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平成３０年度社会福祉法人まつかぜの会事業報告 

 

１. 平成３０年度事業報告にあたって 

 

 まつかぜの会は、法人設立当初から一貫して、事業所に通う知的に障がいのある利用者は地域で

生活し、活き活きと仕事をすることで自立した毎日を送ることが出来るようにと工賃向上を目指し

てやってきました。利用者と共にとうふを製造し、それを販売する。お店にあまりお客様がこなか

ったら車で地域をまわる移動販売をしよう、地域のイベントに出店しよう等あれこれ考えてきまし

た。これまでの結果としては、障害年金にプラスしてグループホーム等で生活していかれる工賃と

して３万円以上と考えていましたが、なかなか達成はむずかしく、しかしやはり考えつづけなけれ

ばならない問題であると思っております。かれこれ１３年間続けてきたこの事業は、少しずつかた

ちを変えながらも良い方向に向かって、利用者・職員ともに頑張って継承しつづけております。福

祉の制度がいろいろ変わる中で、とまどいながらも当法人の考えはぶれのないようにという思いで

おります。 

 社会福祉法人まつかぜの会は、これからの歩みの中では新たな事業の創出、その人材確保、事業

用資産の確保など経営規模が徐々に大きくなるとともに、その一方で財源課題を抱えることになり

かねません。それでも私たちはこれまでやってきた仕事と平成３０年度を振り返って、「誰もが支え

合い、共に暮らし、そして暮らし続ける地域づくり」を使命として、法人の取り組みを進めて行き

たいと思います。これまでやってきたことを成果と捉え、それを生かしながらこれからの共生社会

への歩みについて、その課題や可能性を多くの人たちと共有し向き合って行きたいと考えます。 

 

 

２. 法人事業の取組報告 

 平成３０年度事業計画に掲げた４項目につきまして、以下のとおりご報告いたします。 

 

 ① グループホームの検討につきましては、豆のちからの地主である中根様より、南花島にある

土地にグループホームを建て貸ししてくださるという話をいただきました。早速に中根様指定

のアバン設計の伊藤社長と話し合い、設計図をお願いしているところです。 

   次年度には入居する利用者と世話人の募集等を考えていきます。 

 ② 指定障害福祉サービス事業の認可を受け、平成３１年４月１日稔台７丁目３１－１ハイピア

稔台１階に多機能型事業所（就労継続支援 B 型・生活介護）を開設し、「みらいず」といたしま

した。松戸市と連携し、無償譲渡された粗大ごみを清掃・補修し販売をする「リユース工房み

らいず」の事業運営を中心としていく予定です。 

 ③ 職員一人ひとりの資質の向上やキャリアアップとして、施設内外の研修を行いました。（別表

参照） 

 ④ ホームページに財務諸表など運営状況等の開示を行い、透明な法人運営に努めました。 
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３. 運営 

 

理事会・評議員会の開催 

 

１）第１回理事会 

 （1）日時 平成３０年５月２６日（土） 

 （2）議題 

  【報告事項】 

   報告事項第１号 理事長の業務執行状況について 

   報告事項第２号 監事監査報告について 

  【審議事項】 

   議案第１号 評議員会の日時及び場所、議題について 

   議案第２号 平成２９年度事業報告及びその他附属明細書について 

   議案第３号 計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及びその他附属明細書について 

   議案第４号 財産目録について 

   議案第５号 社会福祉充実計画について 

   議案第６号 諸規程について 

 

２）第１回定時評議員会 

 （1）日時 平成３０年６月２３日（土） 

 （2）議題 

  【報告事項】 

   報告事項第１号 平成２９年度事業報告いついて 

   報告事項第２号 社会福祉充実計画について 

   報告事項第３号 平成２９年度監査報告について 

  【審議事項】 

   議案第１号 平成２９年度計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録について 

 

３）第２回理事会 

 （1）日時 平成３１年１月１１日（金） 

 （2）議題 

  【審議事項】 

   議案第１号 新事業立ち上げについて 

   議案第２号 新事業立ち上げにあたり事業所賃貸について 

   議案第３号 会計事務所契約について 

  

