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  特定非営利活動法人つくし 

平成 29年度（2017年度）事業報告 

Ⅰ 役員の状況（理事定数 8名 監事定数２名） 第８代 2年目 

平成 29年 5月 22日～平成 30年 5月 21日まで 

役職 氏名 就任年月日 理事会出席回数 

理事長 村上栄子 Ｈ16.5.15 5 

副理事長 渡邊健二 Ｈ16.5.15 5 

理事 伊藤圭子 Ｈ15.9.10 5 

理事 加藤智子 Ｈ16.5.15 4 

理事 西村 淳 Ｈ24.5.18 5 

理事 斉藤美香 Ｈ22.5.22 5 

理事 岩田吉生 Ｈ28.5.22 3 

理事 木村正明 Ｈ28.5.22 5 

監事 伊藤照夫 Ｈ20.5.31 1 

監事 篠田久恵 Ｈ20.5.31 2 

Ⅱ 平成 29年度総会及び感謝の集い報告 

ア、第 15期定期総会  ５月 28日（日）聴覚・ろう重複センターひまわり 

44名中委任採決 22名含む 31名出席 

第 1号議案 定款変更 

第 2号議案 平成 28年度事業報告 可決 

第 3号議案 平成 28年度会計報告・監査報告  可決 

  第 4号議案 平成 29年度事業計画 可決 

  第 5号議案 平成 29年度予算  可決 

  報告１ 臨時理事会報告・役員報酬について 承認 

イ、第 3回 感謝のつどい  5月 28日（日） 13時～14時 30分 

  久居総合福祉会館  企画 独楽のパフォーマー 

  参加者  65名 

  参加者が全員で楽しむことができた。 

ウ、臨時総会 平成 30年１月 20日 

第１号議案  定款の変更について 

書面表決含む賛成多数で可決 

Ⅲ 平成 29年度理事会報告 
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ア、 第 1回臨時理事会 平成 29年 4月 15日 

理事総数 8名のうち出席 8名 監事 0名 

第 1号議案  理事長の選任 

林智樹理事長死去に伴い理事長の選任を行う。村上栄子理事長を選任する。 

イ、 第１回理事会  ５月 20日（土） 理事７名 監事 1名出席  

  第１号議案 平成 27年度事業報告      可決 

第２号議案 平成 27年度決算報告 監査報告 可決 

第３号議案 平成 28年度事業計画案     可決 

第４号議案 平成 28年度予算案       可決 

第５号議案 役員手当について        可決 

ウ、 第２回理事会  10月 29日（土） 理事 6名出席 監事 1名出席 

  第 1号議案 職員ヒアリング結果について  審議 

第 2号議案 彩プロジェクト 2019以後の長・中期構想  継続審議 

エ、 第２回臨時理事会 12月 26日（火）  理事 8名出席 

  第 1号議案 定款の変更  事業の変更 

オ、 第３回理事会  2月 14日（土）   理事７名 監事 1名出席  

  第１号議案  法人 6ヵ年計画について    継続審議 

   第 2号議案  次年度役員について      可決 

Ⅳ 平成 29 年度事業報告 

      特定非営利活動法人つくしは、定款の『聴覚に障害を持つ者（聴覚障害児・者）また聴覚と他の障害と

を併せ持つ者 （ろう重複障害児・者）とその家族に対して福祉サービスの諸事業を行う。     

これらの事業は、コミュニケーション環境の整備を図ることによって、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ地域

で生活を営むことができるように支援する。また利用者の生涯にわたって、自立と社会参加・活動を実現するた

めのあらゆる支援を行う。』という内容に沿って、下記のとおり事業を行った。 

具体的には、定款第 5条第 1項として障害者福祉サービス業、介護保険事業、児童福祉事業を実施し、 

また蒼の授産事業として化粧品製造販売事業を行った。第 2項として駐車場等事業を行った。 

 平成２９年３月末おける法人の全体像は下記のとおりである。 

正会員数（社員数） 44名 

賛助会員数 183名 5団体 

サービス受給者数    

（全事業所Ｈ30.5.1時点） 

契約者数 444  実利用者数 364 

 

