
 平成２９年度 事業報告 
 

社会福祉法人 野の花学園 
 

 

１．総 括 

今から５８年前、野の花学園の創立に尽力した５人の母親が「一人でも多くの不

幸な子供たちを受け入れたい」とする強い思いは脈々として今に引き継がれ、現在

では１５か所の支援施設、１７か所のグループホーム、４か所の放課後等デイサー

ビス事業などを通して７６３名の利用者支援を行った。 

長い歴史と実績に積み重ねられた手厚い支援により、利用者の長寿高齢化が飛躍

的に進んでいるが、一方では保護者の高齢化が「親亡き後の問題」が現実のものと

なっていることに対し、新たな対策の必要性が求められる。 

利用者が健康で長生きすることは、利用者支援を生業とする当法人の永遠のテー

マではあるが、学園創立から半世紀を超えた今、高齢化の進展は利用者の最期を見

送るケースも増える傾向にあり、平成２９年度は３名の利用者を見送ることとなっ

た。 

野の花学園の基本理念である「ひとり一人の豊かな生活」は、約１，０００名に

迫る利用者が、「将来にわたりいかに幸せな生活を過ごすことができるか」を実現

することであり、その為に努力することは今の運営を預かる役員・評議員はじめ関

係職員の使命とも言える。 

しかしながら、障がい福祉を取り巻く環境は今後も加速する少子高齢化という大

きな社会構造の激変により、財源の面から一層の厳しい経営が求められることにな

る。 

平成２９年４月１日から施行された改正社会福祉法は、評議員会及び理事会につ

いて大幅な変更が求められた。とりわけ、主なものは評議員と理事の兼任禁止、「評

議員選任・解任委員会」の設置などに代表されるが、評議員会は１９名全員が辞任

し、新たな８名が評議員選任・解任委員会によって選任された。 

平成２９年度に開始した新規事業である「野の花富楽和」は救護施設定員５０名

に対しほぼ定員近くまでの利用者確保が進み順調な運営を続けている。 

野の花富楽和と並行して事業を開始した第五野の花学園「パンの花」は、年度上

半期は利用者定員１０名の確保に苦戦したが、下半期になりようやく利用者確保も

進み、法人初の店舗型のＢ型施設として手探りでの１年間であった。 

 

２．会議等の開催 

（１ 評議員会 年１回 

評議員８人 

 

（１）定時評議員会：平成２９年６月２９日（木）１１：００ 

 会 場：ホテルニューオータニ博多 

出席者：評議員８人中８人、理事７人中４人、監事２人中２人 

〔協議〕 

 第１号議案 平成２８年度事業報告並びに収支決算（案）の件   

第２号議案 理事及び監事選任の件              

第３号議案 定款変更の件                  

第４号議案 社会福祉充実計画の件             



 

（２ 理事会 年６回 

理事７人 

監事２人 

 

（１）第１回理事会：平成２９年５月２６日(金) １１：００ 

       会 場：ホテル日航福岡 

出席者：理事７人中６人、監事２人中２人 

〔協議〕 

 １．第一野の花学園の施設整備の件           

 

（２）第２回理事会：平成２９年６月１４日（水）１７：００ 

       会 場： ホテル日航福岡 

出席者：理事７人中７人、監事２人中２人 

〔協議〕 

 １．平成２８年度事業報告（案）の件                

２．平成２８年度収支決算（案）及び監査報告の件         

３．社会福祉法人充実計画の件                

４．新役員候補者選任の件                  

５．平成２９年度第１回評議員会開催の件   

 

（３）第３回理事会：平成２９年６月２９日(木) １３：００ 

 会 場：ホテルニューオータニ博多 

出席者：理事７人中４人、監事２人中２人 

〔協議〕 

   １．理事長及び常務理事の選任の件              

   ２．志摩日々菜々（仮称）開設と事業用地取得の件       

３．今津内科クリニック開設に伴う契約一部変更の件      

４．社会福祉充実計画の件                  

５．グループホーム東サテライトの廃止及び定員減員の件    

６．西区第２障がい者基幹相談支援センター移転の件      

７．平成２８年度に係る福祉・介護職員処遇改善の実施の件   

８．平成２９年度夏季賞与支給の件              

９．児童発達支援センター開設の件             

 

