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平成31(2019)年度事業報告書

平成31(2019)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．各事業の実施状況について

当法人は、平成31(2019)年度（以下「本年度」という。）で社会福祉法人に移行してから54年

目を迎えた。各事業についても、法人経営に関する重要な方針に関しては、運営委員会や理事会、

評議員会でのご意見を踏まえて事業を展開し、概ね順調に推移した。

法人の将来の課題解決に向けた「共生福祉会中長期ビジョン」については、運営委員会を中心

に更なる検討を加えて議論を重ねてきた。その詳細については、「法人の中長期ビジョンに向け

た取り組みと検討」の中で報告するが、本年度については既に取り組みを実施している項目、今

後も検討を継続していく項目などに分類し、現時点での答申という形でまとめ上げ、今後も検討

を継続していく項目については令和２年度以降も更なる検討を加え取り組んでいくこととなっ

た。

特に、共生福祉会館（ライフセンター）・福島美術館に関しては、休業後整理事業と位置づけ

て、所蔵美術品等の取扱いと建物解体を中心に事業を行い、本年度内に仙台市博物館への資料寄

託および法人所有施設における資料保管を適正に行い、建物解体についても本年度中に工事を着

工することができた。詳細については後述する。

解体後の跡地活用方法については、法人の収益確保を目指して、運営委員会を中心に検討を重

ねてきた。令和２年１月27日の第２回運営委員会では、「寄宿舎(賃貸住宅)」経営(案)に向けて

４業者によるプレゼンテーションを行い、その後、業者ごとのメリット・デメリットを考慮し、

各運営委員にプレゼンテーション評定を実施したが、具体的な計画立案には至らず、令和２年３

月４日の第３回運営委員会での提案により「新たな収益事業に関する検討委員会」を立ち上げる

こととなった。令和２年度よりその委員会を中心に計画を検討し、運営委員会および理事会、評

議員会に提案していく。

また、萩の郷各施設の老朽化対策については、「萩の郷施設老朽化対策検討委員会」を開催し

検討を重ねてきた。本年度は具体的な計画の立案には至らなかったが、令和２年度についても仙

台市主管課(係)とも協議を重ねながら、長期計画の策定に向けて、引き続き検討していく。

以下、平成31(2019)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。

（１）法人経営(資金)の安定化を図る

本年度は、法人経営に関して非常に厳しい状況となった。主な要因としては、障害者支援施設

における利用者の長期入院や退所（利用契約解除）に伴う欠員（定員割れ）の状況が続いたこと、

施設老朽化の影響もあって、新規利用待機者が増えにくい状況の中で、利用者の新規入所利用契

約になかなか結びつかず給付費収入が減となったこと。また、就労支援事業に関しては新型コロ

ナウイルスの感染拡大の影響により、令和２年２～３月が大幅な受注減となり、見込んでいた収

益の獲得には至らなかったことなどが挙げられる。

令和２年度においても当面は厳しい状況が続くと見込まれるが、経営の基盤となる障害者支援

施設については、新規利用者の獲得のため営業展開を強力に進めていくこととし、また法人各施

設間の連携を密にしながら、それぞれの施設・事業所における収入の確保や運用、事業の見直し

を図りつつ、経営の改善に向けて法人全体を挙げて取り組んでいく。

（２）法人の中長期ビジョンに向けた取り組みと検討

①給与業務及び会計業務の一元化について
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給与業務一元化については、平成31年１月から本格的に、法人本部が一括して計算・支給す