４）第３回理事会 

 （1）日時 平成３１年３月１３日（木） 
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 （2）議題 

  【報告事項】 理事長の業務執行状況について 

  【審議事項】 

   議案第１号 平成３０年度補正予算について 

   議案第２号 諸規定の改定について 

   議案第３号 平成３１年度事業計画について 

   議案第４号 平成３１年度予算について 
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豆のちから 平成３０年度事業報告 

 

１. はじめに 

  当事業者は工賃向上に取り組み、利用者と共に製造販売や受注に力をいれて頑張ってま 

いりました。今年度売上がアップしたというのはみんながその持ち場で力を発揮できたの 

だと感慨深く思っております。 

 ただ、その中でもどうしても作業に向き合えない利用者や、精神的に不安定になる利用 

者がいることは確かで、支援者間で思い悩むこともありました。 

 工賃向上は地域で働き、活き活きと生活するということに欠かせないことでもあるの 

ですが、人それぞれに合った環境も確かにあるのではと考えさせられました。 

 平成３１年度はいろいろと考えながらも、今後に向けてご家族や相談支援事業所等他機 

関と密に連絡をとり合い、より良い支援ができればと思います。 

 

２. 利用者状況と工賃について 

 （1）利用定員 ３２名 （主）豆のちから ２０名 

（従）ぱれっと  １２名 

 （2）利用状況（平成３１年３月末日現在） 

３４名 （主）豆のちから ２１名（男性：１１名 女性：１０名） 

   （従）ぱれっと  １３名（男性： ８名 女性： ５名） 

 （3）利用者工賃について（平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日）                             

平成３０年度利用者平均工賃：月額 ２０,１９１円 

 

３. 各事業報告 

１）豆のちから 

 （1）とうふ製造・販売 

 ・今年度学校給食の食材として、松戸市立常盤平小学校と河原塚小学校の２校に「まろやか絹と

うふ」と「油揚げ」を納入することになりました。 

 ・市役所福祉ショップをはじめ地区社協ふれあい広場など多数出店参加しました。 

（事業内容 1)参照） 

・「読売光と愛の事業団」より助成をいただき、豆腐製造のシーラーを購入しました。 

 それにより「緑の絹王」と「白の絹姫」の新しい豆腐が加わりました。 

（2）菓子製造・販売 

・豆乳プリンは少し工程を変え、利用者が造りやすいようにしました。またカラメルソースを加

え、食べやすくおいしくなったとお客様より好評でした。 

・クッキーの種類を増やしイベントに合わせて販売いたしました。 

（3）受注作業 

チラシ折や地域新聞の折り込みセットなどのほか、ぱれっとと連携して受注作業をしました。 
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 （4）施設外就労４件 

   施設外就労では、出先の会社等との交流もあり利用者にとっても成長できる場所であると思

われます。将来的に就労を考えるときでも、自分たちは出来るんだという自信につながってい

く良い機会でもあると考えます。 

 ①東松戸病院 

  松戸市共同受注モデル事業として、（社福）松里福祉会ここらぼ まつさとと東松戸病院内売店

と洗濯業務を請け負っています。 

  売店においては、市内福祉事業所の自主製品展示・販売ブースを設けており、当事業所は、豆

腐、豆乳プリン、菓子、おからドーナツなどを販売しました。 

   ＊豆のちから 担当日 （火）と（木）   売店・洗濯 

               第２・第４（土） 売店 

 ②(株)太田製作所の工場内軽作業 

  工場内で、テープ張り等の軽作業をしました。 

  利用者は豆のちからとぱれっとから２名ずつと職員１名。 

  月～金で１０時から１５時までですが、材料次第で休みの時もありました。 

 ③(株)太田製作所清掃作業 

  本社ビルと工場の食堂等の清掃を請負いました。 

  １０時から１３時４０分までとし、利用者２名と職員１名で作業をしました。 

 ④(株)的場製餡所 

  毎週（火）（金）、９時３０分から１２時３０分まで工場内で番重洗い等をしました。 

  女性利用者２名と職員１名で作業をしました。 

 