事業所数 １０ 

（名古屋市守山区３ 千種区２ 春日井市岩野町    豊橋市堂坂

町 豊橋市小浜町 岡崎市伊賀町 津市久居 ） 

提供事業種 生活介護  ２ 

就労継続支援Ｂ型 ３ 

放課後等デイサービス ３ 

児童発達支援  ３ 
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日中一時支援  ２ 

移動支援、居宅支援、同行援護、行動援護、重度訪問介護、 各１ 

訪問介護  予防訪問介護  各１ 

居宅介護支援  １ 

特定相談、障害児相談 各１ 

職員数（常勤・非常勤計） 131名  平成 30年 3月時 

年間寄付金額 6,182,789円 

総事業収入 275,800,257円  （予算 276,132,000円 対予算比 99％） 

総事業支出 274,602,090円  （予算 253,540,000円  〃  108％） 

一昨年度の計画どおり、平成２９年４月には、「聴覚・ろう重複センター蒼  就労Ｂ型」と 

「聴覚・ろう重複センターそら 多機能型」を開始した。運営は順調に行われている。 

また、対予算比で支出が増えたのは、林智樹前理事長の追悼文集の編纂やホームページ等広報用の写真

撮影費などを、事業部門から支出したことによる。 

昨年度あげた課題について下記のとおりである。 

①  法人 3か年計画 『彩プロジェクト』を引き続き取り組む。本部の新築移転について具体的な青写真と

資金計画に入る。→資金計画は思うようにはすすまず、必要経費の蓄積については停滞している。 

寄付は累計で１２００万円に達した。 

②  各事業所ごとの管理運営のシステムを整備し、事業所の独立性を強化する。 

→管理者の役割を明らかにし、事業所ごとの経営に着目するために必要な研修等を考えた。 

実施はこれから。 

③  ひまわりの今後の経営の方向性や、藤準備会の事業化を検討する年にする。 

  →ひまわりが、障害福祉サービスの制度に載るよう対策をたててすすめる年となった。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

  平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日の事業年度に以下のとおり、事業を行った。 

（１） 特定非営利活動に係る事業 

① 総合支援法に基づく事業 

 ア 生活介護事業  

  事業所名 聴覚・ろう重複センター碧 

所在地 名古屋市守山区守牧町１９番地  

営業日数 257日 定員 20名 平均利用者数計画 １０名 

契約者数 20名   平均利用実績 10名 

受益対象者の

範囲と 

事業内容 

年齢 20代～60代 

名古屋市、一宮市 

生活・療育・就労・余暇支援 コミュニケーション支援 

従事者 常勤    5名  非常勤  14名 

費用計画 47,991,000円 経常収益計画 37,900,000円 

費用実績 48,371,248円 決算 38,299,451円 
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収支差額 －10,071,248円 

事故件数 6件 ヒヤリハット 6件 苦情件数 0件 

 

  イ  就労継続支援Ｂ型  

  事業所名 聴覚・ろう重複センター蒼 

所在地 名古屋市守山区金屋二丁目２８６  

営業日数 257日 定員 20名 平均利用者数計画 10名 

契約者数 10名   平均利用実績 8名 

受益対象者の

範囲と 

事業内容 

年齢 10代～40代 

名古屋市 春日井市 刈谷市 

就労訓練 生活訓練 コミュニケーション支援 

従事者 常勤職員 4名  契約社員 2名  非常勤職員 2名 

費用計画 18,376,000円 経常収益計画 18,952,000円 

費用実績 21,461,500円 決算 16,160,501円 

収支差額 －5,301,999円 

事故件数 0件 ヒヤリハット 0件 苦情件数 0件 

 

  事業所名 聴覚・ろう重複センター桃 

所在地 愛知県春日井市岩野町  

営業日数 257日 定員 20名 平均利用者数計画 15名 

契約者数 ４２名   平均利用実績 14名 

受益対象者の

範囲と 

事業内容 

年齢 40代～90代 

名古屋市 春日井市 犬山市 江南市 小牧市 瀬戸市 瑞浪市 多治見市 高

山市  就労訓練・生活訓練・コミュニケーション支援 

従事者 常勤職員  5名   非常勤職員 4名 

費用計画 29,609,000円 経常収益計画 37,404,000円 

費用実績 30,800,733円 決算 29,586,434円 

収支差額 -882,440円 

事故件数 0件 ヒヤリハット 0件 苦情件数 0件 

 

 ウ  多機能型  

事業所名 聴覚・ろう重複センターそら 

所在地 愛知県豊橋市小浜町  

営業日数 257日 定員 20名 平均利用者数計画  

契約者数 10名   平均利用実績 5.3名 

受益対象者の

範囲と 

事業内容 

年齢  10代～60代 

豊橋市 豊川市 田原市 

生活・療育・就労・余暇支援 コミュニケーション支援 
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就労・生活訓練・コミュニケーション支援 