（４）第４回理事会：平成２９年９月６日（水）１７：００ 

      会 場：法人本部 会議室 

出席者：理事７人中７人、監事２人中２人 

〔協議〕 

   １．第一野の花学園施設整備の件              

２．児童発達支援センター事業受託の件            

３．評議員辞任に伴う新評議員選任の件            

４．情報処理システム更新の件   

 

（５）第５回理事会：平成２９年１１月２９日（水）１７：００ 

      会 場：法人本部 会議室 



出席者：理事７人中７人、監事２人中２人 

〔協議〕 

   １．志摩日々菜々の件                     

   ２．第一野の花学園施設整備の件                   

３．第一野の花学園施設整備に関する文書取扱いの件       

４．平成３０年度の施設長人事の件                 

５．平成２９年度１２月期賞与の件   

 

（６）第６回理事会：平成３０年３月２６日（月）１１：００ 於 ホテル日航福岡 

出席者：理事７人中５人、監事２人中２人 

〔協議〕 

   １．平成２９年度補正予算（案）の件                 

   ２．平成３０年度事業計画（案）の件                 

３．平成３０年度収支予算（案）の件                  

   ４．福岡簡易裁判所調停の件                   

   ５．キャリアワーク立花の件                    

６．五灯館大学校（仮称）開設の件                

７．松濤園内診療所賃貸借契約の一部変更の件            

８．就業規則変更の件                    

９．第二野の花学園寝具に係る賃貸借契約の件（紙上協議）       

１０．ふよう学園給食に係る委託契約の件（紙上協議）          

１１．姪浜ホームサテライト廃止の件（紙上協議）    

 

（３ 評議員選任・解任委員会 年１回 

 

（１）平成２９年９月２１日（木）１１：００ 法人本部 会議室 

出席者：委員４人中４人、役員１人 

〔協議〕 

１．評議員辞任に伴う新評議員選任の件 

 

（４ 会計監査・業務監査（年６日） 

平成２９年４月２９日（土） 

ふよう学園拠点、なのみ学園拠点、本部、就業（野の花）、 

キャリサポ福岡、立花、松濤園の拠点 

５月 ３日（水）第二学園拠点（１日目） 

５月 ４日（木）第三、ちくぜん、就業（ちくぜん）、まどか 

５月 ５日（金）第一学園拠点（１日目） 

５月 ６日（土）第二学園拠点（２日目） 

５月１３日（土）第一学園拠点（２日目） 

 

３．新規事業 

（１ 複合福祉施設松濤園 

（１）施設概要 

   ①事業内容 

救護施設 ５０名 

障がい者グループホーム １０名 



養護老人ホーム ９０名 

地域密着型特別養護老人ホーム（うちショートステイ１名） ３０名 

デイサービス １０名 

診療所・訪問介護  － 

地域交流スペース  － 

 

   ②開設地 

   福岡市西区今津字津本５３２４－５、５３２４－６ 

 

   ③敷地面積  ６，２００．０６㎡ 

 

   ④建築面積  ２，０６５．３４㎡ 

野の花学園 ２階建（野の花富楽和）  

救護施設野の花 延床面積    １２８１．８３㎡ 

障がい者グループホーム（フラワー） 延床面積     ３９９．２０㎡ 

診療所 
（医療法人永寿会今津内科クリニック） 

延床面積     １７６．４５㎡ 

共用部 延床面積     ３４５．３３㎡ 

 

創生会 ３階建  

特別養護老人ホーム 延床面積    １０６０．６１㎡ 

養護老人ホーム 

デイサービス 

厨房 

共用部 

延床面積    ２９８１．６５㎡ 

延床面積     １１７．９８㎡ 

延床面積     １５９．２８㎡ 

延床面積     ４４９．０２㎡ 

 

     全体共用部            延床面積     １３０．８６㎡ 

 

   ⑤福岡市補助金 

   野の花学園 １３０，７２５，０００円（救護施設） 

 