る業務体制とし、本年度においても問題なく運用することができた。

会計業務の一元化については、当初法人本部で行うことで計画したが、会計業務の効率を図

る観点から、袋原・萩の郷・禎祥ワークキャンパスの３拠点毎に取り組むことと、就労支援事

業を展開している萩の郷福祉工場、仙台ワークキャンパスは単独で取り組むことが望ましいと

いうことで平成31年４月から本格的に取り組んだ。

なお、仙台ワークキャンパスの会計業務については、当初計画した人員体制により法人本部

が担った。令和２年度も引き続き本部が行うこととしているが、令和３年度以降は仙台ワーク

キャンパスが単独で取り組むことを目指していく。

②萩の郷施設の老朽化対策について

老朽化が著しくなってきた萩の郷各施設に関しては、建替や再構築及び各事業（施設）体系

の見直しなどについて「萩の郷施設老朽化対策検討委員会」を本年度３回開催し、他法人が運

営する大規模施設などを見学し、建替を含む萩の郷全体の総合的な計画を検討してきた。

なお、建替に対する補助金等については、仙台市主管課(係)とも協議を重ねてきたが、国及

び仙台市の財政状況から、基準通りの補助金交付はなかなか容易ではないということであり、

仙台市の見解としては鉄筋コンクリート造りの建物の使用に関しては、60年経過を補助対象の

目安としているという話もあり、長寿命化（補修・改修等）を行いつつ、財源の確保を踏まえ

た長期に亘る計画をしていく必要性が出てきた。

このことにより、法人運営委員会において法人の財政基盤の確立と経営の安定化も踏まえつ

つ、令和10年度頃の建替を目安として、令和２年度以降も長期計画の策定に向けて検討を重ね

ていくこととしている。

③共生福祉会館（ライフセンター）・福島美術館について

冒頭に述べたとおり、共生福祉会館（ライフセンター）・福島美術館事業に関しては、平成

31年３月31日をもって博物館相当施設を取消し、本年度は休業後整理事業と位置づけて、所蔵

美術品等の取扱いと建物解体を中心に事業を実施した。

所蔵美術品等については仙台市博物館に資料寄託を申し込み、令和元年６月18日に仙台市博

物館燻蒸庫内への運び込みを行い、書画1,277点。工芸品415点について寄託を無事完了するこ

とができた。仙台市博物館に対しては、寄託期間の年度毎更新を行う必要があるが、次の再

開が決まるまでは継続して頂く予定である。

また、寄託外の資料や古書・図書については、令和元年10月16日に法人内施設への移動を行

い、それぞれの場所で適正に管理を行うことができた。

これらの所蔵美術品等の運び出しと、建物内の残留物品等の整理については、令和２年１月

中旬で完了し、共生福祉会館（ライフセンター）については、令和２年１月21日より解体工事

に着手した。アスベスト除去作業なども順調に進み、令和２年５月末日までに竣工(更地化)す

る予定である。

④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、仙台市八木山南地

域の住民のうち、移動支援を必要とする高齢者を対象とした「買い物送迎」については、当法

人が所有する車輌を使用して、平成30年６月12日よりその取り組みを開始しているが、本年度

においても事故等もなく順調に推移し、地域の利用者からは大変好評を得る結果となった。

なお、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、令和２年３月より当面の間は活動を休止

することとしたが、感染状況に不安がなく、市民生活の安全・安心が確保された後はすみやか

に活動を再開し、地域に根ざした活動として定着していくよう取り組みを継続していく。

（３）萩の郷における周辺土地開発への対応

当法人所有地を含む周辺土地開発に関して、本年度は地質１次調査における硬岩の判定を確

認するため弾性波探査を行ったり、一括業務代行業者との役割分担協議により事務局を開設す
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るなどして、開発費用から算定される地権者の減歩率82.9％を原則として、組合設立認可まで

のスケジュール(変更)並びに認可後の事業全体の概略スケジュールが、令和元年12月24日に開

催された第22回準備委員会で示された。

そのスケジュールによれば、令和２年７月頃までに事業計画を策定し、令和２年11月下旬か

ら12月上旬に掛けて組合設立認可を受け、第１回目の総会を開催するスケジュールとなってい

る。また、組合設立後におけるスケジュールの中で仮換地指定が令和３年７月頃となっており、

基本的には仮換地したところが換地になると言われていることもあり、令和２年度は当法人に

とって収益事業の取り組みを視野に、商業施設用地に仮換地にな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。

（４）居宅介護（訪問介護）の取り組み検討

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、令和元年６月に開催された理事会及び評議員会において公的

財源確保の条件付きながら承認された。

当法人では初めての事業となることから、令和２年１月に「居宅介護(訪問介護)事業準備委

員会」を設置し、本年度４回委員会を開催して、令和２年10月１日の事業開始に向けて、それ

に伴う課題や具体的な準備について検討を行ってきた。令和２年７月31日迄に新規事業所指定

申請を行う必要があるので、令和２年度以降も継続して検討を重ね、理事会および評議員会に

おいて事業計画、予算、運営規程等について提案していくことにしている。

（５）人材確保・定着について

全産業において人材不足が顕著になってきている中、当法人においても介護職員や看護

職員等の不足が常態化している状況にある。本年度もハローワークに対する求人活動や新

卒者の人材確保に向けた学校訪問、就職説明会への参加、人材紹介など、あらゆる手段を

講じて人材確保に取り組んできた。

とりわけ、将来に亘って安定的な介護サービスを提供するための人材育成の一環として、宮

城県北の高等学校２校において福祉専攻の52名の生徒を対象に、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。この結果、複数の生徒が興味を示す大きな

成果が得られ、令和２年４月１日付で１名の採用に結びつけることができた。

うち１校では令和２年度についてもカリキュラムとして取り入れることになっており、これ

らの活動を通して人材確保に尚一層取り組んで行くこととしている。

令和２年度に関しては、福祉・介護職員の更なる処遇改善の取り組みとして、福祉介護職員

等処遇改善加算並びに特定処遇改善加算の申請を視野に入れ、法人全体の体制整備を進めてい

く。また、長期に亘って就業が継続できる働きがいのある職場環境づくりに努め、離職防止

（モチベーション維持）の対策を講じながら、尚一層の人材定着を図っていく。

（６）法人本部主催の新採用職員研修について

本年度においても、新採用の職員が共生福祉会の一員として、法人創設者である福島禎蔵翁

と、法人創業時のことを知り、法人の基本理念や各施設の障害者福祉事業の経緯、働く心構え

を学ぶ機会として、７月に新採用職員研修、２月に中途採用職員研修を実施した。

法人の将来を担う人材の育成のため、今後も継続して取り組んでいくこととしたい。

（７）その他

新型コロナウイルス感染拡大防止については、令和２年１月～２月にかけては、インフルエ

ンザの蔓延時期とも重なっており、施設毎に定例の対策を行ってきたが、その後、令和２年３

月より急速に感染が拡大し、他県の福祉施設や老人関係施設においても集団感染が報告され始

めるなど、これまでにない状況に変遷してきたことを鑑みて、法人として一刻も早い対策を講

じる必要性が出てきたため、令和２年３月２日および３月24日に臨時の施設長会議を開催し、

厚生労働省からの最新情報や方針等に基づいて、法人として共通の対策指針を決定し、各施設
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に周知の上、でき得るかぎりの感染防止措置を実施した。