２）ぱれっと 

 （1）企業からの受注作業 

   ・(株)大成美術印刷所       メモ帳の OPP 袋入れ 

   ・(株)太田製作所         部品・取説等の袋入れなど 

   ・マルヒロ(株)          金具部品に仮組など 

   ・(有)ユハラインターナショナル  ポストカードなど 

   ・ミラクルパワーズ        シール貼りなど 

   ・その他の企業 

    永く続いて仕事を依頼してくださっている企業様たちです。利用者はやり慣れた仕事が多

いので、搬入から納品までしっかりと分担して作業ができました。 

 （2）粗大ごみのリユース実証事業 

松戸市（廃棄物対策課）の協力のもと、（社福）松里福祉会ワーク･ライフまつさとと共同

で、粗大ごみリユース実証事業を行いました。 

    和名ヶ谷クリーンセンター他から粗大ごみを無償譲渡されたものを回収し、清掃・補修を

利用者の作業とします。利用者の仕事として分担でできる作業がかなりあることがわかり、

スムースに取り組むことができました。 
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    きれいになった製品は、モリヒロフェスタやまつど農業祭、南部市場フリーマーケットで

販売し、１０２,０００円程になりました。 

    現在は実証事業として行っておりますが、検討会を重ねながら福祉事業としていきます。 

 

４. 共同受注の取組 

  今年度新たに、松戸市より無償譲渡された粗大ごみリユース実証事業を（社福）松里福祉会ワ

ーク･ライフまつさとと共同受注として始めました。 

 

５. 健康に関する支援 

 ① 毎月初めに利用者に対し、事業所内で体重・血圧測定を実施しました。 

   体重増加傾向の利用者もあり、それに伴い血圧が高めになっています。保護者に報告し 

  改善策を共に考えて対処するようにしています。家族のいない利用者には、相談支援機 

  関等と連携し、また医療の必要な方には提携医療機関（奥隅医院）に相談しながら対処 

  しました。 

 ② 年１回、奥隅医院にて利用者の健康診断をしました。 

 

６. 防災管理・危機管理 

  施設内で火災が発生した場合や地震発生を想定し、利用者の避難訓練を行いました。 

 防火管理者の計画書のとおり職員一人ひとりに役割を決めて、防災機器や非常器具の使用や避難

路を確認、訓練をすることで利用者を安全に避難させました。 

  また、松戸市消防署と連携をとり消防予備訓練を行い、署員２名より利用者・職員に向け防災

知識等についてお話をいただきました。 

  ・避難訓練   ５月 ７日 

  ・防災訓練  １１月１２日 

 

７. 地域交流 

  店舗販売をはじめ注文配達・移動販売等で地域の方々と多く接することができました。 

 また、地域イベントに積極的に参加し、障がい者に対する理解の宣布に努めました。 

 

８. 宣伝・広報 

  「豆のちから通信」を２ヶ月に１回発行し、利用者の活動様子やイベントのお知らせ、新商品

の紹介など宣伝・広報に努めました。 

 

９. 職員研修等 

  職員の職種別に目的をもって、他事業所の視察や、講義・研修会等の受講について、文書によ

る報告書を提出させました。また、受講した内容は、支援者会議等で発表し、職員全体が知識や

情報を共有できるようにしました。 
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１０. 事業内容 

 

１）行事・イベント等 

月 行事 イベント その他 

4月 2 日 利用者歓迎式 1日 国分川さくら祭 

7・8日 常盤平さくら祭 

23・24日 市役所通路販売 

28日 柏ブルーム笑福祭 

29日 緑と花のフェスティバル 

2日 体重・血圧測定 

28日 家族会 

5月 7 日 避難訓練 

 

14・15日 ゆうまつど 

20日 パンフェス 

23・24日 市役所通路販売 

7日 体重・血圧測定 

17日 監事監査 

 

6月 4 日 健康診断(豆のちから) 

12・16 日 一泊旅行（山梨） 

 

