
社会福祉法人たかはら学園 平成 30年度事業報告 

 

当法人は、社会福祉法の精神に則り、平成３０年度において、次のとおり事業を展開した。 

 

１．事業内容 

本法人は、定款に記載された、次の社会福祉施設を事業計画に従い、設置経営した。 

 

（１）第一種社会福祉事業 

   ①障害児入所施設「たかはら学園」（障害者支援施設併設） 

所在地  矢板市越畑２２６番地（平成３０年４月１日定員変更 ３０名→１５名） 

定 員  １５名 

   ②障害者支援施設「たかはら学園」（障害児入所施設併設） 

所在地  矢板市越畑２２６番地（平成３０年４月１日新規指定） 

定 員  １５名 

③障害者支援施設「たかはら育成園」 

所在地  矢板市越畑２２６番地 

定 員  ５０名   

（２）第二種社会福祉事業 

①障害福祉サービス事業 生活介護事業所「デイセンターたかはら」 

所在地  矢板市越畑２２６番地 

    定 員  ３０名   

   ②障害福祉サービス事業 短期入所事業所「たかはら学園」 

所在地  矢板市越畑２２６番地 

  定 員  学園３名 

③障害福祉サービス事業 短期入所事業所「たかはら育成園」 

所在地  矢板市越畑２２６番地 

  定 員  育成園４名 

④障害福祉サービス事業 共同生活援助事業所「メゾンたかはら」 

     定 員  メゾンたかはら５名・ハニーハイツたかはら９名 

⑤障害福祉サービス事業 多機能型事業所「ワークスたかはら」 

所在地  矢板市本町７－２１ 

定 員  ２０名（生活介護１０名、就労継続支援 B型１０名） 

⑥障害児通所支援事業 児童発達支援事業所「こども発達支援センターたけのこ園」 

所在地  矢板市石関１２８９－４ 

定 員  １０名 

   ⑦障害児通所支援事業 放課後等デイサービス「Ｋｉｄｓたかはら」 

所在地  矢板市越畑２２６番地 

   定 員  １０名 

     ⑧障害児相談支援事業「矢板市障がい児者相談支援センター」 

⑨一般相談支援事業「矢板市障がい児者相談支援センター」 

⑩特定相談支援事業「矢板市障がい児者相談支援センター」 

 所在地  矢板市本町７－２１ 



⑪移動支援事業 

 所在地  矢板市越畑２２６番地 

                                                                                                                                                                                                       

（３）公益事業 

  ① 地域生活支援事業「日中一時支援事業」 

（たかはら学園、たかはら育成園、デイセンターたかはら） 

※各施設の報告書参照 

 

２．法人の運営 

（１）評議員会の開催 

①定時評議員会 期日 平成３０年６月２２日 

  会場 たかはら学園会議室 

   議案 審議事項 

   第１号議案 平成２９年度決算について 

   第２号議案 施設整備計画の提出について 

   第３号議案 社会福祉充実計画について 

   報告事項 

   １．平成２９年度事業報告について 

２．諸規則、諸規程（就業規則、給与規程、非正規職員就業規則）の改正及び 

関連事項について 

  ３．職員退職金の支給について 

②臨時評議員会 期日 平成３１年３月２６日 

  会場 たかはら学園会議室 

議案 決議事項 

   第１号議案 平成３１年度事業計画（案）について 

   第２号議案 平成３１年度当初予算（案）について 

   第３号議案 定款変更について 

   報告事項 

 １．県指導監査の結果報告について 

 