令和２年度についても、国内の感染状況を随時把握しながら、施設長会議などで法人として

の対策を講じていき、必要な感染防止措置を実施していくこととしたい。

また、本年度は令和元年10月12日～13日未明に東日本を通過し、各地に甚大な被害を与えた

台風19号などの自然災害も多く報告された。このような緊急の事態やあらゆる想定し得ない状

況の中で、途切れることなく事業を存続していくことが重要であり、令和２年度はそのような

想定も含みながら、事業継続を図るための方策や計画を検討していくこととしたい。

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

令和元. 6.21 理事（会長） 市川 義直 就任

〃 理事（常務理事） 敦沢 勝治 〃

〃 理事 小山 良就 〃

〃 〃 柿沼 浩二 〃

〃 〃 加藤 満好 〃

〃 〃 松本 宣郎 〃

〃 監事 村上 靑史 〃

〃 〃 髙橋 雄一郎 〃

〃 理事 伊藤 英雄 退任

〃 〃 川村 誠一 〃

12.31 評議員・運営委員 小澤 剛一 〃

令和 2. 1. 1 評議員 千葉 幸毅 就任

3.28 運営委員 岩田 厚彦 退任

〃 〃 大久保 朝江 〃

29 運営委員・制裁委員 浦山 稔 就任

〃 運営委員 大隅 恭子 〃

〃 〃 小山 良就 〃

〃 〃 柿沼 浩二 〃

〃 〃 川村 誠一 〃

〃 〃 高橋 淳子 〃

〃 運営委員・制裁委員 髙橋 功 〃

〃 運営委員 高橋 友之 〃

〃 〃 千葉 幸毅 〃

〃 運営委員・制裁委員 敦沢 勝治 〃

〃 運営委員･苦情解決第三者委員 巴 雅人 〃

〃 運営委員 増子 正 〃

〃 〃 溝田 知宏 〃

〃 制裁委員 小岩 孝子 〃

〃 〃 村上 靑史 〃

〃 苦情解決第三者委員 藤原 忠夫 〃
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（２）評議員会・理事会・その他会議等の状況

①理事会

○第１回

令和元年６月５日（水）10:30～12:15 仙台ワークキャンパス 会議室

出席理事６名（欠席０名） 出席監事２名（欠席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．社会福祉充実計画について

審議事項

第１号議案 平成30年度事業報告（案）の件

第２号議案 平成30年度決算報告（案）の件

第３号議案 障害福祉サービス｢居宅介護(ホームヘルプ）｣事業の検討(案)について

第４号議案 諸規程の改正（案）の件

第５号議案 幹部職員人事（案）の件

第６号議案 役員（理事・監事）候補者の選定（案）について

第７号議案 令和元年度第１回評議員会の招集通知および議案について

○第２回

令和元年６月21日（金）16:00～16:19 仙台ガーデンパレス４階 亀甲の間

出席理事６名（欠席０名） 出席監事２名（欠席０名）

審議事項

第１号議案 会長（理事長）および常務理事（業務執行理事）の互選について

○第３回

令和元年12月10日（火）14:00～16:11 仙台ワークキャンパス 会議室

出席理事６名（欠席０名） 出席監事１名（欠席１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．「居宅介護（ホームヘルプ）の取り組み」に係る仙台市主管課との打

合せについて

３．平成31年度仙台市社会福祉法人・施設一般監査の結果について

審議事項

第１号議案 平成31(2019)年度上期決算報告（案）の件

第２号議案 平成31(2019)年度第１次資金収支補正予算（案）の件

第３号議案 福島美術館休業後整理事業について

第４号議案 仙台ワークキャンパスの就労移行支援事業の廃止等（案）について

①就労移行支援事業（定員10名）の廃止

②就労継続支援Ｂ型の定員の変更について

第５号議案 諸規程の改正（案）の件

第６号議案 幹部職員人事異動（案）の件

第７号議案 評議員の退任および新評議員候補者選定に係る評議員選任・解任委員会

の開催（案）の件

第８号議案 令和元年度第２回評議員会の招集通知および議案について

○第４回

令和２年３月11日（水）14:00～16:50 仙台ワークキャンパス 会議室

出席理事５名（欠席１名） 出席監事２名（欠席０名）

報告事項 １．ライフセンター解体および跡地利用に関する進捗状況等について

２．仙台市博物館企画展「仙台の美と出会う－福島家三代の書画・工芸品

コレクション－」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等について
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審議事項

