
平成２６年度  一宮市社会福祉事業団事業報告書 

 

１．一宮市社会福祉事業団の運営 

 （目 的） 

   一宮市と一体となって、社会福祉事業の推進を図り、広く市民福祉の向上と増進に寄

与することを目的として次の事業を実施した。 

 （１）第一種社会福祉事業 

    障害者支援施設 一宮市立いずみ福祉園の管理・経営 

 （２）第二種社会福祉事業 

 １ 障害福祉サービス事業 一宮市立いずみ福祉園の管理・経営 

    ２ 障害福祉サービス事業 一宮市立いずみ更生園の管理・経営 

    ３ 障害福祉サービス事業 一宮市立いずみ作業所の管理・経営 

４ 障害福祉サービス事業 一宮市立いずみ第２作業所の管理・経営 

５ 特定相談支援事業 一宮市いずみ相談支援事業所の管理・経営 

６ 障害福祉サービス事業 一宮市チューリップ教室の管理・経営 

    ７ 児童厚生施設 一宮市立萩原児童館の管理・経営 

８ 児童厚生施設 一宮市立浅井児童館の管理・経営 

    ９ 児童厚生施設 一宮市立奥児童館の管理・経営 

    10 児童厚生施設 一宮市立大志児童館の管理・経営 

    11 児童厚生施設 一宮市立今伊勢児童館の管理・経営 

    12 児童厚生施設 一宮市立千秋児童館の管理・経営 

    13 児童厚生施設 一宮市立西成児童館の管理・経営 

    14 児童厚生施設 一宮市立宮西児童館の管理・経営 

    15 児童厚生施設 一宮市立葉栗児童館の管理・経営 

    16 児童厚生施設 一宮市立貴船児童館の管理・経営 

    17 児童厚生施設 一宮市立丹陽児童館の管理・経営 

    18 児童厚生施設 一宮市立神山児童館の管理・経営 

    19 児童厚生施設 一宮市立大和児童館の管理・経営 

    20 児童厚生施設 一宮市立向山児童館の管理・経営 

    21 児童厚生施設 一宮市立富士児童館の管理・経営 

    22 児童厚生施設 一宮市立北方児童館の管理・経営 

    23 児童厚生施設 一宮市立起児童館の管理・経営 

24 児童厚生施設 一宮市立三条児童館の管理・経営 

25 児童厚生施設 一宮市立小信中島児童館の管理・経営 

26 児童厚生施設 一宮市立朝日東児童館の管理・経営 

27 児童厚生施設 一宮市立開明児童館の管理・経営 

28 児童厚生施設 一宮市立大徳児童館の管理・経営 

29 児童厚生施設 一宮市立黒田南児童館の管理・経営 



30 児童厚生施設 一宮市立外割田児童館の管理・経営 

31 児童厚生施設 一宮市立黒田児童館の管理・経営 

32 放課後児童健全育成事業（一宮市立萩原児童館）の受託 

    33 放課後児童健全育成事業（一宮市立浅井児童館）の受託 

    34 放課後児童健全育成事業（一宮市立奥児童館）の受託 

    35 放課後児童健全育成事業（一宮市立大志児童館）の受託 

    36 放課後児童健全育成事業（一宮市立今伊勢児童館）の受託 

    37 放課後児童健全育成事業（一宮市立千秋児童館）の受託 

    38 放課後児童健全育成事業（一宮市立西成児童館）の受託 

    39 放課後児童健全育成事業（一宮市立宮西児童館）の受託 

    40 放課後児童健全育成事業（一宮市立葉栗児童館）の受託 

    41 放課後児童健全育成事業（一宮市立貴船児童館）の受託 

    42 放課後児童健全育成事業（一宮市立丹陽児童館）の受託 

    43 放課後児童健全育成事業（一宮市立神山児童館）の受託 

    44 放課後児童健全育成事業（一宮市立大和児童館）の受託 

    45 放課後児童健全育成事業（一宮市立向山児童館）の受託 

    46 放課後児童健全育成事業（一宮市立富士児童館）の受託 

    47 放課後児童健全育成事業（一宮市立北方児童館）の受託 

    48 放課後児童健全育成事業（一宮市立起児童館）の受託 

49 放課後児童健全育成事業（一宮市立三条児童館）の受託 

50 放課後児童健全育成事業（一宮市立小信中島児童館）の受託 

51 放課後児童健全育成事業（一宮市立朝日東児童館）の受託 

52 放課後児童健全育成事業（一宮市立開明児童館）の受託 

53 放課後児童健全育成事業（一宮市立大徳児童館）の受託 

54 放課後児童健全育成事業（一宮市立黒田南児童館第一クラブ）の受託 

55 放課後児童健全育成事業（一宮市立黒田南児童館第二クラブ）の受託 

