
２０１５．０５ 

社会福祉法人バオバブ福祉会 

２０１４年度 事業報告書 

                  特記しているもの以外については２０１５．３．３１の状況 

法人本部 

１． 組織運営 

（１）理事・評議員・監事             

 定数 現員 

理事 ６ ６ 

監事 ２ ２ 

評議員 １３ １３（理事兼務５名含む） 

※ 任期 ２０１３年１１月１６日～２０１５年１１月１５日 

 

（２） 理事会・評議員会の開催（予算から決算まで） 

日 時  議 事 

2014.3.31 第 43回理事会 

第 33回評議員会 

・2014年度予算について 

・2014年度事業計画について 

・当法人の顧問弁護士の選出について 

2014.5.19 第 44回理事会 

第 34回評議員会 

・通称“布忍事務所”の寄附行為に伴う、当福祉会の

基本財産への編入及び、法人定款の変更について 

・2013年度事業報告について 

・2013年度決算報告について 

・バオバブ 30周年えるでまつり 2014の開催について 

2014.9.16 第 45回理事会 ・①松原市ふれあい人権文化センター跡地について、

松原市が掲げる公募型プロポーザル方式に参加するこ

と。 

 ②土地取得予定価格について 

・①保護者からの借入金について 

 ②金銭消費貸借契約書の確認 

・応募書類の提出～施設設計図面の依頼について 

・施設建設の方向性について 

2014.10.14 第 46回理事会 ・①ホーム「空」「風」の基本設計について 

 ②サテライト型ホーム開設に向けて 

・「いこな」の移転について 

・①ホーム「空」「風」の建設資金計画概要について 

 ②福祉医療機構よりの借入の方向性について 

・①今後の基本計画の流れについて 

 ②寄附金集めの動きについて 

 

 



2014.12.3 第 47回理事会 

第 35回評議員会 

・経理規定の改定について 

・新会計基準移行に伴う、2014年度資金収支予算内訳

書について 

・2014年 6月、定款変更について 

・第二えるで(仮称)建設用地先行取得について 

・「グループホーム施設建設工事」にかかる入札参加

事業者募集の公告 

・入札の無効について 

2014.12.19 第 48回理事会 ・入札参加事業者の決定及び通知について 

・入札予定価格について 

2014.12.24 第 49回理事会 ・設計・監理事業者の入札結果報告及び公表について 

・設計・監理業務契約の締結及び公表について 

・第二えるで(仮称)建設用地先行取得について 

2015.1.15 第 50回理事会 ・第二えるで(仮称)建設用地先行取得と解体・整地事

業について 

・2014年度予算の組み替え（補正予算の作成） 

・NPO法人障がい者支援ねっとまつばらについて 

・新施設建設に向けたこれまでの動きと、これからの

流れと課題。 

2015.3.25 第 51回理事会 

第 36回評議員会 

・新ホーム建設にかかる経過とこれから（報告） 

・第二えるで(仮称)建設用地先行取得と解体・整地事

業 

・2015年度事業計画について 

・2015年度予算について 

・税理士との会計顧問契約について 

・役員等報酬規程について 

・NPO法人障がい者支援ねっとまつばらについて 

2015.4.16 第 52回理事会 

第 37回評議員会 

・センター跡地買受に伴う、当福祉会の基本財産への

編入及び法人定款の変更について 

・福祉医療機構への福祉貸付資金借入申込について 

・第二えるで(仮称)建設用地の解体・整地事業 

・新ホーム空 地域説明会について 

2015.5.27 第 53回理事会 

第 38回評議員会 

・2014年度事業報告について 

・2014年度決算報告について 

 

（３） 正職員 １７名 パートタイマー ９名 嘱託 １名 

登録ヘルパー １６名  

※正職員で複数の事業所に所属する者は、事業所としては、非常勤とする。 

 

 

２． 実施事業 

第２種社会福祉事業 



事業所名 種類 開所日 所在地 

えるで 
障害福祉サービス事業 

（生活介護）   定員 35 名 

移行日 

2011.3.1 
松原市田井城 6 丁目 328 番地 2 

ホーム空 
障害福祉サービス事業 

（共同生活援助） 定員 8 名 
2005.5.1 松原市天美南 2丁目 199番地の１ 

えるでヘルパース

テーション 

・障害福祉サービス事業 

（居宅介護・重度訪問介護） 

・移動支援事業 

2004.4.1 

松原市東新町 4 丁目 8 番地 27 

(2013.4.1 移転) 
地域生活サポート

センターいこな 

障害福祉サービス事業 指定日 

（特定相談支援） 2012.4.1 

（障害児相談支援） 2012.6.1 

（一般相談支援） 

 地域移行支援、地域定着支援 
2013.12.1 

 

３． 財務 

 別紙決算報告のとおり  

 