第１号議案 平成31(2019)年度第２次資金収支補正予算（案）の件

第２号議案 令和２年度事業計画（案）の件

第３号議案 令和２年度資金収支予算（案）の件

第４号議案 定款変更（案）の件

第５号議案 諸規程の改正（案）の件

第６号議案 幹部職員人事異動（案）の件

第７号議案 運営委員・制裁委員・苦情解決第三者委員の選任（案）の件

第８号議案 令和元年度第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

○第１回

令和元年６月21日（金）14:00～15:35 仙台ガーデンパレス４階 亀甲の間

出席評議員４名（欠席３名）

報告事項 １．平成30年度事業報告（案）について

２．幹部職員人事異動について

審議事項

第１号議案 障害福祉サービス｢居宅介護(ホームヘルプ）｣事業の検討(案)について

第２号議案 平成30年度決算報告（案）の件

第３号議案 社会福祉充実計画について

第４号議案 役員（理事・監事）の選任（案）について

○第２回

令和元年12月20日（金）14:00～15:12 仙台ガーデンパレス５階 欅の間

出席評議員５名（欠席２名）

報告事項 １．評議員の退任および新評議員の選任について

２．「居宅介護（ホームヘルプ）の取り組み」に係る仙台市主管課との打

合せについて

３．福島美術館休業後整理事業について

４．仙台ワークキャンパスの就労移行支援事業の廃止等（案）について

①就労移行支援事業（定員10名）の廃止

②就労継続支援Ｂ型の定員の変更について

審議事項

第１号議案 平成31(2019)年度上期決算報告（案）の件

第２号議案 平成31(2019)年度第１次資金収支補正予算（案）の件

○第３回

令和２年３月25日（水）14:00～15:35 仙台ガーデンパレス５階 欅の間

出席評議員４名（欠席３名）

報告事項 １．ライフセンター解体および跡地利用に関する進捗状況等について

２．仙台市博物館企画展「仙台の美と出会う－福島家三代の書画・工芸品

コレクション－」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等について

４．幹部職員人事異動について

５．運営委員・制裁委員・苦情解決第三者委員の選任について

審議事項

第１号議案 平成31(2019)年度第２次資金収支補正予算（案）の件

第２号議案 令和２年度事業計画（案）の件

第３号議案 令和２年度資金収支予算（案）の件

第４号議案 定款変更（案）の件



- 7 -

※第４号議案については、後日書面決議となった。

③評議員選任・解任委員会

令和元年12月16日（月）14:00～14:23 仙台ワークキャンパス 会議室

評議員選任・解任委員４名（欠席０名）、会長・常務理事 出席

議 案 評議員選任の件

④法人運営委員会

○第１回

令和元年10月24日（木）16:30～17:50 仙台ワークキャンパス 会議室

運営委員12名（欠席３名）、監事２名 出席

第１号議案 「共生福祉会中長期ビジョン」の進捗状況について

(1)萩の郷施設老朽化（建替え）対策について

(2)会計業務の一元(効率)化について

(3)萩の郷用地の活用について

第２号議案 居宅介護（訪問介護）の取り組みについて

第３号議案 福島美術館休業後整理事業について

(1)資料寄託等について

(2)建物解体スケジュールについて

○第２回

令和２年１月27日（月）16:30～18:35 仙台ワークキャンパス 会議室

運営委員13名（欠席１名）、監事１名、オブザーバー１名 出席

第１号議案 共生福祉会館（ライフセンター）解体後の跡地活用について

(1)寄宿舎（賃貸住宅）経営（案）に向けての各業者によるプレゼンテー

ション

(2)その他

○第３回

令和２年３月４日（水）16:30～18:20 仙台ワークキャンパス 会議室

運営委員13名（欠席１名）、監事１名、オブザーバー１名 出席

第１号議案 令和２年度事業計画（案）について

第２号議案 共生福祉会中長期計画答申（案）について

第３号議案 共生福祉会館（ライフセンター）解体後の跡地利用について

（「寄宿舎（賃貸住宅）」経営に関する提案評定）

第４号議案 八木山中央南土地区画整理事業の進捗状況について

⑤経営懇談会

令和元年11月25日（月）10:30～12:00 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

⑥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 会長・常務理事・事務局長 毎月１回

月度定例施設長会議 会長・常務理事・各施設長 毎月１回

法人防災対策委員会 会長・常務理事・各施設委員 年４回（4､7､10､1月）

法人総務担当者会議 法人本部・各施設総務担当者 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）、法人行事実行委員会、
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法人ホームページ委員会、仙台ワークキャンパス幹部会議、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

平成31. 4. 1 事務局長 浦山 稔 再雇用(嘱託職員)

総務部長 古田 圭 第二福寿苑へ配置換(法人本部兼務)

〃 企画係主任 尾暮まゆみ ﾗｲﾌｾﾝﾀｰより配置換

令和元.10.31 〃 〃 退職

４．基本財産（土地・建物）の異動およびその他建物・設備の整備状況（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）その他の建物・設備の整備（修繕）状況

共生福祉会館（ライフセンター）建物解体に伴う建物付属設備等処分

①身障トイレ付属設備 取得価格 900,000円 処分時残存価格 1円（備忘価格）

②簡易舗装 取得価格 700,000円 処分時残存価格 1円（備忘価格）

③給排水設備 取得価格 500,000円 処分時残存価格 1円（備忘価格）

④井 戸 取得価格 800,000円 処分時残存価格 1円（備忘価格）

⑤非常階段屋根 取得価格 194,876円 処分時残存価格 1円（備忘価格）

⑥自動火災報知設備 取得価格 399,000円 処分時残存価格 1円（備忘価格）

⑦門 扉 取得価格 303,754円 処分時残存価格 1円（備忘価格）

※建物本体については、令和２年度にかけて解体となる。

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

○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）

交付年月日 平成31年４月１日 交付決定額 4,004,000円

確定年月日 令和２年３月31日 確 定 額 3,895,646円

○仙台市障害福祉サービス事業等衛生材料緊急調達事業補助金

・法人本部

交付決定年月日 令和２年３月31日 交付決定額 60,000円

確定年月日 令和２年３月31日 確 定 額 60,000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２年３月３日 交付決定額 41,760円