4・5日 ゆうまつど 

11日 市役所通路販売 

17日 ときわ平ふれあい広場 

 

7月 28日 健康診断（ぱれっと） 17日 ゆうまつど 

25・26日 市役所通路販売 

2日 体重・血圧測定 

8月 13～15日 夏季休暇  6日 体重・血圧測定 

25日 家族会 

9月 18日 法人監査 9日 千葉西病院祭 

18日 ゆうまつど 

22日 柏光陽園バザー 

25・26日 市役所通路販売 

29日 小金わかば秋祭り 

30日 矢切ふれあい広場 

3日 体重・血圧測定 

10 月  7日 まつど祭パンフェス 

15日 ゆうまつど 

17日 ゆうまつど 

18日 松戸文化ホール 

20日 柿の木台小まつりバザー 

21日 小金ふれあい広場 

21日 上二小学童にこちびまつり 

23・24日 市役所通路販売 

25日 松戸文化ホール 

27日 つくし祭 

1日 体重・血圧測定 

27日 家族会 

11 月 12日 防災訓練 3日 シニア交流祭 

5・6日 ゆうまつどフェスタ 

10日 上二小まつり 

5日 体重・血圧測定 
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16・17日ふれあいフェスティバル 

18日 聖徳祭 

21日 つくし祭バザー 

23日 まつど大農業祭 

23～24日 モリヒロ集マルシェ 

12 月 14日 ぱれっと忘年会 

21日 豆のちから忘年会 

31～1/3日 冬季休暇 

1日 天真寺寺フェス 

2日 小金原ふれあい広場 

8日 施設 PRバザー 

8日 本庁地区音楽祭 

9日 人権週間勉強会販売会 

11日 ゆうまつど 

17・18日 市役所通路販売 

3日 体重・血圧測定 

平成 31 年 

1月 

7 日 歯科指導 

18日 市 B型実地指導 

30日 施設内研修会 

   （講師 江澤嘉男氏） 

5日 松戸競輪場パンフェス 

17日 ゆうまつど 

20日 南部市場フリーマーケット 

   （リユース販売） 

21・22日 市役所通路販売 

29日 市民交流会館すまいる 

8日 体重・血圧測定 

 

2月  12日 ゆうまつど 

19日 ゆうまつど 

4日 体重・血圧測定 

23日 家族会 

3月  4・5日 ゆうまつど 

14・15日 市役所通路販売 

16日 ちば農福連携マルシェ 

   （千葉駅にて） 

17日 モリヒロフェスタ和太鼓 

22日 ニッセイエデン販売会 

23日 みらいフェスタ 

31日 国分川さくら祭 

4日 体重・血圧測定 

 

２）会議・研修会等 

月日 会議等種類 内容等 参加者 

4月 10日 就労支援部会 【工賃班】【就労班】の課題について 柳町 

     10日 職員会議 新年度体制他 職員 8名 

     18日 共同販売推進会議 平成 30 年度予定確認等 柳町 

 5月 7日 職員会議 新規施設外就労人員配置他 職員 8名 

      8日 就労支援部会 Ｈ30 年度部会検討事項について 柳町 

31日 支援スタッフ部会 千葉県福祉協会東葛北ブロック会議 市川 

 6月 9日 NPO協議会総会 監査報告 柳町 
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 6 月 12日 就労支援部会 部会検討事項について 柳町 

