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令和３年度 

社会福祉法人金沢手をつなぐ親の会 事業報告書 

 

令和 3 年度は、引き続き新型コロナの終息が見られず、昨年同様、総会及びバザーの中

止など活動を縮小せざるを得ない一年でした。 

また、昨年度に引き続き、再び津久井やまゆり園のような事件が再び起こらないよう

に、共生社会を目指して、キャラバン隊を中心とした、啓発活動を進めてまいりました。 

昨年に同様、「地域生活支援推進委員会」は、行政が推進する、親なきあとを見据えた

生活支援事業、金沢版地域生活支援拠点事業「かなざわ安心プラン」の周知を行政との協

働により進めてまいりました。また、地域生活支援事業を推進すべく、障がい福祉サービ

ス事業所いそべの改築事業に着手しました。 

 

【事業実施内容】 

さらなる「社会参加と自立支援の促進、就労支援の充実、災害時支援体制の強

化」を目指し、円滑な施設の運営と啓発活動や療育・研修・相談・防災・在宅援助

サービス等の各事業を年間計画に基づき実施した。 

 

＜各施設等の運営＞  

就労継続支援事業、生活介護事業ならびに、相談支援事業や共同生活援助事業、

短期入所事業等の運営をはじめ、友愛ショップならびに喫茶友愛を運営してきた。 

 

                       4 月現在→3 月末現在 

〔就労継続支援事業Ｂ型〕     （定員）  （現員）   （職員） 

    彦三のぞみ苑           ３８  ３３ → ３３    １１  

居宅介護・移動支援事業                  １  

 

   〔生活介護事業〕         （定員）  （現員）   （職員） 

    たけまた友愛の家         ３５  ３５ → ３４    １５  

鈴見台虹の家           ２０  ２０ → １９    １０  

    

   〔就労継続支援事業Ａ型〕     （定員）  （現員）   （職員） 

    公共施設建物清掃事業 

    金沢クリーンワークス       １９  ２１ → ２０    ８ 

 

 

   〔障害福祉サービス事業所「いそべ」〕（定員）  （現員）   （職員） 

    共同生活援助事業（グループホーム） 

        「いそべ・きずなの家」    ６   ６ →  ６   ３＋世話人 

    短期入所事業            ２           兼務 

 

〔特定相談支援事業、障害児相談支援事業〕       （職員） 

    相談支援事業所「きずな」                ３ 
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〔障がいのある人の社会参加職場〕   （社会参加）  （職員）  

    友愛ショップ（福祉ショップ）      ２       ２（４名で交代） 

   喫茶友愛                ２       ２（４名で交代） 

 

   〔法人事務局〕                    （職員） 

                                ４ 

＜研修活動＞ 

   第４６回会員総会における講演会として、５月１２日に石川県地場産業振興センタ

ーでの開催を予定していたが、新型コロナウィルス感染拡大の状況を鑑み中止とした。 

報告事項は９月発行の会報 123 号にてお知らせした。 

 また、会員総会で予定していた講演会を、２月７日に「新春講演会」として開催する

こととしていたが、1 月下旬より石川県に新型コロナウィルス感染拡大に伴う「まん延

防止等重点措置」が適用されたことを受け、中止とした。 

全国手をつなぐ育成会連合会からのオンライン研修会等の周知に努めるとともに、

今後の研修については、感染予防に充分配慮しての開催を検討していくこととした。 

 

＜広報活動＞  

「会報」は４月に 122 号（2,600 部）、９月に 123 号（2,600 部）、12 月には会員あて

の増刊号(1,100 部)を発行し、会員や関係者への情報の提供と会員意識の向上に資して

きた。 

９月発行の 123 号では、今年度もチャリティーバザーが中止となったことをお伝え

するとともに「チャリティ販売」を掲載し、商品の注文販売を行った。 

またホームページについては、内容の充実と早期更新に努めた。 

 

＜啓発活動＞  

  啓発キャラバン隊「ひまわり」の活動 

派遣先 月日 場 所 対象者 

放課後等児童デイサービス こどもプラス 4月 23日  管理者等 

石川県手をつなぐ育成会第 65回定期総会 5月 9日 加賀市ｱﾋﾞｵｼﾃｨﾎｰﾙ 県育成会会員等 

放課後等児童デイサービス こどもプラス 6月 28日  スタッフ 

ぶらんこ学級 10月 11日 松ヶ枝福祉館 学級生 

金沢大学 森山教授ゼミ 10月 19日 金沢大学 学生 

戸板小学校 11月 16日 戸板小学校 教職員 

千坂公民館 11月 21日 千坂公民館 小学生親子 

金沢市役所 新規採用職員研修 12月 20日 金沢市役所 市職員 

 

＜療育事業ならびに親子教室の開講＞  

会員親子等が１泊２日で参加する「夏季親子療育のつどい」について、今年度は日帰

り旅行として 8 月 25 日に予定をしていたが、石川県まん延防止等重点措置期間であっ

たため、昨年に引き続き中止とした。 
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子どもたちの療育を主たる目的とし、会員の自主的運営による親子活動については、

昨年度２回の体験会を実施した親子トランポリン教室を、今年度６月から定期的に開

講することとした。親子体操教室、あおぞら子ども会については、新型コロナウィルス

感染拡大防止の観点から、今年度は休止とした。 

（その他、別紙「実施予定一覧」参照） 

 