確定年月日 令和３年３月31日 確 定 額 41,760円

・萩の郷第二福寿苑

交付決定年月日 令和２年３月３日 交付決定額 26,680円

確定年月日 令和３年３月31日 確 定 額 26,680円
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・禎祥ワークキャンパス

交付決定年月日 令和２年３月３日 交付決定額 5,664円

確定年月日 令和３年３月31日 確 定 額 5,664円

・仙台ワークキャンパス

交付決定年月日 令和２年３月３日 交付決定額 20,880円

確定年月日 令和３年３月31日 確 定 額 20,880円

②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

交付年月日 令和元年10月23日 交付決定額 8,451,000円

③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３月31日 交付決定額 580,000円

・仙台ワークキャンパス

交付決定年月日 令和元年５月31日 交付決定額 250,000円

令和元年11月29日 交付決定額 250,000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

○令和元年度特別企画 インフルエンザ予防接種助成

・法人本部

交付年月日 令和２年１月24日 交付決定額 2,500円

・萩の郷第二福寿苑

交付年月日 令和２年１月24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２年１月24日 交付決定額 5,000円

・ぴあら若林

交付年月日 令和２年１月24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２年１月24日 交付決定額 16,500円

・福祉ホーム（すみれ）

交付年月日 令和２年１月24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２年１月24日 交付決定額 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 平成31年４月１日 概 算 払 額 22,760,918円

完了年月日 令和２年３月31日 精 算 額 21,816,669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 平成31年４月１日 概 算 払 額 21,465,000円

完了年月日 令和２年３月31日 精 算 額 20,611,414円
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７．主な法人行事等

年 月 日 記 事

平成31. 4. 1 辞令交付式（於：法人本部）

〃 萩の郷合同開設記念式典（市川会長、敦沢常務理事出席）

令和元. 6. 1 仙台ワークキャンパス開園10周年記念式典

（市川会長、敦沢常務理事他本部職員出席）

8. 9 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）

11. 9 法人職員交流会（市川会長、敦沢常務理事他法人職員66名出席）

令和 2. 1.20 共生福祉会館(ライフセンター)建物解体および井戸埋め清祓式

（市川会長、敦沢常務理事他本部職員出席）

3. 9 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）令和元(平成31)年度仙台市社会福祉法人・施設一般監査（全施設・事業所）

①禎祥ワークキャンパス

令和元年８月19日（月）

監査官４名：仙台市健康福祉局 総務課 桜井指導担当課長他１名

障害者支援課 指導係 山澤主任他１名

②萩の郷第二福寿苑

令和元年８月21日（水）

監査官５名：仙台市健康福祉局 総務課 指導係 遠藤主任他１名

障害者支援課 指導係 和田係長他２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

令和元年５月31日（金）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）

年 月 日 記 事

平成31. 4. 1 法人本部事務局による平成30年度末現金監査

令和元. 5.10 税理士法人あさひ会計仙台青葉事務所による平成30年度第４・四半期

(決算）監査

7. 9 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

9. 9 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

10. 1 法人本部事務局による平成31(2019)年度上期末現金監査

30 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

11. 7 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２・四半

期(上期決算)監査

令和 2. 1.15 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

2.4､6､7 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）
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９．主な調査・視察・見学