     12日 職員会議 旅行について他 職員 8名 

     21日 就労継続支援ネットワーク ネットワーク開催目的・内容等 浦野 

7 月 2・3日 全国知的障害者関係施設長等会議 これからの障害福祉と事業所が目指すもの 柳町 

      9日 法人監査担当研修会議 社会福祉充実計画等研修 柳町・郡司 

     10日 就労支援部会 部会検討事項について 柳町 

     10日 支援スタッフ部会 千葉県福祉協会東葛北ブロック会議 市川 

     10日 職員会議 イベント担当体制他 職員 9名 

 19・20日 キャリアパス研修 初任者編 浦野 

 8月 1日 職員会議 粗大ごみリユース事業について他 職員 9名 

      7日 食品衛生講習会 食品製造従事者の心得 浦野 

     17日 食品表示研修会 食品表示の基礎 浦野 

     22日 就労支援部会 部会検討事項について 柳町 

     22日 リユース実証検討会 廃棄物対策課 柳町 

     24日 ヤマト財団研修 障がい者の働くパワーアップフォーラム 浦野 

 9月 6日 リユース実証検討会 廃棄物対策課 柳町 

     11日 就労支援部会 部会検討事項について 柳町 

     11日 新任職員研修会 障がい者支援の基礎 淀野 

     11日 職員会議 法人監査当日体制確認他 職員 8名 

     19日 共同販売推進会議 ふれあいフェスティバルについて 柳町 

     26日 就労継続支援ネットワーク ネットワーク開催目的・内容等 浦野 

10 月 9日 支援スタッフ部会 千葉県福祉協会東葛北ブロック会議 市川 

      9日 就労支援部会 部会検討事項について 柳町 

      9日 職員会議 施設見学の報告他 職員 9名 

     16日 障害者虐待防止・権利擁護研修 管理者研修 柳町 

     31日 松戸市障害者計画推進協議会 第 2 次松戸市障害者計画進捗状況他 柳町 

11 月 13日 就労支援部会 部会検討事項について 柳町 

     13日 職員会議 法人内職員研修について 職員 8名 

   14日 リユース実証検討会 廃棄物対策課 柳町 

     20日 障害者虐待防止・権利擁護研修 サービス管理責任者等研修 臼田 

     26日 サービス管理責任者研修 合同講義 市川 

 29・30日 日中活動支援部会全国大会 日中活動支援部会 市川 

12 月 4・5 日 サービス管理責任者研修 分野別演習「介護」 市川 

      4日 リユース実証検討会 廃棄物対策課 柳町 

      6日 地域意見交換会 障害者雇用について 浦野 

      6日 就労継続支援ネットワーク 知的・発達障害特性について（講義） 浦野 

     11日 就労支援部会 部会検討事項について 柳町 
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     11日 職員会議 各種記録確認について 職員 9名 

     20日 共同販売推進会議 ふれあいフェスティバル等について 柳町 

12 月 20日 支援スタッフ部会 大橋園見学・研修 市川 

H31・1 月 8 日 就労支援部会 部会検討事項について 柳町 

     15日 職員会議 施設外就労内容検討について 職員 9名 

 22・23日 福祉協会施設長会議 県内合同施設長研修・懇親会等 柳町 

   30日 施設内職員研修 障害特性について 職員 9名 

     31日 権利擁護研修 虐待防止について 浦野・宮崎 

 2月  5日 職員会議 新事業所開設について 職員 9名 

      6日 リユース実証検討会 廃棄物対策課 柳町 

     12日 就労支援部会 部会検討事項について 柳町 

  14・15日 千葉県福祉協会・合同視察 生産活動支援部会研修 浦野 

      18日 施設内職員研修 福祉協会 ASP の取り扱い説明会 職員 9名 

      20日 共同販売推進会議 共同販売会の売上実績等 柳町 

   26日 東松戸病院共同会議 Ｈ31 年度契約について 柳町 

      28日 工賃向上計画書の会計研修 工賃向上計画作成の手引き 浦野 

 3月  6日 リユース実証検討会 廃棄物対策課 柳町 

      7日 農福連携会議・講義 障害福祉課 柳町 

      8日 就労継続支援ネットワーク 精神障害者の特性について 浦野 

     11日 職員会議 新年度年間予定について 職員 9名 

     12日 就労支援部会 部会検討事項について 柳町 

     12日 モデル事業報告会 HACCP 導入に向けたモデル事業報告会 浦野 

     20日 県集団指導 法人監査結果について他 柳町 

     27日 リユース実証検討会 廃棄物対策課 柳町 
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平成３０年度事業報告附属明細書 

 

 

 

 事業報告に補足して報告する事項はありません。 

 

 

 

社会福祉法人まつかぜの会 

理 事 長  柳町 美恵子 


