交付決定額  6,824円 

      ・仙台ワークキャンパス 

        交付決定年月日 令和３年３月３日   交付決定額 15,080円 
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     ○障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業費補助金 

      ・仙台ワークキャンパス 

        交付決定年月日 令和２年11月２日  交付決定額 445,000円 

                  (内訳) 障 害 者 支 援 施 設          297,000円 

                      共同生活援助事業所 148,000円 

 

     ○福祉避難所備品等整備事業補助金 

      ・仙台ワークキャンパス 

        交付確定年月日 令和２年12月25日  交付確定額 28,900円 

 

     ○仙台市障害福祉サービス等衛生管理体制確保支援事業助成金 

      ・仙台ワークキャンパス 

        交付決定年月日 令和３年３月16日  交付決定額 990,000円 

 

   ②宮城県 

     ○新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(障害分) 

      １回目 

      ・社会福祉法人共生福祉会 

        交付決定年月日 令和２年11月17日   交付決定額 6,586,000円 

        (内訳) 

         萩の郷福祉工場          就労継続支援Ｂ型 353,000円 

         萩の郷福寿苑           生活介護     458,000円 

                          施設入所支援   855,000円 

         萩の郷第二福寿苑         生活介護     735,000円 

         萩の郷第二福寿苑         施設入所支援  1,215,000円 

         禎祥ワークキャンパス       生活介護     655,000円 

                          施設入所支援  1,200,000円 

         仙台ワークキャンパス       施設入所支援   733,000円 

                          就労継続支援Ｂ型 353,000円 

         共生福祉会障害者相談支援センター 計画相談支援    29,000円 

      ２回目 

      ・社会福祉法人共生福祉会 

        交付決定年月日 令和３年２月15日   交付決定額 1,151,000円 

        (内訳) 

         萩の郷福寿苑           生活介護     299,000円 

                          施設入所支援   360,000円 

         萩の郷第二福寿苑         生活介護      22,000円 

         禎祥ワークキャンパス       生活介護      69,000円 

                          施設入所支援     10,000円 

         仙台ワークキャンパス       施設入所支援   391,000円 

 

     ○新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分) 

      ・萩の郷福祉工場 

        交付決定年月日 令和２年11月24日   交付決定額 147,000円 

 

   ③独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 

     ○障害者雇用調整金 

      ・萩の郷福祉工場 
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        交付決定年月日 令和２年10月９日  交付決定額 8,829,000円 

 

 

④宮城労働局 

     ○特定求職者雇用開発助成金 

・萩の郷福祉工場 

                交付決定年月日 令和２年６月30日  交付決定額 580,000円 

        交付決定年月日 令和２年９月30日  交付決定額 330,000円 

        交付決定年月日 令和２年12月28日  交付決定額 340,000円 

        交付決定年月日 令和３年３月31日  交付決定額 330,000円 

 

  （２）その他公共団体・民間団体等 

     公益財団法人 仙台ひと・まち交流財団 

     ○感染症対策応援特別企画令和２年度全額事業所負担用インフルエンザ予防接種助成 

・法人本部 

  交付年月日 令和３年２月26日  交付決定額  2,000円 

・萩の郷福祉工場 

  交付年月日 令和３年２月26日  交付決定額 28,000円 

・萩の郷福寿苑 

  交付年月日 令和３年２月26日  交付決定額 27,500円 

・萩の郷第二福寿苑 

  交付年月日 令和３年２月26日  交付決定額 19,000円 

・禎祥ワークキャンパス 

  交付年月日 令和３年２月26日  交付決定額  5,000円 

・ぴあら若林 

  交付年月日 令和３年２月26日  交付決定額  2,000円 

・仙台ワークキャンパス 

  交付年月日 令和３年２月26日  交付決定額 17,000円 

・福祉ホーム（すみれ） 

  交付年月日 令和３年２月26日  交付決定額    500円 

・共生福祉会障害者相談支援センター 

  交付年月日 令和３年２月26日  交付決定額   500円 

・ケアステーション四郎丸 

  交付年月日 令和３年２月26日  交付決定額  2,500円 

 

６．受託事業の状況（全施設・事業所） 

  （１）行政機関等 

   ①仙台市 

     ○仙台市障害者相談支援事業 

      ・相談支援事業所 ぴあら若林 

        契約年月日 令和２年４月１日  委 託 料 22,800,000円 

        完了年月日 令和３年３月31日  精 算 額 22,693,494円 

    