（２ 第一野の花学園施設入所支援棟代替移転改築工事 

（１）設計監理 

     株式会社ＩＷＡＫＩＲＩ．Ｓ．Ａ．（筑紫郡那珂川町今光３－１６６） 

 

（２）移転改築工事 

①契約金額  ６５４，４８０，０００円 

②工期    平成２８年１２月１日～平成３２年３月（延長） 

③落札（施工）業者 

        株式会社東部産業（福岡市東区原田１丁目１番２１号） 

  

（３）入札参加状況 

１１社案内中、５社参加 

商 号 又 は 名 称 商 号 又 は 名 称 

○ 株式会社へいせい ○ 松井建設株式会社 九州支店 

○ 株式会社東部産業  株式会社百田工務店 



 株式会社内藤工務店  株式会社谷川建設 

 株式会社奥村組 九州支店  株式会社旭工務店 

○ アスミオ．株式会社  松尾建設株式会社 福岡支店 

○ 梅林建設株式会社 福岡支店   

※○印は参加業者 

 

（４）発掘調査について 

平成２９年７月２１日に２回目の試掘調査を行った結果、発掘の範囲が確定し

た。 

   

①遺跡名    今津古墳群Ａ群・今津Ａ遺跡 

②調査対象面積 ４０３㎡ 

③調査期間   平成２９年１０月～１１月 

 

（３ 第一野の花学園施設入所支援棟代替移転改築工事（空調換気設備工事） 

（１）設計監理 

     株式会社ＩＷＡＫＩＲＩ．Ｓ．Ａ．（筑紫郡那珂川町今光３－１６６） 

（２）空調換気設備工事 

①契約金額  ４４，６０４，０００円 

②工期    平成２８年１２月１５日～（調整中） 

③契約（施工）業者 

       東テク株式会社（福岡市博多区榎田２丁目１番１８号） 

（３）契約の承継 

東テク株式会社は、旧・株式会社ディー・エス・テックと合併のうえ事業承

継をしたため、当該会社と契約を改めて締結した。 

 

（４ 第五野の花学園 

（１）設計監理 

     株式会社ＩＷＡＫＩＲＩ．Ｓ．Ａ．（筑紫郡那珂川町今光３－１６６） 

 

（２）新築工事 

①契約金額  １２７，２７８，０００円 

②工期    平成２８年１０月２８日～平成２９年３月６日 

③落札（施工）業者 

       梅林建設株式会社福岡支店（福岡市中央区大名１丁目４番１号） 

 

（３）入札参加状況 

１１社案内中、６社参加 

商 号 又 は 名 称 商 号 又 は 名 称 

○ 株式会社へいせい ○ 松井建設株式会社 九州支店 

○ 株式会社東部産業  株式会社百田工務店 

 株式会社内藤工務店 ○ 株式会社谷川建設 

 株式会社奥村組 九州支店  株式会社旭工務店 

○ アスミオ．株式会社  松尾建設株式会社 福岡支店 

○ 梅林建設株式会社 福岡支店   

※○印は参加業者 



（４）追加変更工事 

  ①契約金額  ７，１２８，０００円 

 ②内容    収納家具他追加工事 

 

（５）先行開発工事 

①契約金額 ５，７７８，０００円 

②工期   平成２８年９月１６日～平成２８年１０月２７日 

③施工業者 梅林建設株式会社福岡支店（福岡市中央区大名１丁目４番１号） 

 

（５ 志摩日々菜々 

（１）売買契約日 平成２９年１２月１５日 

（２）所在地   糸島市志摩西貝塚２３９他 

宅地 １筆  １０７４．２７㎡ 

田  ２筆  ５０２２．００㎡ 

畑  ８筆 １２２２６．００㎡ 

山林 ３筆  ５０９０．００㎡ 

原野 １筆  １２６３．００㎡ 

土地    ２４６７５．２７㎡ 

 

家屋 ３棟   ４４７．３４㎡ 

 