従事者 常勤職員 2名  契約社員 1名  非常勤職員 2名 

費用計画 15,093,000円 経常収益計画 12,220,000円 

費用実績 17,584,983円 決算 14,710,983円 

収支差額 －2,874,000円 

事故件数 0件 ヒヤリハット 2件 苦情件数 0件 

   

  エ 共同生活介護  

 事業所名 碧第 1ホーム 

所在地 名古屋市守山区鳥羽見  

開所日数 346日 定員 7名 平均利用者数計画 5名 

契約者数 5名   平均利用実績 4名 

受益対象者の

範囲と 

事業内容 

年齢  ３０代から４０代 

名古屋市内、市外 

共同で行う生活訓練 

従事者 常勤兼務 2名  非常勤６名 

費用計画 6,482,000円 経常収益計画 15,812,000円 

費用実績 9,032,595円 決算 14,087,648円 

収支差額 5,055,053円 

事故件数 ６件 ヒヤリハット １件 苦情件数 ０件 

  

   オ 日中一時支援   

  事業所名 聴覚・ろう重複センターひまわり 

所在地 三重県津市久居  

営業日数 243日 定員 20名 平均利用者数計画 ５名 

契約者数 ５名   平均利用実績 ３名 

受益対象者の

範囲と 

事業内容 

年齢 幼児から６０代 

津市 

余暇支援、就労支援、コミュニケーション支援 

従事者 常勤 1名  非常勤 ３名 

費用計画 6,804,000円 経常収益計画 6,060,000円 

費用実績 10,231,757円 決算 4,642,544円 

収支差額 -5,589,213円 

事故件数 ０件 ヒヤリハット ０件 苦情件数 ０件 

 

 カ 移動・居宅・行動・同行・重度訪問 

  事業所名 聴覚・ろう重複センターおれんじ 

所在地 名古屋市千種区今池南 30-2  
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営業日数 287日 定員  平均利用者数計画  

契約者数 ７８名（のべ数）   平均利用実績  

受益対象者の

範囲と 

事業内容 

年齢  小学生～８０代 

名古屋市 犬山市 尾張旭市等 

社会的、余暇的移動支援（同行援護対象、行動援護対象含む）・居宅での支援ほ

か 

従事者 常勤職員 ３名  登録ヘルパー ２２名 

費用計画 17,285,000円 経常収益計画 18,500,000円 

費用実績 17,309,307円 決算 18,546,380円 

収支差額 1,237,073円 

事故件数 0件 ヒヤリハット 1件 苦情件数 0件 

 

キ 計画相談 

事業所名 聴覚・ろう重複センター葵 

所在地 名古屋市守山区金屋二丁目 286  

営業日数 257日 定員  平均利用者数計画  

契約者数 69名   平均利用実績 69名 

受益対象者の

範囲と 

事業内容 

年齢  幼児から９０代 

名古屋市内、犬山市 江南市 小牧市 尾張旭市 武豊町他 

必要な障害福祉サービスのプラン作成、モニタリング 

従事者 常勤２名 

費用計画 5,064,000円 経常収益計画 5,556,000円 

費用実績 5,664,147円 決算 5,598,511円 

収支差額 -395,636円 

事故件数 ０件 ヒヤリハット ０件 苦情件数 ０件 

 

② 介護保険法に基づく事業 

 ア 訪問介護、介護予防訪問介護 

事業所名 聴覚・ろう重複センターおれんじ 

所在地 名古屋市千種区今池南 30-2  

営業日数 314日 定員  平均利用者数計画  

契約者数 ５名   平均利用実績  

受益対象者の

範囲と 

事業内容 

年齢 ６５歳以上から８０代 

名古屋市内他 

介護保険に基づく訪問介護等 

従事者 以下 障害のおれんじの項に同じ 

   

イ 居宅介護支援事業 
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事業所名 聴覚・ろう重複センター葵 

所在地 名古屋市守山区金屋二丁目 286  

営業日数 257日 定員  平均利用者数計画 １０名 

契約者数 12名   平均利用実績  

受益対象者の

範囲と 

事業内容 

年齢 ６５歳以上から９０代まで 

名古屋市 犬山市 

介護保険に基づくケアプランの作成、生活全般サポートとコーディネート 

従事者 以下 障害の葵の項に同じ 

 

 

③ 児童福祉法に基づく事業 

   ア 児童発達支援、放課後等デイサービス 

  