えるで 

１．運営組織と活動 

（１）職員  

①常勤職員（１０人） 

管理者（１）ホーム空管理者兼務 

サービス管理責任者（１） 

生活支援員（７） 

事務員（１）全事業所兼務 

 ②非常勤職員（７人） 

   生活支援員（１）ホーム空サービス管理責任者兼務 

   生活支援員（１）いこな相談員兼務 

生活支援員（２） 

   運転手（１） 

看護職員（１） 

事務職員（１）全事業所兼務 

③嘱託職員（１人） 

医師（１） 

 

 

（２）会議 運営会議 １回／月  スタッフ全体会議 １回／月  支援会議 １回／月 

      支援計画会議 2 回／年  行事・ケースカンファレンス 随時 



       

（３）補助金等事業 

   平成 26 年度民間社会福祉施設整備資金借入金利子補助金 

 

２．開所日と利用率（２０１４．４．１～２０１５．３．３１） 

   利用定員 ３５名 

   開所日 全員対象２６５日・半数ずつ２日 のべ利用日数 ９６４９ 

   利用率 年間平均 １０３．９％ 

（2008 年度 94％、2009 年度 97％、2010 年度 98.5％、2011 年度 99.5％、2012 年度 96.8%、2013 年度 94.1%） 

 

３．利用者の状況 

（１） 在籍及び入退所の状況 

在籍者数 40 名  （2014 年 4 月に 4 名入所。退所者 0 名） 

 

（２） 年齢構成と男女比（2015.4.1 現在） 

年齢帯 人数 18～20 4 名 21～25 2 名 26～30 7 名 

 

31～35 

 

4 名 

 

 
36～40 5 名 41~45 9 名 

 

46～50 

 

7 名 51～55 

 

2 名 

 

     １９～５４歳 平均年齢 ３６．８歳  男性２１人 女性１９人 

 

（３）居住地 

  松原市 ３６名、藤井寺市 １名、羽曳野市 ３名 

  ケアホーム入居者 ホーム空７人 他法人５人 

 

（４）障害程度区分 

区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 

４名 １５名 １２名 ９名 

     平均障がい程度区分 ４．７ 

   

４． 利用者の支援内容 

（１） 授産活動 

  レザークラフト、さをり織り、菓子製造、軽作業(内職)、廃品回収、清掃作業、パン配達、外部作業体

験 

（２） 生活支援 

  個人活動支援、グループ活動(レクレーション)、クラブ活動、行事、地域活動、地域貢献、相談活動、

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

101.6 104.8 102.5 103.2 102.8 102.2 108.7 103.0 102.3 102.7 107.6 106.4 



保健・衛生、安全整備、給食、送迎、年間行事予定表・月間活動予定表配布、他団体交流活動等。 

（３） グループホームバックアップ 

  ホーム利用者に対する生活支援 

 

５． 地域貢献・ボランティア 

（１） 実習・研修・見学の受け入れ 

  件数 ２６件 参加・かかわり人数 約５４０人 

  実習等受け入れ、講師派遣 （松原高校・布小・天北小・中央小・三中・二中・八尾支援学校・ 

松原市教育委員会、大阪府教育委員会など） 

（２） ボランティア 

① 年間延べ人数 約２００人 

② 組みひも、お茶会、えるでまつり、もちつき、地域活動、その他 

  （３）地域交流（バオバブ福祉会後援会との協同） 

    ①えるで交流会(7 月)近隣小学校生徒との交流 

    ②えるで見学会(2 月)地域住民、後援会会員を対象としたえるで活動・作業見学 

（４）その他 

  田井城町会田坐神社清掃（隔月） 

  さをり教室 対象：一般の方（隔週水曜日） 

  ビーズ教室 対象：一般の方（隔週木曜日）  

 

６． 事故と苦情 

   事故報告書・ヒヤリハット報告書 ２１件 

   (メンバー支援・介助１１件、服薬２件、車両事故４件、食品事故３件、出火１件） 

苦情報告書 ２件（金銭取扱１件、支援 1 件） 

 

７． 防災訓練 

年２回実施（５・３月） 

 

８．健康診断 

    年２回実施（４・１２月）  

 

９．車輌管理 

    所有車輌７台 

・トヨタ・シエンタ（５ドアワゴン７人乗り、2006 年度年賀寄附金配分事業） 

・日産・セレナ（車椅子乗車１人含む６人乗り、2003 年度日本財団助成事業） 

・日産・バネット（車椅子乗車１人含む６人乗り、2006 年度自己購入（中古・1999 年）） 

・トヨタ・レジアスエース 

（車椅子乗車２人含む１０人乗り、2007 年度中央競馬馬主社会福祉財団（阪神馬主）助成事業） 

・スバル・サンバー（軽バン４人乗り、2007 年度大阪府遊戯業協同組合より寄贈） 

・ニッサン・クリッパー 

（車椅子乗車１人含む４人乗り、2010 年度障害者就労訓練設備等整備事業(大阪府)） 

・ニッサン・キャラバン 



（車椅子乗車２人含む１０人乗り、2013 年度日本財団助成事業）→2014 年 2 月より利用開始。 

 