年 月 日 記 事

令和元. 5.15 菅原章博税理士事務所による平成30年度消費税調査

8. 5 仙台東年金事務所による社会保険調査

仙台東年金事務所 厚生年金適用調査課 新井 健助氏

村上 遙氏 来訪

12.19 就業規則調査

厚生労働省 地方非正規雇用対策担当官 中野 憲吾氏

仙台公共職業安定所 雇用指導官 大井 健介氏 来訪

10．教育・研修

年 月 日 記 事 出 席 者

平成31. 4.24 全国経営協「社会福祉法人制度改革フォローアップ

セミナー」（仙台市：ＴＫＰガーデンシティ仙台） 鈴木係長他１名

令和元. 6. 6 令和元年度宮城県社会福祉法人経営者協議会定期総会

・研修会（仙台市：ホテル白萩） 市川会長

7.22 令和元年度法人新採用職員研修（職員５名出席）

7.29～30 令和元年度災害派遣福祉チーム員養成研修（基礎研修）

（仙台市：於東北福祉大学仙台駅東口キャンパス） 鈴木係長

7.30 令和元年度都道府県経営協セミナー（前期）

（仙台市：ＴＫＰガーデンシティ仙台） 市川会長他３名

9. 2 2019企業の社会貢献・ＣＳＲセミナー

（仙台市：仙台市福祉プラザ） 市川会長

4 働き方改革セミナー

(宮城県大河原町：大河原町駅前コミュニティセンター) 浦山事務局長他２名

18～19 令和元年度日本福祉施設士会東北ブロックセミナー

秋田大会（秋田県秋田市：秋田キャッスルホテル） 市川会長他１名

10.10 第４回教育連携シンポジウム～実習指導者に対する

教育連携について～

（仙台市：仙台医療秘書福祉専門学校） 浦山事務局長

18～19 宮城県福祉施設士会 令和元年度移動研修会 市川会長他１名

18 令和元年度宮城県障害者雇用支援のつどい

（仙台市：ホテル白萩） 敦沢常務理事

21 障害福祉分野の人材確保戦略セミナー

（仙台市：アエル７階） 浦山事務局長

23 萩の郷福寿苑苑内研修「管理監督者向けメンタルヘル

ス教育の実施」 市川会長

11. 1 第17回地域福祉セミナー（仙台市：仙台市福祉プラザ）市川会長

21 福祉サービスの苦情解決に関する研修会

（仙台市：仙台市シルバー人材センター） 巴委員、須長委員

12. 9 令和元年度中長期計画策定セミナー

（東京都：フォーラムエイト渋谷） 古田部長

令和 2. 1.24 令和元年度公正採用選考人権啓発推進員等研修会

（仙台市：ＴＫＰガーデンシティ仙台） 敦沢常務理事

28 社会福祉法人の経営力強化～法人経営と働き方改革～

（仙台市：ＴＫＰガーデンシティプレミアム仙台西口）市川会長他１名
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令和2. 1.30 ＢＣＰ（事業継続計画）研修

（仙台市：仙台市福祉プラザ） 市川会長

2.13 令和元年度都道府県経営協セミナー（後期）

（仙台市：ＴＫＰガーデンシティ仙台） 市川会長他２名

25 災害時における福祉支援体制構築のための普及啓発

セミナー（仙台市：ＴＫＰガーデンシティ勾当台） 市川会長他１名

26 令和元年度法人新採用職員研修（職員８名出席）

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)

令和 2. 2.25 金 銭 180,000円 (株)東洋自動車

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

平成31. 4. 9 宮城県立西多賀支援学校 平成31年度入学式出席

17 三菱ＵＦＪ信託銀行仙台支店主催経営者セミナー出席

19 仙台市博物館特別展「いつだって猫展」開会式出席

22 仙台市博物館友の会総会・広報セミナー出席

26 福島美術館に対する寄託資料返却手続きのため、伊達華子氏宅へ赴く

〃 仙台ワークキャンパス10周年記念行事に係る打合せのため仙台市障害企画

課へ赴く

令和元. 5.13 打合せのため東北学院大学へ赴く

14 宮城県民間社会福祉振興会監事会・理事会および情報交換会出席

25 こーぷ福祉会理事会出席

27 用務のため学校法人東北学院へ赴く

〃 平成30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

30 宮城県民間社会福祉振興会総会出席

31 仙台市八木山中央南土地区画整理組合設立準備委員会第20回準備委員会

出席 (於：仙都会館)

6. 3 東北地区社会就労センター協議会第１回役員会（於：ホテル福島グリーン

パレス）

6 令和元年度ＳＭＭＡ第１回実行委員会出席

14 令和元年度宮城県福祉施設士会第１回役員会出席（於：ホテル白萩）

15 こーぷ福祉会評議員会及び理事会出席

18 令和元年度第１回西多賀支援学校評議員会出席

〃 みやぎセルプ協働受注センター総会出席

19 仙台市社会福祉協議会平成31年度第１回評議員会出席
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令和元. 7.16 仙台市博物館友の会広報セミナー出席

8. 5 仙台市八木山中央南土地区画整理組合設立準備委員会第21回準備委員会

出席 (於：仙都会館)

17 2019年度みやぎ生協福祉活動助成金審査会出席

9. 3 第54回仙台市社会福祉大会（於：仙台市民会館）

10 ケアステーション四郎丸に係る仙台市との打合せ出席

10.9 仙台市博物館友の会役員会・上期決算監査出席

21 仙台市博物館友の会広報セミナー出席

30 こーぷ福祉会2019年度上期監事監査出席

11. 8､11､13 平成31(2019)年度事業計画(予算)進捗状況に係るヒヤリング実施

19 仙台市博物館館長・副館長への挨拶と打合せのため仙台市博物館へ赴く

20 ライフセンター現状確認および洋望荘資料収蔵状況確認

27 仙台市社会福祉協議会令和元年度第２回評議員会出席

12. 6 仙台市博物館への追加寄託資料の検品及び仙台市博物館学芸員との打合せ

13 福島美術館休業後整理事業打合せ

14 こーぷ福祉会臨時理事会出席

19 令和元年度宮城県民間社会福祉振興会第２回理事会出席

24 仙台市八木山中央南土地区画整理組合設立準備委員会第22回準備委員会

出席 (於：仙都会館)

25 共生福祉会館（ライフセンター）建物・外構解体撤去（更地化）工事入札

執行

令和2. 1.18 こーぷ福祉会理事会出席

2. 3､5 平成31(2019)年度決算見込及び令和２年度事業計画に係るヒヤリング実施

4 社協だよりせんだい第９号特集記事「地域共生社会の実現に向けて」第３

弾への取材対応

2. 4､6 ナイスハートバザール仙台視察

15 2019年度みやぎ生協下期福祉活動助成金審査委員会出席

19 東北地区社会就労センター協議会第３回役員会（於：アートホテル盛岡）

20 宮城県議会議員石田一也氏との打合せ

26 令和元年度第２回西多賀支援学校評議員会出席

28 全国社会就労センター協議会 協議員総会（令和元年度第２回）

（於：川崎日航ホテル）

3. 2 新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う臨時施設長会議

18 仙台市博物館企画展に関する打合せ

24 特定医療法人白嶺会評議員会出席

〃 新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う臨時施設長会議

28 こーぷ福祉会理事会出席

原則毎週木曜日に会長決裁の為、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

令和元. 5.13 打合せのため東北学院大学へ赴く

27 平成30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

31 仙台市八木山中央南土地区画整理組合設立準備委員会第20回準備委員会

出席 (於：仙都会館)