（６ 五灯館大学校（基礎課程本校２年） 

 （１）物件賃貸借契約 平成３０年３月１４日付 

（２）賃貸人   宗教法人明蓮寺 

（３）所在地   福岡市中央区天神３丁目１４-３１ 天神リンデンビル５Ｆ 

（４）面 積   ５階部分 ２６．７６㎡ 

（５）事業内容  自立訓練事業 定員１０名 

（キャリアワーク立花の従たる事業所） 

（６）事業開始日 平成３０年５月１日 

 

４．実施事業等 

（１ 第一種社会福祉事業 

（１）障害者支援施設 第一野の花学園 

①日中活動支援： 

生活介護（定員６０名）、自立訓練（定員１０名）、就労継続Ｂ型（定員２４

名）、就労移行（定員９名）※平成２９年度から休止中、 

②生活支援： 

施設入所支援（定員６０名）、 

宿泊型自立訓練（定員１０名）※平成２９年１１月３０日付廃止 

③短期入所（定員６名） 

 

（２）障害者支援施設 第二野の花学園 

① 日中活動支援： 

 生活介護（定員６５名）、就労継続Ｂ型（定員３０名） 

②生活支援： 



 施設入所支援（定員７０名） 

③短期入所（定員６名）  

 

（３）救護施設野の花 （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 

①共同生活援助事業 

（第一野の花学園グループホーム１４か所５８名、第一野の花学園地域移行

型ホーム１か所１１名（※平成２９年１１月３０日付廃止）、第六野の花グル

ープホーム１か所１７名、グループホーム東３か所９名、フラワー１か所１

０名） 

②居宅介護事業（ヘルパーステーション野の花） 

③キャリアサポート福岡（就労移行支援 ２０名） 

④第三野の花学園（就労継続Ｂ型 定員２５名、就労移行 定員１５名） 

⑤障害福祉サービス事業所ちくぜん野の花 

（就労継続Ｂ型 定員１０名、就労移行 定員１５名） 

⑥福岡市立ふよう学園 

（就労継続Ｂ型 定員４２名、就労移行 定員１２名、自立訓練 定員６名） 

⑦福岡市立なのみ学園 

（就労継続Ｂ型 定員４２名、就労移行 定員１２名、自立訓練 定員６名） 

  ⑧大野城市障がい者支援センターまどか・ゆいぱる 

（就労継続Ｂ型 定員１０名、生活介護 定員２０名） 

  ⑨野の花学園キャリアワーク立花（自立訓練 定員２０名） 

⑩障害児通所支援事業（放課後等デイサービス野の花今津及び姪浜）定員２０名 

⑪障害児通所支援事業（放課後等デイサービス野の花下大利）定員１０名 

  ⑫障害児通所支援事業（放課後等デイサービス第六野の花） 定員１０名 

   

（２）相談支援事業 

  ①指定相談支援事業（福岡市西区第２障がい者基幹相談支援センター） 

②指定相談支援事業（障がい者ライフサポートセンター野の花東） 

③指定相談支援事業（大野城市障がい者支援センター） 

④障害者就業・生活支援センター事業 

障害者就業・生活支援センター野の花 

障害者就業・生活支援センターちくぜん 

 

 （３）地域生活支援事業 

   ①移動支援事業 （ヘルパーステーション野の花） 

   ②日中一時支援事業 

（第一野の花学園（定員６名）、第二野の花学園（定員６名）） 

 

（３ 公益事業 



（１）地域生活総合支援センター「支援センター今津」 

（２）地域生活総合支援センター「支援センター夜須」 

（３）障害者雇用納付金関係助成金要領における職場適応援助者支援事業（独立行

政法人高齢・障害者雇用支援機構：ジョブコーチ） 

（４）蒙古塚公園の維持管理及びモンゴル国との友好訪問交流事業 

（５）生の松原特別支援学校放課後等支援事業 

（福岡市委託事業：第一学園拠点地区） 

 

（４ その他の事業（委託・補助事業・単独事業等） 

（１）障害支援区分認定調査事業  

（２）福岡県障害児等療育支援事業（第二野の花学園） 

 