事業所名 聴覚・ろう重複センターつくしっこ 

所在地 名古屋市千種区今池南 30-2  

営業日数 257日 定員 20名 平均利用者数計画 20名 

契約者数 71名   平均利用実績 21.7名 

受益対象者の

範囲と 

事業内容 

年齢 ３歳から高等部３年生まで 

名古屋市 春日井市 東海市 大府市 瀬戸市 尾張旭市 日進市 長久手町他 

聴覚障害児の放課後支援、コミュニケーション支援 

従事者 常勤 ３名  非常勤 23名 

費用計画 32,383,000円 経常収益計画 32,616,000円 

費用実績 36,259,650円 決算 48,131,588円 

収支差額 11,871,938円 

事故件数 5件 ヒヤリハット 0件 苦情件数 1件 

 

事業所名 聴覚・ろう重複センター茜 

所在地 愛知県岡崎市伊賀町  

営業日数 ２５７日 定員 定員 20名 平均利用者数計画 １８名 

契約者数 60名   平均利用実績 18.4名 

受益対象者の

範囲と 

事業内容 

年齢 ３歳から高等部３年生まで 

豊田氏 みよし市 岡崎市 碧南市 西尾市 知立市 高浜市 幸田町 

聴覚障害児の放課後支援、コミュニケーション支援 

従事者 常勤職員４名  非常勤職員 １４名 

費用計画 24,005,000円 経常収益計画 37,488,000円 

費用実績 27,519,382円 決算 40,745,183円 

収支差額 13,225,801円 
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事故件数 ２件 ヒヤリハット ０件 苦情件数 ０件 

 

事業所名 聴覚・ろう重複センター楓 

所在地 愛知県豊橋市堂坂町  

営業日数 257日 定員 20人 平均利用者数計画 １８人 

契約者数 ５４名   平均利用実績 15.7人 

受益対象者の

範囲と 

事業内容 

年齢 ３歳から高等部３年生まで 

新城市 豊橋市 豊川市 蒲郡市 田原市 

聴覚障害児の放課後支援、コミュニケーション支援 

従事者 常勤６名  非常勤１４名 

費用計画 32,879,000円 経常収益計画 32,952,000円 

費用実績 34.549,996円 決算 34,373,454円 

収支差額 -176,512円 

事故件数 ７件 ヒヤリハッ

ト件数 

３件 苦情件数 ０件 

 

④  化粧品製造・販売事業 

   化粧品関係売上 

    費用  2,569,333円   販売売上      3,191,149円   

（２） その他事業 

①  駐車場・看板地代収益 

 名古屋市守山区西川原町 122  303.14 ㎡における駐車場経営収支 

 808,002 円     費用 450,037 円   収益 357,965 円 

 

 

林智樹前理事長 追悼文集 

 

200 部印刷  

法人社員、職員 

金城学院大学  

あいち障害者フォーラム 他 配布 
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12 月 3 日 第 8 回法人職員研修 

午前：劇団いぶき主宰 河合依子氏によるワークショップ 

午後：近藤直子先生による講演  「しょうがいのある子の発達と支援」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

職員 

集合写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ  その他事業計画 

 平成 29年度社会福祉援助技術現場実習受け入れ 

 平成 29年度保育士実習受け入れ 

Ⅳ  会議の実施 

 職員全体会議年２回３グループで実施   

職員管理者会議 年２回実施 

 主任会議    年２回実施 

Ⅴ   研修計画 

 資格研修受講者    就労分野 ２名    児童分野  １名 

 更新研修受講者    相談支援専門員  １名 

事業所内研修関係 
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    第 9回 法人研修 12月 3日 午前 10：00～午後 4時 講師 近藤直子氏 

全聴福研（埼玉） 11月 25.26日   初任者指定研修 初任者 6名 

初任者研修    4月 1日、4月 19日、10月 18日 

第 1回初任者コミュニケーション研修  5月 23日 

2年目職員研修  10月 18日 

    職員経験者（3年目） 9月 7日  

    東海地区職員互換研修、他事業所体験研修  

 他全国規模研修、会議 

    全聴福研   H29/11/25～26   

    全ろう児協  H30/2/17～2/18   

    全ろう重複協 主任会議 小坂井   

           定期総会 6/24～25   

           施設長会議 10/7～8   

Ⅵ 職員メンタルヘルス計画 

  カウンセリング 

    新規採用職員・転任職員対象 必須  

    2年目以上  必要に応じて行った 

  ストレスチェック    全体会にて回収 分析 

  相談窓口開設     メールによる相談窓口、随時受け付け 

Ⅶ 採用の計画 

    新卒・転職者対象 年２回募集・面接 

 

 

 

 

 