     ○仙台市身体障害者自立支援事業 

      ・四郎丸在宅障害者支援センター 

        契約年月日 令和２年４月１日  委 託 料 22,091,000円 

       ※完了年月日 令和２年10月27日  精 算 額 10,531,539円 

        (※9月30日付事業終了による) 
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７．主な法人行事等 

 

年 月 日 

 

記       事 

 

令和 2. 4. 1 

〃 

5. 1 

 

25 

 

8. 7 

9.26 

30 

 

10. 1 

 

令和 3. 1.15 

 

3. 9 

 

辞令交付式（於：法人本部） 

萩の郷開設合同記念式典（市川会長、敦沢常務理事出席） 

仙台ワークキャンパス開園11周年記念式典 

             （市川会長、敦沢常務理事他本部職員出席） 

共生福祉会館(ライフセンター)建物・外構撤去(更地化)工事 竣工検査 

             （市川会長、敦沢常務理事他本部職員出席） 

福島禎蔵翁墓参（市川会長、敦沢常務理事、浦山事務局長参列） 

萩の郷第二福寿苑開苑40周年記念行事（市川会長、敦沢常務理事出席） 

四郎丸在宅障害者支援センター(仙台市身体障害者自立支援事業「ケアステーシ

ョン四郎丸」)事業終了 

居宅・訪問介護事業所「ケアステーション四郎丸」開所式 

             （市川会長、敦沢常務理事他本部職員出席） 

仙台市博物館特集展示「福島美術館の優品」見学会 

             （市川会長、敦沢常務理事他本部職員出席） 

福島禎蔵翁命日墓参（市川会長、敦沢常務理事、浦山事務局長参列） 

 

８．監査・業務指導 

  （１）令和２年度仙台市社会福祉法人・施設一般監査（全施設・事業所） 

   ①萩の郷福寿苑 

     令和２年９月７日（月） 

     監査官５名：仙台市健康福祉局 総 務 課 指導係       ３名 

                    障害者支援課 指導係 和田係長他 １名 

   ②仙台ワークキャンパス 

     令和２年９月８日（火） 

     監査官４名：仙台市健康福祉局 総 務 課     相澤監査官 １名 

                    障害者支援課 指導係 斎藤監査官他２名 

 

③法人本部 

     令和２年９月８日（火） 

     監査官３名：仙台市健康福祉局 総務課 指導係    鈴木係長他 １名 

                    総務課 税理士    川田監査官 １名 

 

  （２）指定障害者福祉サービス事業所等実地指導 

本年度対象事業所なし 

 

  （３）監事監査 

   令和２年６月１日（月）監査官２名：村上監事、髙橋監事 

 

  （４）その他（本部管轄会計および法人本部が実施した内部監査を含む） 
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年 月 日 記       事 

 

令和 2. 4. 1 

 6 

5.13 

 

7. 9 

9. 9 

10. 1 

11.10 

 

12.14 

令和 3.2.2,4,8 

 

 

2.15 

 

法人本部事務局による平成31(2019)年度末現金監査 

税理士法人あさひ会計仙台青葉事務所による会計業務指導 

税理士法人あさひ会計仙台青葉事務所による平成31(2019)年度第４・四半期

(決算）監査 

税理士法人あさひ会計仙台青葉事務所による会計業務指導 

税理士法人あさひ会計仙台青葉事務所による会計業務指導 

法人本部事務局による令和２年度上期末現金監査  

税理士法人あさひ会計仙台青葉事務所による令和２年度第２・四半期(上期決

算)監査 

税理士法人あさひ会計仙台青葉事務所による会計業務指導 

菅原章博税理士事務所および法人本部事務局による利用者預り金監査 

（萩の郷福寿苑、萩の郷第二福寿苑、禎祥ワークキャンパス、仙台ワークキ

ャンパス） 

税理士法人あさひ会計仙台事務所による会計業務指導 

 

９．主な調査・視察・見学 

 

年 月 日 

 

記       事 

 

令和 2. 5.15 

 6.25 

 

 

菅原章博税理士事務所による平成31(2019)年度消費税調査 

㈱東京商工リサーチ東北支社調査部による法人信用調査 

  東京商工リサーチ東北支社調査部 岩間和成 氏(於：萩の郷福寿苑) 

 

10．教育・研修 

 

年 月 日 

 

記    事 

 

出 席 者 

 

令和 2. 7.14 

 8.27 

 

9.17 

 

 

10. 6 

 

 

 