５．会議 

  合同会議 

課長職以上の構成で毎月１回を定例とし、平成２９年度は１２回開催した。 

  管理者会議 

常務理事及び施設長を構成メンバーに毎月１回を定例とし、平成２９年度は１

３回開催した。  

経営企画会議 

常務理事及び施設長を構成メンバーに毎月１回を定例とし、平成２９年度は１

２回開催した。 

 

６．人材育成への取り組み 

  職員としての資質とサービスの質の向上を目的とした内部研修会等を自主企

画・実施した。 

（１ 新入職員入職式・役職昇格者辞令交付式 ４月１日（土）９：００ 於 本部 

（２ 新入職員入職時研修会 平成２９年４月１日（土）１３：００於本部  

参加者４３名 

（３ 職員研修会 毎月１～２回 ９：００ 於 本部 受講者６～１０名/１回あ

たり 

（４ 野の花学園合同研修会 平成２９年９月３０(土)･１０月１日(日) 

 於 夜須高原青少年自然の家 

 

テーマ「今こそ考える野の花の果たすべき役割 ～野の花だからできること～」 

 

参加者 １部：１４５名 /第２部：１５８名 /宿泊：１１６名 

 

第一部研修  
  「先進地視察報告」 

・先進地（海外）視察報告 
第二野の花学園 施設長 堤 正直 

  

第二部発表 
＜第一部＞先進地（国内）視察報告 

  ①報告者：渡辺 伸也（富楽和）・吉田 史朗（第一）・塚本 翔（第三） 
視察地：・認定ＮＰＯ法人たすけあい佐賀 



・ＮＰＯ法人ステップワーカーズ 
就労継続支援Ｂ型「活き活き工房夢ファーム」  

              
②報告者：永島 千絵（なのみ）・高浪真理子（第二）・吉瀬 万紀（ふよう） 

   視察地：・社会福祉法人 落穂会 
         ベーカリーショップ「楓（ふう）」 
         カフェレストラン「ＮＯＤＯＫＡ（のどか）」 
       ・一般社団法人鹿児島みそら会 

久遠ＣＨＯＣＯＬＡＴＥ鹿児島 
 

＜第二部＞研修発表 
①岩田 千晶「野の花 100年に向けての取り組み」 

  ②高砂 雄太「野の花だからできることを実行するために必要なこと」 
  ③高本 大樹「Ｃｈａｎｇｅ Ｗｈａｔ Ｎｏｗ」 
  ④川津友里恵「未来のチカラ」 
  ⑤瓜生真紀子「輝ける場所」 
  ⑥吉村 晶子「野の花学園の『創業力』の底辺を広げる」 

 

      最優秀賞 吉村 晶子 

奨励賞  岩田 千晶 

 

（５ 永年勤続表彰式 

３０年勤続 （該当者無し） 

２０年勤続 （該当者無し） 

１０年勤続  瓜生真紀子（第一）、内田 由子（第二） 

 

（６ 職員顕彰授与（国家資格取得） 

   社会福祉士    佐々木 萌（第一）・末岡 正行（なのみ学園） 

   精神保健福祉士  （該当者無し） 

   介護福祉士    （該当者無し） 

 

７．野の花学園後援会との連携 

長年にわたり当法人を側面から支援していただいている後援会との連携強化

を図り、施設運営についての理解を深めてもらうことに努めた。 

（１ 後援会会員への情報提供 

法人の広報紙「野の花だより」に後援会の記事欄を設け、会の概要、行事案内

等を行った。 

（２ 後援会が行う事業への支援  

  （１）春のつどい（４月２２日(土)１１：１０  

於 今津運動公園内多目的グラウンド） 

  （２）第４回野の花学園チャリティーゴルフ大会 

（１１月１０日(金)８：００ 於 小郡カンツリー倶楽部） 

 

８．各種団体との連携と参画 

法人及び施設の上部組織等を中心に、各種委員会、研修会、行事等へ参加するこ

とにより連携を図ることに努めた。 

（１ 日本知的障害者福祉協会 

（１）九州地区知的障害者福祉協会 



（２）福岡県知的障がい者福祉協会 

（２ 福岡県社会福祉法人経営者協議会 

（３ 福岡市民間障がい施設協議会 

（４ 全国地域生活支援ネットワーク 