１０．職員研修 

一人一回以上外部研修に参加した。 

(例) 

・大阪府立砂川厚生福祉センター主催 「強度行動障がい支援リーダー養成研修」7 月 

・(社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会主催 「大阪府相談支援従事者初任者研修(5 日課程)」12 月 

・(社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会主催 「大阪府相談支援従事者初任者研修(2 日課程)」11 月 

  2 名 

・大阪府障がい者自立相談支援センター主催 「自分らしい暮らしを支えるために」12 月 

・大阪府社会福祉協議会主催 「利用者の高齢化に伴う施設での嚥下対策について」2 月 

・松原ぴあそーれ主催 「知的障がいについて」7 月 

           「障害年金について」1 月 

 

１１．業務委託(主なもの) 

① 総合ビルメンテナンス(エレベーター点検、消防用設備機能点検)  

② 東洋 TEC(機械警備) 

③ A.B.C メディカルフーズ(給食) 

④ ティグレ大阪（労働保険） 

⑤ 森田商店(塵芥収集) 

⑥ ハシダファーム(車輌・保険) 

⑦ ホシザキ京阪（厨房設備保守点検） 

⑧ オースク技研(浄化槽、汚泥引き抜き) 

⑨ エネテック(ガスヒーポン保守点検) 

⑩ ND ソフトウェア(会計・給付費請求ソフト保守) 

⑪ 津田胃腸科医院(健康診断) 

⑫ ダスキン(環境整備) 

⑬ 松野剛史税理士事務所(法人会計顧問) 

 

 

ホーム空 

１．職員配置  

 管理者１名 

 サービス管理責任者配置 １名（えるで生活支援員兼務） 

 世話人・生活支援人（常勤専従１名、非常勤４名） 

 松原市シルバー人材センター ホーム風 屋内清掃作業委託 

 えるでスタッフ バックアップ 

 

２．共同生活住居と入居者の状況  

   ・ホーム空 女性４名 

     年齢 ６２歳（区分４）・４９歳（区分５）・４５歳（区分５）・３６歳（区分５） 



      

   ・ホーム風 男性４名 

     年齢 ５４歳（区分６）・４９歳（区分４）・４７歳（区分５）・４５歳（区分５） 

     

利用定員 ８名 

平均障害支援区分 ４．９ 

    利用日数 ３６５日  のべ利用日数 ２６６１日 

    利用率 年間平均 ９１．１％ 

 

 

 

 

 

 

３．利用者生活支援 

  家事全般生活支援 調理、食事、洗濯、就寝、起床、衣服整理など 

  利用者支援    食事、排泄、移乗、服薬、金銭管理、通院、各種申請手続きなど 

  休日日中支援  

 

 

地域生活サポートセンターいこな 

 

１．実施事業 

   障害福祉サービス事業 特定相談支援 

           障害児相談支援 

              一般相談支援  地域移行支援、地域定着支援 

 

２．職員配置  

   管理者１名  相談支援専門員を兼務 

      相談員１名（2015年 4月より） 

 

３．活動状況 

  〈相談支援〉適宜実施 

  〈計画相談 サービス等利用計画の作成〉２９名 

  〈地域関係機関との連携〉 自立支援協議会、ぴあそーれ(松原障害者支援センター連絡会)、Ｖリーグ(ボ

ランティア講座企画会議)、松原高校自立支援生保護者会、八尾支援学校福祉懇談会等に参加(運営)。

地域との連携体制の強化を図る。 

  〈本人活動支援事業 なごみざくらの会(松原市委託)〉 実施回数１２回／年(会議、活動含む)  

  〈地域活動〉 イズミヤ出前相談(毎月)、ぴあそーれ勉強会(年３回)、ボランティア講座、学校での講演、

実習生・見学者の受け入れサポート。 

  〈社会福祉現場実習の受け入れ〉 実習生０名 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

92.5 91.9 90.0 94.3 89.5 91.6 

10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

91.9 85.4 94.8 83.0 94.6 93.9 



 

 

えるでヘルパーステーション 

１．実施事業 

・障害福祉サービス事業（居宅介護・重度訪問介護） 

・移動支援事業（松原市、堺市） 

 

２．職員配置  

 ①管理者・サービス提供責任者兼務（１）  

 ②サービス提供責任者（１） 

③従業者（１）法人内他事業兼務 

④登録ヘルパー（１６） 

 

３．利用者の状況  

   利用契約者 移動支援 ５７名 

         居宅介護 １７名 

         移・居重複契約 １６名 

 

４．サービス提供 

 2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 

サービス提供時間数 

(時間) 
3,383 3,688 6,252 7,642.5 10,492 

 

５．その他 

  ・松原高校授業・生活サポート 

 

    