令和 3. 2.16 

3. 3 

 

 

令和２年度法人新採用職員研修（職員10名出席） 

職場のハラスメント対策等セミナー 

        （仙台市：仙台市第四合同庁舎） 

令和２年度社会福祉法人向け危機管理実務セミナー ～新型コ

ロナウイルス感染症に対するＢＣＰ構築のポイント～（オン

ライン受講） 

宮城県看護協会 令和２年度新型コロナウイルス感染症防止対

策（施設におけるゾーニングの指導） 

講師：公立大学法人宮城大学大学院看護学研究科博士後期課

程研究生 感染管理認定看護師 松永 早苗 氏 

令和２年度法人中途採用職員研修（職員７名出席） 

令和２年度仙台市障害福祉サービス事業者向けＢＣＰ(事業継

続計画)研修   （オンライン受講） 

※仙台市障害福祉サービス事業者等集団指導の一環 

 

 

鈴木係長 

 

門馬事務員 

 

 

市川会長他本

部職員２名 

 

 

 

古田部長他３

名 

 

 

11．主な寄附（法人本部採納分） 

 

年 月 日 

 

内容および数量 

 

金  額 

 

寄附者名(団体名) 
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令和 2. 5.13 

10. 7 

30 

11.30 

12.17 

 

金 銭 

金 銭 

金 銭 

金 銭 

金 銭 

 

180,000円 

65,574円 

84,700円 

60,000円 

40,980円 

 

㈱石井土木 

㈱市村工務店 

㈱市村工務店 

㈱石井土木 

㈱市村工務店 

 

12.防災訓練等の実施状況 

仙台ワークキャンパスが行う各防災避難訓練に法人本部職員が参加した他、防災無線交信訓練を

毎月１回実施した。 

 

13.その他特記事項 

その他、市川会長および敦沢常務理事、法人本部職員が出席した主な関係用務等については下記

のとおり。 

 

（１）市川会長 

 

年 月 日 

 

記       事 

 

令和2. 4. 6 

 

7 

14 

5.13 

14 

15 

 

23 

25 

 

26 

 

6.11 

17 

7. 3 

 

19 

 

8.22 

9. 2 

9 

16 

10. 6 

7 

19 

30 

 11. 2 

 

須長 茂 元評議員(前苦情解決第三者委員)退任に係る感謝状・記念品贈呈のた

め同氏宅へ赴く 

用務のため仙台市社会福祉協議会へ赴く 

用務のため宮城県障害福祉課へ赴く 

仙台市博物館友の会 編集委員会・三役会に出席 

宮城県民間社会福祉振興会 監事会出席(於：宮城県民間社会福祉振興会) 

こーぷ福祉会 2019年度決算監事監査出席 

                 (於：みやぎ生協文化会館ウィズ) 

こーぷ福祉会 理事会出席(於：みやぎ生協文化会館ウィズ) 

共生福祉会館(ライフセンター)建物・外構撤去(更地化)工事 竣工検査 

立会 

平成31(2019)年度決算に係る監査報告書受領のため税理士法人あさひ会計仙台

青葉事務所へ赴く 

用務のため宮城県障害福祉課へ赴く 

みやぎセルプ協働受注センター 理事会・総会出席(於：仙台市体育館) 

全国社会就労センター協議会(セルプ協)令和元年度事業・会計監査出席 

                       (オンライン会議) 

2020年度上期みやぎ生協福祉活動助成金 審査委員会出席  

        (於：みやぎ生協文化会館ウィズ) 

こーぷ福祉会 理事会出席(於：みやぎ生協文化会館ウィズ) 

(旧)福島美術館所蔵品追加寄託の挨拶と打合せのため仙台市博物館へ赴く仙台

市博物館友の会 見学セミナー出席 （於：地底の森ミュージアム） 

福島美術館史編纂に係る事業計画打合せ 

ナイスハートバザールin仙台視察 (於：仙台駅) 

みやぎセルプ協働受注センターに係る打合せのため仙台市へ赴く 

仙台市博物館友の会 企画展広報セミナー出席  

仙台駅「ハロウィンフェア」視察 

みやぎセルプ協働受注センター関連打合せのため宮城県障害福祉会へ赴く 
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4 

9 

 

14 

16,17,25 

19 

27 

 

12.15 

23 

令和3. 1. 8 

12 

21 

 

28 

2. 3 

5 

9,10,12 

13 

 