（２）理事会の開催 

  ①第１回理事会 期日 平成３０年６月６日 

   会場 たかはら学園会議室 

   議案 審議事項 

第１号議案 平成２９年度事業報告（案）について 

   第２号議案 平成２９年度決算（案）について 

   第３号議案 諸規則、諸規程（就業規則、給与規程、非正規職員就業規則）の改正 

及び関連事項について 

  第４号議案 職員退職金の支給について 

   第５号議案 施設整備計画の提出について 

   第６号議案 社会福祉充実計画について 

  第７号議案 定時評議員会の開催について 

 ②第２回理事会 期日 平成３０年１１月３０日 



 会場 たかはら学園会議室 

議案 決議事項 

   第１号議案 諸規則、諸規程（就業規則、給与規程、非正規職員就業規則、 

人事考課規程）の改正及び関連事項について 

   第２号議案 施設整備（乾燥室、避難通路の整備、デイセンターたかはら改修） 

について  

   第３号議案 地域生活拠点等について 

  第４号議案 土地の貸借について 

  第５号議案 土地（利用貸借地）の寄附申し込みについて 

報告事項 

   １．理事長の業務執行状況について 

 ２．平成３０年度（４月～９月）予算執行状況について 

③第３回理事会 期日 平成３１年１月２８日 

 会場 たかはら学園会議室 

   議案 決議事項 

   第１号議案 平成３０年度第一次補正予算（案）について 

   第２号議案 施設整備（乾燥室、非常用自家発電設備）について  

   第３号議案 地域生活拠点等について 

   第４号議案 諸規則（就業規則）の改正について 

報告事項 

 １．県指導監査の結果報告について 

④第４回理事会 期日 平成３１年３月１８日 

 会場 たかはら学園会議室 

   議案 決議事項 

   第１号議案 諸規則、諸規程の変更について 

   第２号議案 施設整備計画について  

   第３号議案 平成３１年度事業計画（案）について 

   第４号議案 平成３１年度当初予算（案）について 

   第５号議案 定款変更について 

   第６号議案 管理者の選任（デイセンターたかはら）について 

 

（２）監査の実施 

  ①法人監事による監査 

    監査日 平成３０年５月２９日 

②関係官庁等による業務指導監査の実施 

    １．平成３０年度保健福祉業務検査指導 

監査対象 障害児入所施設「たかはら学園」   

実地指導監査 平成３０年１１月８日（木） 

 

３．施設に対する指定 

（１）重度児指定施設の指定 

 ① たかはら学園 

    指定人員 



    国庫分 ４名   県単分 ０名   計 ４名 

 

 

４．施設・設備整備の状況 

（１）体育館スプリンクラー凍結補修 

  ① 実施場所 矢板市越畑２２６番地 

  ② 実施業者 日神工業 

  ③ 総工費 １,８３６,０００円 

  ④ 完了日 平成３０年５月１１日 

（２）ホームページ制作費 

  ① 実施場所 現法人のホームページ 

  ② 実施業者 有限会社カテル 

  ③ 総工費 ９５０,４００円（内４４０,０００円） 

  ④ 完了日 平成３１年１月２２日 

（３）基幹業務システム 

  ① 実施場所 矢板市越畑２２６番地 

  ② 実施業者 キクチ ITサポート 

  ③ 総工費 ２,７００,０００円 

  ④ 完了日 平成３１年３月３１日 

 

５ ．職員研修    

（１）園内研修 

   園内において種々の問題に対して研究討議すると同時に外部講師を招いての研修や福

祉ＱＣ活動の実施により処遇技術の向上に努めた。 

    経営人事考課委員会   平成３０年４月～平成３１年３月   計１２回 

    経営プロジェクト    平成３０年４月～平成３１年３月   計１２回 

    内部研修        平成３０年４月～平成３１年３月   計１１回 

（一般研修助成金申請）    

    QC発表会及び審査会   平成３０年８月３０日【中間発表】 

                平成３０年１２月１９日【最終発表】 

一般職員研修      平成３０年７月～平成３１年３月 計１０回 ２０時間 

新任職員現場実習    平成３１年２月１８日～２１日 計４日 

    新規採用職員研修    平成３１年３月２０日～平成３１年３月２７日 計５日 

（２）園外研修 

   県及び関係団体の主催する研修会、各種団体に積極的に加入し、情報交換並びに，研

修に努めた。 ※詳細は各施設の「職員研修、会議等参加状況」参照 

 

６．事業の経費 

   法人・施設の決算書等を参照  

 

７．その他 

   法人経営施設の連携を強化し、事業の効果をより向上させるとともに在宅の知的障害

者の処遇に積極的に取り組んだ。 


