
社会福祉法人たかはら学園 令和元年度事業報告 

 

当法人は、社会福祉法の精神に則り、令和元年度において、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．法人運営 

（１）評議員会の開催 

①定時評議員会 期日 令和元年６月２１日 

  会場 たかはら学園会議室 

   議  案 

決議事項 

   １．平成３０年度計算書類等について 

   ２．役員（理事及び監事）の選任について 

   報告事項 

１．平成３０年度事業報告について 

②臨時評議員会 期日 令和２年３月２５日 

  （決議の省略） 

議 案 

決議事項 

   第１号議案 令和２年度事業計画（案）について 

   第２号議案 令和２年度当初予算（案）について 

（２）理事会の開催 

  ①第１回理事会 期日 令和元年６月６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年度事業報告について 

第２号議案 平成３０年度計算書類等について 

第３号議案 社会福祉充実計画について 

第４号議案 次期役員候補者について 

第５号議案 施設整備計画について 

第６号議案 定時評議員会の招集について 

報告事項 

   １.理事長及び常務理事の職務執行状況の報告 

   ２.入札結果について 

 ②第２回理事会 期日 令和元年６月２１日 

 会場 たかはら学園会議室 

議  案 

決議事項  

第１号議案 理事長の選任について 



第２号議案 諸規則、諸規程（給与規程）の改正について 

第３号議案 地域生活支援拠点整備について 

 

③第３回理事会 期日 令和２年１月２４日 

 会場 たかはら学園会議室 

   議  案 

決議事項  

第１号議案 令和元年度第 1次補正予算（案）について 

第２号議案 諸規則、諸規程（給与規程）の改正について 

第３号議案 施設整備（デイセンター増改築工事、メゾンたかはら増改築工事、非常

発電改修工事）について 

報告事項 

１．非常用自家発電設備整備工事完了について 

２．租税特別措置法申請に対する承認について 

３．職務執行状況報告について 

④第４回理事会 期日 令和２年３月１７日 

 （決議の省略） 

   議  案 

決議事項 

   第１号議案 令和２年度事業計画（案）について 

   第２号議案 令和２年度当初予算（案）について 

   第３号議案 諸規程（給与規程）の改正について 

   第４号議案 施設整備（デイセンターたかはら増改築工事、非常発電改修工事） 

について 

   第５号議案 管理者（たかはら育成園、デイセンターたかはら、kids たかはら）の選

任について 

   第６号議案 評議員会の招集について 

（３）監査の実施 

  ①法人監事による監査 

    監査日 令和元年６月３日 

②関係官庁等による業務指導監査の実施 

    １．令和元年度保健福祉業務検査指導 

監査対象 法人及び全事業所 

実地指導監査 令和元年１１月２７日（水） 

 

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 ３名   県単分 ０名   計 ３名 

 

４．施設・設備整備状況 

（１）車両整備 セレナ 



  ①実施場所 たかはら学園 

  ②実施業者 三協自動車 

  ③総工費 3,020,000 円 

  ④完了日 令和元年 7月 26日 

 

（２）乾燥室増築工事 

  ①実施場所 たかはら育成園 

  ②実施業者 東昭建設 

  ③総工費 21,307,600 円 

  ④完了日 令和元年 8月 31日 

 

（３）非常電源整備工事 

  ①実施場所 たかはら学園・たかはら育成園 

  ②実施業者 光進電気 

  ③総工費 14,302,000 円 

  ④完了日 令和元年 11月 13日 

 

（４）福祉大臣 NXsuper10 クライアント with SQLソフト 

  ①実施場所 たかはら育成園 

  ②実施業者 富士ゼロックス栃木 

  ③総工費 2,690,388 円 

  ④完了日 令和元年 11月 20日 

 

（５）基幹業務システムソフト 

  ①実施場所 たかはら育成園 

  ②実施業者 キクチ ITサポート 

  ③総工費 3,240,000 円 

  ④完了日 令和元年 12月 10日 

 

（６）車両整備 ステップワゴン 

  ①実施場所 たかはら育成園 

  ②実施業者 三協自動車 

  ③総工費 1,005,420 円 

  ④完了日 令和 2年 2月 29日 

 

（７）エレベーター修理 

  ①実施場所 矢板市越畑２２６番地 

  ②実施業者 パナソニックエレベーター、東昭建設 

  ③総工費 1,246,385 円 

  ④完了日 令和 2年 3月 24日 

 

（８）車両廃棄 イプサム 

  ①所属 たかはら学園 



  ②寄贈者 トヨタ自動車（長野オリンピック使用者） 

  ③取得価格 1,663,330 円 

  ④廃棄日 令和 2年 2月 26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。 

    人事考課委員会     平成３１年４月～令和２年３月   計６回 

    経営プロジェクト    平成３１年４月～令和２年３月   計１２回 

    内部研修        平成３１年４月～令和２年３月   計１０回 

    QC発表会及び審査会   令和元年５月３０日【初回発表】 

令和元年８月２９日【中間発表】 

                 令和元年１２月１１日【最終発表】 

一般職員研修      令和元年６月～令和２年３月 計１０回 ２０時間 

人材開発支援助成金（一般訓練コース）申請 

新任職員現場実習    令和２年２月１７日～２０日 計４日 

    新規採用職員研修    令和２年３月２３日～令和２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．事業経費 

   法人・施設の決算書を参照 

 