3.10 

18 

20 

25 

29 

30 

31 

こーぷ福祉会 2020年度上期監事監査出席  

仙台市博物館友の会 広報セミナー及び三役会出席  

                （於：宮城県美術館・仙台市博物館） 

こーぷ福祉会 理事会出席(於：みやぎ生協文化会館ウィズ) 

令和２年度事業計画(予算)進捗状況に係るヒヤリング実施  

仙台市博物館友の会 見学セミナー出席 （於：宮城県美術館） 

仙台市社会福祉協議会 令和２年度第２回評議員会出席 

                    （於：ショーケー本館ビル） 

みやぎセルプ協働受注センター関連打合せのため宮城県障害福祉会へ赴く 

宮城県障害福祉課主催会議出席（於：宮城県庁）  

みやぎセルプ協働受注センター関連打合せのため宮城県障害福祉会へ赴く 

仙台市博物館友の会 広報セミナー出席 （於：仙台市博物館） 

みやぎセルプ協働受注センター 臨時理事会出席  

               （於：仙台ワークキャンパス会議室） 

宮城県遊技業協同組合社会貢献活動贈呈式出席（於：パレスへいあん） 

仙台市博物館友の会 会計監査出席 

ＢＰＯ活用工賃倍増プロジェクト事業所説明会出席（於：宮城県庁） 

令和２年度決算見込及び令和３年度事業計画に係るヒヤリング実施 

2020年度下期みやぎ生協福祉活動助成金審査委員会出席  

                 (於：みやぎ生協文化会館ウィズ) 

仙台市八木山中央南土地開発区画整理組合準備委員会出席（於：阿部建設） 

宮城県工賃向上推進協議会出席（於：宮城県庁） 

こーぷ福祉会 理事会出席(於：みやぎ生協文化会館ウィズ) 

特定医療法人白嶺会 定時評議員会出席（於：仙台整形外科病院） 

宮城県工賃向上支援計画検討会出席（於：宮城県庁） 

宮城県民間社会福祉振興会 理事会出席 （於：ホテル法華倶楽部仙台） 

仙台市博物館友の会 監事監査出席（於：仙台市博物館） 

原則毎週木曜日に会長決裁のため、各施設に赴いた。その他定例の仙台市博物館友の会三役会お

よび役員会、独立行政法人国立病院機構 仙台西多賀病院受託研究審査委員会等に出席した。 

 

（２）敦沢常務理事 

 

年 月 日 

 

記       事 

 

令和2. 4. 2 

 3 

6 

 

15 

28 

5. 8 

20 

25 

26 

 

6.18 

23 

 

第５回居宅介護等事業開設準備委員会出席（ケアステーション四郎丸視察） 

打合せのためフィールドへ赴く 

須長 茂 元評議員(前苦情解決第三者委員)退任に係る感謝状・記念品贈呈のた

め同氏宅へ赴く 

第６回居宅介護等事業開設準備委員会出席 

居宅･訪問介護事業開始に係る仙台市との打合せに出席 

居宅･訪問介護事業開始に係る打合せに出席 

第７回居宅介護等事業開設準備委員会出席 

共生福祉会館(ライフセンター)建物・外構撤去(更地化)工事 竣工検査立会 

平成31(2019)年度決算に係る監査報告書受領のため、税理士法人あさひ会計仙

台青葉事務所へ赴く 

制裁委員会出席 

ライフセンター跡地活用検討小委員会出席 
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9.16 

17 

29 

10. 5 

6 

11.16,17,25 

令和3.2.9,10,12 

3.10 

22 

 

福島美術館史編纂に係る事業計画打合せ 

ライフセンター跡地活用検討小委員会出席 

居宅･訪問介護事業開始に係る仙台市との打合せに出席 

ナイスハートバザールin仙台視察 (於：仙台駅) 

ライフセンター跡地活用に係る打合せ  

令和２年度事業計画(予算)進捗状況に係るヒヤリング実施 

令和２年度決算見込及び令和３年度事業計画に係るヒヤリング実施 

仙台市八木山中央南土地開発区画整理組合準備委員会出席（於：阿部建設） 

3/20発生の地震による状況確認のため萩の郷および禎祥ワークキャンパスへ赴

く 

原則毎週水曜日に常務理事決裁のため、各施設に赴いた。 

 

（３）浦山事務局長および法人本部 

 

年 月 日 

 

記       事 

令和2. 4. 2 

 

6 

 

10 

15 

20 

21 

27 

28 

5. 8 

14 

 

20 

25 

 

26 

 