7.12 福島美術館休業後整理事業打合せ
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令和元. 7.13 第21回ありのまま自立大賞授賞式出席（於：仙台市福祉プラザ）

8. 5 仙台市八木山中央南土地区画整理組合設立準備委員会第21回準備委員会

出席 (於：仙都会館)

23 萩の郷施設老朽化対策検討委員会

9. 6 萩の郷施設老朽化対策検討に係るグループホームかみやがり視察見学

25 萩の郷施設老朽化対策検討委員会

10 ケアステーション四郎丸に係る仙台市との打合せ出席

10.11 萩の郷施設老朽化対策検討に係る障害者支援施設ふぼう視察見学

〃 萩の郷施設老朽化対策検討委員会

11. 8､11､13 平成31(2019)年度事業計画(予算)進捗状況に係るヒヤリング実施

11.18 避難確保計画作成等に関する説明会出席（於：太白区役所）

20 ライフセンター現状確認および洋望荘資料収蔵状況確認

12.13 福島美術館休業後整理事業打合せ

24 仙台市八木山中央南土地区画整理組合設立準備委員会第22回準備委員会

出席 (於：仙都会館)

25 共生福祉会館（ライフセンター）建物・外構解体撤去（更地化）工事入札

立会

令和 2. 1.29 居宅介護（訪問介護）事業第１回準備委員会

2. 3､5 平成31(2019)年度決算見込及び令和２年度事業計画に係るヒヤリング実施

2.14 ケアステーション四郎丸および福祉ホーム（すみれ）に係る仙台市との打

合せ出席

19 居宅介護（訪問介護）事業第２回準備委員会

3. 2 新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う臨時施設長会議

5 居宅介護（訪問介護）事業第３回準備委員会

18 居宅介護（訪問介護）事業第４回準備委員会

24 新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う臨時施設長会議

原則毎週火曜日に常務理事決裁の為、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

平成31. 4. 9 浦事務局長他１名、居宅介護事業のヒヤリングのため仙台市障害者支援

課へ赴く

4.12 浦山事務局長、用務のため宮城労働局へ赴く

〃 古田部長、用務のため仙台市生涯学習課等へ赴く

15 浦山事務局長、高卒求人に係る学校訪問のため登米総合産業高校、本吉響

高校へ赴く

16 浦山事務局長、高卒求人に係る学校訪問のため田尻さくら高校、古川学園

高校へ赴く

18 浦山事務局長、高卒求人に係る学校訪問のため明成高校へ赴く

令和元. 5.16 古田部長、決算に係る打合せのため税理士法人あさひ会計仙台青葉事務所

へ赴く

〃 門馬事務員、市民税の特別徴収に係る手続きのため仙台市市民税課に赴く

20 浦山事務局長、介護職に関するガイダンス実施のため、登米総合産業高校

へ赴く

21 浦山事務局長、用務のため(社福)鶴寿会へ赴く

23 浦山事務局長、新規高等学校卒業予定者対象求人申込説明会に出席（於：

仙台サンプラザ）

27 浦山事務局長、用務のため学校法人東北学院へ赴く
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令和元.5.27 浦山事務局長、平成30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

30 浦山事務局長、(社福)嶋福祉会 令和元年度監事会(監事監査)出席

31 浦山事務局長、仙台市八木山中央南土地区画整理組合設立準備委員会第20

回準備委員会出席 (於：仙都会館)

〃 古田部長、源泉所得税に係る用務のため仙台南税務署に赴く

6. 3 浦山事務局長、(社福)嶋福祉会 令和元年度第１回理事会に出席

7 浦山事務局長、宮城県福祉施設士会正副会長会議に出席

14 浦山事務局長、令和元年度宮城県福祉施設士会第１回役員会出席（於：ホ

テル白萩）

18 浦山事務局長、(社福)嶋福祉会 令和元年度第１回評議員会に出席

〃 尾暮主任、仙台市博物館への寄託資料運搬作業立会

24 浦山事務局長、(社福)宮城県障がい者福祉協会定時評議員会および臨時理

事会に出席

〃 古田部長、用務のため髙橋公認会計士事務所へ赴く

25 浦山事務局長、用務のため髙橋公認会計士事務所および朝日住宅センター

へ赴く

7. 1 浦山事務局長、用務のため学校法人東北学院へ赴く

〃 浦山事務局長、高卒求人に係る学校訪問のため一関第二高校へ赴く

2 浦山事務局長、仙台市長感謝状に関する手続きのため仙台市社会課へ赴く

4 浦山事務局長、高卒求人に係る学校訪問のため登米総合産業高校、本吉響

高校、迫桜高校へ赴く

5 浦山事務局長、高卒求人に係る学校訪問のため明成高校へ赴く

8 浦山事務局長、高卒求人に係る学校訪問のため小牛田農林高校、田尻さく

ら高校、古川学園高校へ赴く

9 浦山事務局長、仙台市社会福祉協議会会長表彰に関する手続きのため仙台

市社会福祉協議会へ赴く

11 浦山事務局長、高卒求人に係る学校訪問のため聖和学園高校および村田高

校へ赴く

12 浦山事務局長他２名、福島美術館休業後整理事業打合せ

〃 浦山事務局長、高卒求人に係る学校訪問のため宮城県亘理高校へ赴く

〃 鈴木係長、用務のため八木山南連合町内会事務所へ赴く

22 浦山事務局長他１名、居宅介護事業等に係る打合せのため仙台市障害者支

援課へ赴く

23 浦山事務局長、高卒合同企業説明会・就職懇談会に出席（於：仙台サンプ

ラザ）

8. 5 浦山事務局長、仙台市八木山中央南土地区画整理組合設立準備委員会第21

回準備委員会出席 (於：仙都会館)

