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平成３０年度（２０１８年度）事業報告概要 

 

社会福祉法人道南福祉ねっと 

 

Ⅰ 事業期間 平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日 

 

Ⅱ 事業の成果 

① 居住系のサービスについて 

利用者が 3 名、一般就労をすることに伴って、グループホームを退去した。また、他の事業所利

用のために 1 名が退去している。入居については、待機している状態にあるため、空きができると

すぐに入居となり、満床状態にある。空床型の短期入所の利用についても、児童・生徒の利用希望

が多くあり、空床の際に利用をしていたが、恒常的な利用を希望している家庭もあり、対応の困難

性があった。 

 

② 日中系のサービスについて 

就労系の事業所４か所においては、それぞれが請け負っている作業を軸に活動をしてきた。通所

者の人数も安定しているが、それぞれの工賃向上のために就労作業の見直し等を今後も検討し実践

できるように努力していきたい。生活介護の事業所では、行動障害のある重度知的障害の利用者が

多く、他害行為や破壊行為が頻回にあることもあり、少しでも落ち着いて過ごせるように活動の内

容の工夫と実践に取り組んだ。 

 

 

Ⅲ 事業の実施状況 

 

１ 第二種社会福祉事業  

域活動支援センターつばさの運営 

 

（１）利用定員１０名 登録者数９７名（２０１９年３月現在） 

（２）職員体制（２０１９年３月現在）別紙 職員配置一覧の通り 

 

２ 第二種社会福祉事業  

域活動支援センターひめかわの運営 

（１）利用定員５名 登録者数７１名（２０１９年３月現在）  

（２）職員体制（２０１９年３月現在）別紙 職員配置一覧の通り 

 

３ 第二種社会福祉事業  

就労継続支援事業 就労支援センターＴoＭoハウスの運営 

（１）利用定員２５名 登録者３５名（２０１９年３月現在） 

（２）職員体制（２０１９年３月現在） 

  

  就労継続支援事業 就労支援センターＷＯＲＫハウスの運営 

（１）利用定員３０名 登録者４４名（２０１９年３月現在） 

（２）職員体制（２０１９年３月現在）別紙 職員配置一覧の通り 

 

４ 第二種社会福祉事業  

生活介護事業 生活介護センターえーるの運営 



2 

（１）利用定員２５名 登録者２９名（２０１９年３月現在） 

（２）職員体制（２０１９年３月現在）別紙 職員配置一覧の通り 

 

５ 第二種社会福祉事業 

  就労移行支援・就労継続支援事業 多機能支援センターＮＥＷハウスの運営 

（１）利用定員２０名 登録者２０名（２０１９年３月現在） 

（２）職員体制（２０１９年３月現在）別紙 職員配置一覧の通り 

 

６ 第二種社会福祉事業 

就労継続支援事業 就労支援センターＰＯＲＴハウスの運営 

（１）利用定員３０名 登録者４３名（２０１９年３月現在） 

（２）職員体制（２０１９年３月現在）別紙 職員配置一覧の通り 

 

７ 第二種社会福祉事業  

共同生活援助事業 グループホームすみれの運営 

（１）利用定員５４名 入居者５２名（内ショートステイ(常時利用)１名）（２０１９年３月現在） 

（２）職員体制（２０１９年３月現在） 別紙 職員配置一覧の通り 

 

 共同生活援助事業 グループホームノエルの運営 

（１）利用定員４４名 入居者４３名 （２０１９年３月現在） 

（２）職員体制（２０１９年３月現在） 別紙 職員配置一覧の通り 

 

共同生活援助事業 グループホームけやきの運営 

（１）利用定員３１名 入居者３１名（２０１９年３月現在） 

（２）職員体制（２０１９年３月現在） 別紙 職員配置一覧の通り 

 

８ 第二種社会福祉事業 相談支援事業 相談支援センターエヴリデイの運営 

（１）職員体制（２０１９年３月現在）別紙 職員配置一覧の通り 

 

Ⅳ 役員会等の開催状況 

 

１ 理事会 

 

（１）第１回理事会 平成３０（２０１８）年 ６月 ４日 ＴｏＭｏハウス 

第１号議案 平成２９年度決算に関する件 

第２号議案 平成２９年度事業報告に関する件 

第３号議案 平成３０年度補正予算に関する件 

第４号議案 施設整備に関する件 

第５号議案 定款及び規程の改定に関する件 

第６号議案 役員の解任及び新役員の推薦に関する件 

第 7 号議案 評議員会の招集に関する件 

第８号議案 その他 

特段の疑義なく採決の結果全会一致で承認された。 

 