56 放課後児童健全育成事業（一宮市立外割田児童館第一クラブ）の受託 

57 放課後児童健全育成事業（一宮市立外割田児童館第二クラブ）の受託 

58 放課後児童健全育成事業（一宮市立黒田児童館第一クラブ）の受託 

59 放課後児童健全育成事業（一宮市立黒田児童館第二クラブ）の受託 

60 老人福祉センター 一宮市神山としよりの家の管理・経営 

61 老人福祉センター 一宮市奥としよりの家の管理・経営 

62 老人福祉センター 一宮市朝日老人福祉センターの管理・経営 

 （３）公益事業 

    １ 一宮市葉栗老人いこいの家の管理・経営 

    ２ 一宮市浅野老人いこいの家の管理・経営 

    ３ 一宮市丹陽老人いこいの家の管理・経営 

    ４ 一宮市千秋老人いこいの家の管理・経営 



    ５ 一宮市時之島老人いこいの家の管理・経営 

    ６ 一宮市浅井老人いこいの家の管理・経営 

    ７ 一宮市北方老人いこいの家の管理・経営 

    ８ 一宮市重吉老人いこいの家の管理・経営 

    ９ 一宮市開明老人いこいの家の管理・経営 

10 一宮市木曽川老人いこいの家の管理・経営 

    11 一宮市木曽川西部いこいの家の管理・経営 

    12 一宮市ますみ老人いこいの間の管理・経営 

       13 一宮市三条つどいの里の管理・経営 

14 一宮市朝日西つどいの里の管理・経営 

15 一宮市起つどいの里の管理・経営 

16 一宮市小信中島つどいの里の管理・経営 

17 一宮市玉野つどいの里の管理・経営 

18 日中一時支援事業（一宮市立いずみ更生園）の受託 

19 日中一時支援事業（一宮市立いずみ福祉園）の受託 

20 日中一時支援事業（一宮市立いずみ作業所）の受託 

21 日中一時支援事業（一宮市立いずみ第２作業所）の受託 

22 うつ・閉じこもり予防事業（元気はればれ教室 葉栗）の受託 

    23 うつ・閉じこもり予防事業（元気はればれ教室 丹陽）の受託 

24 うつ・閉じこもり予防事業（元気はればれ教室 千秋）の受託 

25 うつ・閉じこもり予防事業（元気はればれ教室 玉野）の受託 

 

２．役員会・評議員会の活動 

 （１）一宮市社会福祉事業団の役員・評議員数 

     理 事 ９名、   監 事 ２名、   評議員 １９名 

 （２）理事会・評議員会 

 種 別 日時・場所 内       容 

評議員会 
平成２６年５月２２日 

福祉園２階 作業室 

・嘱託職員等就業規則の一部改正について 

・職員給与規程の一部改正について 

・平成２６年度事業計画の変更及び資金収支補正

予算について 

・平成２５年度事業報告書及び決算の認定につい   

 て 

・平成２５年度財産目録の認定について 

・評議員の選任について（理事会のみ） 

理 事 会 

平成２６年５月２６日 

一宮市役所本庁舎６階 特

別会議室 



評議員会 
平成２７年２月１２日 

福祉園２階 作業室 

・処務規程の一部改正について 

・嘱託職員等就業規則の一部改正について 

・平成８年度以後における常勤的再雇用嘱託職員

就業規則の一部改正について 

・経理規程の全部改正について 

・一宮市立いずみ福祉園（障害者支援施設）運営

規程の一部改正について 

・一宮市立いずみ福祉園（短期入所）運営規程の

一部改正について 

・平成２７年度事業計画及び資金収支予算につい  

 て 

・平成２６年度資金収支補正予算について 

・役員（理事・監事）の選任について 

・役員（理事）の選任に伴う評議員会の承認につ

いて（評議員会のみ） 

・評議員の選任について（理事会のみ） 

理 事 会 

平成２７年２月１８日 

一宮市役所本庁舎６階 特

別会議室 

理 事 会 
平成２７年３月３０日 

書面表決 

・役員（理事）の選任について 

・事務局長及び施設の長の選任について 

・評議員の選任について 

 

（３）役員・評議員研修会 

      実施日：平成２６年１１月１３日（水） 

          研修地：社会福祉法人さつき福祉会（東海市） 

         就労継続支援Ｂ型 さくら 

         就労移行支援 さつき 

         グループホーム コスモス 

          目  的：法人の運営及び経営の向上に資するよう、近隣の障害者福祉施設の視察

研修を実施した。 

         参加者：２０名（理事３名・監事１名・評議員２名・事務局１４名）  