23 浦山事務局長、萩の郷施設老朽化対策検討委員会

27 浦山事務局長、宮城県社会福祉協議会会長表彰に関する手続きのため宮城

県社会福祉協議会へ赴く

28 鈴木係長、仙台ワークキャンパス障害福祉サービス変更に伴う相談のため

仙台市障害企画課へ赴く

9. 6 浦山事務局長他１名、萩の郷施設老朽化対策検討に係るグループホームか

みやがり視察見学

10 浦山事務局長他１名、ケアステーション四郎丸に係る仙台市との打合せ

20 浦山事務局長、宮城県障がい者福祉協会理事会に出席

25 浦山事務局長他１名、萩の郷施設老朽化対策検討委員会

27 浦山事務局長、用務のため小澤評議員宅および髙橋公認会計士事務所へ赴

く
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令和元.10.11 浦山事務局長他１名、萩の郷施設老朽化対策検討に係る障害者支援施設ふ

ぼう視察見学および萩の郷施設老朽化対策検討委員会実施

11.13 浦山事務局長、宮城県障がい者福祉協会監事監査に出席

15 ケアステーション四郎丸およびすみれホームに関する仙台市障害者支援課

施設支援係との打合せ

18 浦山事務局長、避難確保計画作成等に関する説明会出席（於：太白区役所）

19 鈴木係長、仙台市博物館館長・副館長への挨拶と打合せのため仙台市博物

館へ赴く

〃 小野寺主任他１名、年末調整事務説明会に出席

22 浦山事務局長、八木山南町内会買い物送迎に係る用務のためイオン鈎取店

に赴く

29 浦山事務局長他１名、新卒求人説明会に係る打合せのため本吉響高校およ

び迫桜高校へ赴く

12. 2 古田部長他２名、福祉ホーム補助金に関する協議のため仙台市障害者支援

課へ赴く

3 浦山事務局長、(社福)嶋福祉会 令和元年度第４回理事会に出席

6 鈴木係長、仙台市博物館への追加寄託資料の検品及び仙台市博物館学芸員

との打合せ

〃 浦山事務局長、用務のため学校法人東北学院へ赴く

13 浦山事務局長、宮城県障がい者福祉協会理事会に出席

〃 浦山事務局長他１名、福島美術館休業後整理事業打合せ

19 浦山事務局長、介護職に関するガイダンス実施のため、本吉響高校へ赴く

23 浦山事務局長他１名、ケアステーション四郎丸に関する打合せ

24 浦山事務局長、仙台市八木山中央南土地区画整理組合設立準備委員会第22

回準備委員会出席 (於：仙都会館)

25 共生福祉会館（ライフセンター）建物・外構解体撤去（更地化）工事入札

令和2. 1. 7 浦山事務局長他１名、ケアステーション四郎丸に関する打合せのため仙台

市障害者支援課に赴く

10 浦山事務局長、共生福祉会館（ライフセンター）工事に係る打合せのため

藤田興業へ赴く

14 鈴木係長、福島美術館展示ケース等の寄贈のためライフセンターへ赴く

15 浦山事務局長、共生福祉会館（ライフセンター）建物・外構解体撤去（更

地化）工事に伴う挨拶回り

29 居宅介護（訪問介護）事業第１回準備委員会

2. 4 浦山事務局長、地域貢献活動（買い物送迎）に関する打合せのため八木山

南連合町内会事務所へ赴く

13 浦山事務局長、用務のため開発企画(株)へ赴く

14 ケアステーション四郎丸および福祉ホーム（すみれ）に係る仙台市との打

合せ

17 浦山事務局長、用務のため宮城県障がい者福祉協会へ赴く

18 浦山事務局長、高卒新人に係る打合せのため迫桜高校へ赴く

19 居宅介護（訪問介護）事業第２回準備委員会

3. 2 浦山事務局長、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う臨時施設長会

議出席

3 浦山事務局長、用務のため朝日住宅センターへ赴く

5 居宅介護（訪問介護）事業第３回準備委員会

9 浦山事務局長、用務のため仙台西多賀病院および開発企画(株)へ赴く

16 浦山事務局長、宮城県障がい者福祉協会理事会に出席

〃 浦山事務局長、用務のため学校法人東北学院へ赴く

17 浦山事務局長、(社福)嶋福祉会 令和元年度第５回理事会に出席
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令和2. 3.17 浦山事務局長、用務のため学校法人東北学院へ赴く

18 居宅介護（訪問介護）事業第４回準備委員会

〃 仙台市博物館企画展に関する打合せ

23 浦山事務局長、用務のため東四郎丸児童館および朝日住宅センターへ赴く

24 浦山事務局長、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う臨時施設長会

議出席

31 浦山事務局長、訪問介護事業に関する聞き取りのため特別養護老人ホーム

花水木へ赴く

※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