（２）第２回理事会 平成３０（２０１８）年１１月 ２日 ＴｏＭｏハウス 

第１号議案 平成３０年度半期決算に関する件 
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第２号議案 平成３０年度半期事業報告に関する件 

第３号議案 平成３０年度補正予算に関する件 

第４号議案 理事長等の職務執行状況に関する件 

第５号議案 その他 

特段の疑義なく採決の結果全会一致で承認された。 

 

（３）第３回理事会 平成３１（２０１９）年 ２月１５日 ＴｏＭｏハウス 

第１号議案 平成３０年度補正予算に関する件 

第２号議案 施設整備に関する件 

第３号議案 規程の改定に関する件 

第４号議案 複写機リース契約に関する件 

第５号議案 「地域活動支援センターつばさ」の運営に関する件 

第６号議案 その他 

特段の疑義なく採決の結果全会一致で承認された。 

 

（４）第４回理事会 平成３１（２０１９）年 ３月２６日 ＴｏＭｏハウス 

第１号議案 平成３１年度予算（案）に関する件 

第２号議案 平成３１年度事業計画（案）に関する件 

第３号議案 平成３０年度補正予算に関する件 

第４号議案 規程等の改定に関する件 

第５号議案 新年度体制及び新規事業等について 

第６号議案 理事長等の職務執行状況に関する件 

第７号議案 その他 

特段の疑義なく採決の結果全会一致で承認された。 

 

２ 評議員会 

 

（１）定時評議員会 平成３０（２０１８）年 ６月２０日 ＴｏＭｏハウス 

第１号議案 平成２９年度決算に関する件 

第２号議案 平成２９年度事業報告に関する件 

第３号議案 平成３０年度補正予算に関する件 

第４号議案 施設整備に関する件 

第５号議案 定款及び規程の改定に関する件 

第６号議案 役員の解任及び選任に関する件 

第７号議案 その他 

特段の疑義なく採決の結果全会一致で承認された。 

 

（２）臨時評議員会 平成３１（２０１９）年 ３月２６日 ＴｏＭｏハウス 

第１号議案 役員の解任及び選任に関する件 

第２号議案 その他 

特段の疑義なく採決の結果全会一致で承認された。 

 
 



4 

２０１９年３月３１日         職員配置一覧       社会福祉法人道南福祉ねっと 

 

相談支援 地域活動支援

センター 

生活介護 就労支援（多

機能） 

就労支援（Ｂ

型） 

ＧＨ・ＳＳ 計 

エヴリデイ 

 

つばさ/10 

10 名 

えーる/25 

25 名 

 ToMo ハウス

/25 

15 名・10 名 

GH すみれ

/54 

28 名・26 名 

ToMo 区分/114 

通 60 名・居 54

名 

非常勤３名 常勤３名 常勤６名、嘱託

１名 

 常勤５名、非常

勤１名 

常勤２５名、非

常勤４名 

常勤３９名、非常勤

８名、 

嘱託１名 

   NEW ハウス

/20 

14 名・6 名 

PORT ハウ

ス/30 

20 名・10 名 

GH けやき

/31 

16 名・15 名 

PORT 区分/81 

通 50 名・居 31

名 

   
常勤６名 

常勤７名、非常

勤１名 

常勤１３名非常

勤５名 

常勤２６名、非常勤

６名 

 ひめかわ/5 

5 名 

  WORK ハウ

ス/35 

23 名・12 名 

GH ノエル

/44 

22 名・22 名 

WORK 区分/84

名 

通 40 名・居 44

名 

 
常勤１名  

 
常勤７名 

常勤２２名非常

勤４名 

常勤３０名、非常勤

４名 

計 計 計 計 計 計 計 

非常勤３名 常勤４名 常勤６名、嘱託

１名 

常勤６名 常勤１９名、非

常勤２名 

常勤６０名、非

常勤１３名 

常勤９５名、非常勤

１８名、嘱託１名 

兼務のため非常勤としてカウントした職員を１とした場合の法人全体での員数 常勤 99 名、非常勤

9 名、嘱託１名 

休 職 常勤４名 

合 計 常勤９５名、非常勤

9 名、嘱託１名 

 