29 

6. 9 

10 

18 

23 

〃 

 

29 

 

30 

 

7. 6 

 

17 

小野寺主任、第５回居宅介護等事業開設準備委員会出席 

                  (ケアステーション四郎丸視察) 

浦事務局長、須長 茂 元評議員(前苦情解決第三者委員)退任に係る感謝状・記

念品贈呈のため同氏宅へ赴く 

浦山事務局長、千葉幸毅評議員を法人各施設へ案内 

古田部長他２名、第６回居宅介護等事業開設準備委員会出席 

浦山事務局長、運営委員等に係る打合せのため仙台西多賀病院へ赴く 

浦山事務局長、建物解体状況確認のためライフセンターへ赴く 

浦山事務局長他１名、建物解体状況(埋設物)確認のためライフセンターへ赴く 

浦山事務局長他２名、居宅・訪問介護事業開始に係る仙台市との打合せに出席 

浦山事務局長、運営委員就任依頼のため仙台西多賀病院へ赴く 

浦山事務局長他２名、法人設立55周年に係る年表及び福島美術館史に係る打合

せ出席 

古田部長他２名、第７回居宅介護等事業開設準備委員会出席 

浦山事務局長他１名、共生福祉会館(ライフセンター)建物・外構撤去(更地化)

工事 竣工検査立会 

浦山事務局長、平成31(2019)年度決算に係る監査報告書受領のため、税理士法

人あさひ会計仙台青葉事務所へ赴く 

浦山事務局長、(社福)嶋福祉会 監事会(監事監査)出席 

古田部長他２名、登記に係る打合せのため秋元事務所へ赴く 

古田部長、ライフセンター建物滅失登記申請のため仙台法務局へ赴く 

浦山事務局長他１名、制裁委員会出席 

浦山事務局長他２名、ライフセンター跡地活用検討小委員会出席 

小野寺主任、訪問・居宅事業に係る打合せのため仙台市太白区保健福祉センタ

ーへ赴く 

古田部長、決算業務のため税理士法人あさひ会計仙台青葉事務所、菅原章博税

理士事務所へ赴く 

古田部長他１名、居宅・訪問介護事業開始に係る仙台市との打合せに出席 

              (於：仙台市若林障害者福祉センター) 

浦山事務局長他２名、処遇改善加算に係る先行法人調査のため特別養護老人ホ

ーム国見苑へ赴く 

浦山事務局長他２名、処遇改善加算に係る先行法人調査のため宮城県障がい者
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8. 6 

12 

20 

 

 

26 

9. 2 

 

3 

 

10 

 

16 

〃 

 

17 

〃 

18 

 

25 

 

28 

 

29 

10. 6 

〃 

7 

16 

21 

26 

 

27 

28 

 

29 

11. 6 

11 

 

16,17,25 

 

16 

17 

18 

27 

12. 9 

10 

14 

福祉協会へ赴く 

古田部長、登記業務のため仙台法務局名取出張所へ赴く 

古田部長、大雨災害避難計画に係る打合せのためホテルルートイン名取へ赴く 

古田部長他1名、社会福祉法人一般監査資料・居宅介護事業指定申請書類・訪問

介護事業指定申請書類提出のため仙台市健康福祉局総務課・障害支援課・介護

事業支援課へ、他用務のため菅原章博税理士事務所へ赴く 

鈴木課長、(旧)福島美術館所蔵品仙台市博物館への追加寄託に係る打合せ 

古田部長他1名、(旧)福島美術館所蔵品追加寄託資料搬入のため仙台市博物館へ

赴く 

古田部長、令和２年度国勢調査に係る調査員事務説明会出席 

                         (於：太白区役所) 

古田部長他１名、年金共済に係る打合せのため三菱ＵＦＪ信託銀行仙台支店へ

赴く 

浦山事務局長他１名、福島美術館史編纂に係る事業計画打合せ 

古田部長、大雨災害避難計画に係る打合せのためホテルルートイン名取岩沼イ

ンターへ赴く 

浦山事務局長他２名、ライフセンター跡地活用検討小委員会出席 

古田部長他１名、ＢＣＰ策定(感染症チーム)第１回検討会議出席 

古田部長他１名、居宅介護・訪問介護事業準備関連業務のため、太白消防署、

仙台法務局名取出張所へ赴く 

浦山事務局長、宮城県障がい者福祉協会理事会に出席 

                   (於：宮城県障がい者福祉協会) 