＜体育・レクレーション等本人活動の開催及び参加＞ 

   石川県および金沢市等が主催する本人活動の行事に参加を予定していたが、コロナ

ウィルス感染拡大防止の観点から相次いで中止となった。 

    石川県障害者スポーツ大会      ５月３０日他（中止） 

    金沢市鳴和台市民プールの無料開放  ９月 ４日 （中止） 

    金沢市福祉のつどい         ９月 ５日 （オンライン開催） 

    石川県障害者ふれあいフェスティバル ９月２６日 （オンライン開催） 

    ほほえみスポーツフェスタ金沢   １０月２４日 （中止） 

    ふれあい運動会（鳴和台市民体育会館）１１月 ６日 （中止） 

    水泳競技大会             中 止 

 

＜相談活動＞  

金沢市より委嘱を受けた１０名の相談員による相談事業の実施を図るとともに、 

「松ヶ枝相談サロン」を毎週火曜日に開設し、感染防止対策の徹底を行いながら対面

相談の強化を実施した。 

また、こころの電話（２６１－７８３０ なやみぜろ）を通じ、生活・教育・施設関

連・職業・医療等の悩みを持つ方々の相談に応じてきた。 

 

＜在宅援助サービス（学齢児）＞  

長期休暇児童一時保育事業（ふれあい交流室）は、コロナウィルス感染拡大防止の観

点から中止とした。 

 

＜財政の確立と組織機能の強化＞ 

親の会活動の充実強化を図るため、正会員会費及び賛助会員会費の納入をお願いし、

財政基盤の強化に努めた。 

 

＜各種会合＞ 

  評議員選任・解任委員会 

   ６月２１日 

    ・次期評議員の選任について 

  定時評議員会 

 第１回 ６月２２日 

  ・令和 2 年度事業報告について 

  ・令和 2 年度収支決算等（計算書類及び財産目録の承認）について                   

  ・令和 3 年度社会福祉充実計画について 

  ・理事、監事の選任について 

  ・定款の変更について 

  ・役員及び評議員等の報酬等に関する規程の一部改正について 
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  理事会 

   第１回 ６月 ４日 

    ・令和 2 年度事業報告について 

    ・令和 2 年度収支決算について 

     監事監査の報告 

    ・令和 3 年度社会福祉充実計画について 

    ・次期理事、監事候補者について 

    ・次期評議員選任候補者について 

    ・次期評議員選任・解任委員の選任について 

    ・定款の変更について 

    ・役員及び評議員等の報酬等に関する規程の一部改正について 

    ・定時評議員会の招集について 

    ・役員賠償保険の加入について 

 

   第２回 ６月２２日 

    ・理事長の選定について 

    ・業務執行理事の選定について 

    ・理事長等の業務権限及び理事長専決規程の一部改正について 

    ・令和 3 年度第 1 次補正予算について   

 

   第３回 １１月１６日 

    ・業務執行状況報告について 

    ・令和 3 年度第 2 次補正予算について 

 

  決議の省略による理事会（書面決議） １２月１５日 

    ・「障がい福祉サービス事業所いそべ」リニューアル整備事業における設計・監

理業務委託業者選定について 

    ・令和 3 年度第 3 次補正予算について 

 

   第４回 ３月２８日 

     ・業務執行状況報告について 

     ・令和 3 年度第 4 次補正予算について 

     ・就業規則の一部改正について 

     ・給与規程の一部改正について 

     ・育児休業等および介護休業等に関する規程の一部改正について 

     ・経理規程の一部改正について 

     ・施設の長他の重要な職員の選任及び解任について 

     ・令和 4 年度事業計画について 

     ・令和 4 年度収支予算について 

     ・役員等賠償責任保険の加入について 

 

  運営協議会 

 第１回 ６月２５日 

  ・令和 2 年度 事業報告および決算報告について 
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   第２回 ３月２８日 

     ・令和 4 年度 事業計画及び収支予算について 

  

  「第４５回成人のつどい」   １月１０日  新成人：１６名 

                  会 場：ＡＮＡホリデイ・イン金沢スカイ 

＜関連機関への参加＞ 

行 事 名 月 日 場 所 

石川県手をつなぐ育成会第６５回定期総会 ５月 ９日 
加賀市 

アビオシティホール 

石川県育成会 アールブリュット展石川 ７月８日～１３日 
石川県庁 19 階 

展望ロビー 

 

 

＜重要な契約の契約結果＞ 

・「障がい福祉サービス事業所いそべ」リニューアル整備事業 設計・監理業務 について 

（1）12 月 15 日の書面決議において決定した指名業者 3 者にプロポーザル実施 

要領および事業計画書を送付したところ、下記の 2業者より技術提案書の提出があった。 

      ① 林建築設計工房       ②谷重義行建築像景 

（2）1 月 26 日（水）「障がい福祉サービス事業所いそべ」にて 2 提案者のプレゼンテー 

ション及びヒアリングを実施し、審査委員 7 名による審査を行った。 

① 林建築設計工房   獲得評価点 524／700 点 相対評価点 3/7 人 

② 谷重義行建築像景  獲得評価点 548／700 点 相対評価点 4/7 人 

上記審査結果により、谷重義行建築像景を業務委託業者として選定し、下記の通り契約

締結した。 

契約日 令和 4 年 2 月 7 日   設計･監理委託費 4,500,000 円 