古田部長他１名、居宅介護・訪問介護事業準備関連業務のため、太白消防署へ

赴く 

古田部長他１名、居宅・訪問介護事業開始に係る仙台市との打合せに出席 

浦山事務局長他１名、ライフセンター跡地活用に係る打合せ 

古田部長他１名、ＢＣＰ策定(感染症チーム)第２回検討会議出席 

鈴木課長他１名、ＢＣＰ策定(災害チーム)第１回検討会議出席 

古田部長、国勢調査票提出のため太白区役所へ赴く 

浦山事務局長、法人運営委員会の打合せのため朝日住宅センターへ赴く 

古田部長、ケアステーション四郎丸に係る業務のため軽自動車検査協会宮城主

管事務所へ赴く 

浦山事務局長、法人運営委員会の打合せのため朝日住宅センターへ赴く 

古田部長他1名、ケアステーション四郎丸に係る業務のため宮城ダイハツ中田店

へ赴く 

鈴木課長他１名、ＢＣＰ策定(災害チーム)第２回検討会議出席 

鈴木課長、法人55周年に伴う略年表作成打合せ 

浦山事務局長、宮城県障がい者福祉協会監事監査に出席 

                   (於：宮城県障がい者福祉協会) 

浦山事務局長他１名、令和２年度事業計画(予算)進捗状況に係るヒヤリング実

施 

古田部長他１名、すみれホーム関係打合せのため仙台市障害者支援課へ赴く 

鈴木課長、(旧)福島美術館関連業務打合せのため仙台市博物館へ赴く 

古田部長他１名、ＢＣＰ策定(感染症チーム)第３回検討会議出席 

鈴木課長他１名、ＢＣＰ策定(災害チーム)第３回検討会議出席 

古田部長他１名、理事会用務のため各関係者のもとへ赴く 

小野寺主任、用務のため宮城県国民健康保険団体連合会へ赴く 

浦山事務局長、宮城県障がい者福祉協会理事会に出席 
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22 

 

23 

〃 

 

〃 

令和3. 1.14 

 

20 

21 

29 

2.9,10,12 

 

10 

15 

〃 

19 

〃 

3. 1 

 

4 

10 

 

12 

 

18 

 

23 

 

                   (於：宮城県障がい者福祉協会) 

古田部長他１名、仙台市障害者支援課施設支援係とケアステーション四郎丸に

係る打合せ 

古田部長他１名、ＢＣＰ策定(感染症チーム)第４回検討会議出席 

鈴木課長、仙台市博物館特集展示「福島美術館の優品」に係る業務打合せのた

め仙台市博物館へ赴く 

ライフセンター跡地活用（駐車場用地賃貸借）に係る契約手続き 

浦山事務局長、用務のため株式会社東洋自動車及び光ヶ丘スペルマン病院へ赴

く 

鈴木課長、用務のため仙台市博物館及び仙台市役所市民税課へ赴く 

鈴木課長、用務のため仙台南税務署へ赴く 

古田部長、東北電力株式会社と電力契約法人一括化に係る打合せ 

浦山事務局長他１名、令和２年度決算見込及び令和３年度事業計画に係るヒヤ

リング実施 

鈴木課長、登記業務のため秋元事務所へ赴く 

古田部長、東北電力株式会社と電力契約法人一括化に係る打合せ 

鈴木課長、登記業務のため秋元事務所へ赴く 

浦山事務局長、仙台市八木山中央南土地区画整理事業に係る打合せ 

古田部長、預り金監査業務のため菅原章博税理士事務所へ赴く 

古田部長他１名、福祉介護職員処遇改善加算に係る打合せのため仙台市健康福

祉局障害支援課へ赴く 

古田部長、東北電力株式会社と電力契約法人一括化に係る打合せ 

浦山事務局長、仙台市八木山中央南土地開発区画整理組合準備委員会出席 

                        （於：阿部建設） 

古田部長、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金実績報告提出の

ため宮城県庁へ赴く 

浦山事務局長、宮城県障がい者福祉協会理事会に出席 

                   (於：宮城県障がい者福祉協会) 

古田部長他１名、(旧)福島美術館寄託資料貸出等に係る業務のため仙台市博物

館へ赴く 

 

※拠点区分毎の事業報告については省略しております。 

 閲覧をご希望される方は下記までご連絡願います。 

 

  社会福祉法人 共生福祉会 法人本部 

   宮城県仙台市太白区袋原五丁目12番1号 

    TEL 022-306-3688 FAX 022-306-2515 

 


