令和２年度
社会福祉法人 南光社会福祉事業協会
事業報告書

社会福祉法人 南光社会福祉事業協会

1． 事業結果
(1) 法人の取組

計

画 内

容

実

施

結

果

① 社会福祉法人の財 ○ホームページにて定款・事業報告・決算書類・役員名簿等を掲
務規律の確立・ガ 載した。
バナンスの確立を
目指し、開かれた
法人経営を構築す
る。
② 社会福祉法人の使 ○地域交流作品展…出展施設団体１６箇所・作品３１９点を展示

命・役割を踏まえ、 ○喫茶『あえ～る』(地域団体主催)…新型コロナウイルス感染症
地域における地域
対策のため中止
貢献のあり方を模 ○夏休み子ども工作教室開催…新型コロナウイルス感染症対策の
索し具体的方策を
ため中止
構築する。

○地域の除草作業…地域住民宅の除草作業や掃き掃除（ぎんなん
取り）を実施

③ 長 期 的 な 安 定 経 営 ○株式会社経営開発センターによる経営改善計画（5 か年計画／3
を目指し、基本的中 年目）を作成。実行計画に基づく運営を実施。
長期ビジョンを立
案し経営計画策定
のあり方を模索す
る。

(2)施設の経営
計 画

内

容

① 救護施設南光園の確実公
正な経営を目指す。

実

施

結

果

○理事会(3 回)、評議員会(3 回)、監事監査(1 回)
※うち理事会(2 回)、評議員会(2 回)について、新型コロ
ナウィルス感染予防対策のため、書面による決議。
第１回理事会 令和２年６月２日 ※書面決議
(報告事項)
○理事長の職務の執行状況について
(議決事項)
第１号議案 令和元年度南光社会福祉事業協会収支決算報
告(案)について
第２号議案 令和元年度南光社会福祉事業協会事業報告
(案)について
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第３号議案

令和元年度救護施設南光園事業結果報告(案)
について
第４号議案 令和元年度一時生活支援なんこう事業報告
(案)について
第５号議案 監事監査報告
第６号議案 評議員会の日程、場所及び議案について
第２回理事会 令和２年１２月１４日
(報告事項)
○理事長の職務の執行状況について
(議決事項)
第１号議案

※書面決議

第２号議案

令和２年度社会福祉法人南光社会福祉事業協
会第一次収入支出補正予算(案)について
補助金事業について

第３号議案

評議員会の日程について

第３回理事会 令和３年３月８日
(議決事項)
第１号議案 令和２年度社会福祉法人南光社会福祉事業協
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案
第６号議案

会第二次収入支出補正予算(案)について
令和３年度社会福祉法人南光社会福祉業協会
事業計画(案)について
令和３年度社会福祉法人南光社会福祉事業協
会収入支出予算(案)について
就業規則の改定(案)について
評議員選任解任委員会「選任委員」の選任に
ついて
評議員会の日程、場所及び議案について

第１回評議員会 令和２年６月１８日 ※書面決議
(議決事項)
第１号議案 令和元年度南光社会福祉事業協会収支決算報
告(案)について
第２号議案 令和元年度南光社会福祉事業協会事業報告
(案)について
第３号議案 令和元年度救護施設南光園事業結果報告(案)
について
第４号議案

令和元年度一時生活支援なんこう事業報告
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(案)について
第２回評議員会 令和２年１２月２５日 ※書面決議
(議決事項)
第１号議案 令和２年度社会福祉法人南光社会福祉事業協
会第一次収入支出補正予算(案)について
第３回評議員会 令和２年３月２２日
(議決事項)
第１号議案 令和２年度社会福祉法人南光社会福祉事業協
第２号議案
第３号議案

会第二次収入支出補正予算(案)について
令和３年度社会福祉法人南光社会福祉業協会
事業計画(案)について
令和３年度社会福祉法人南光社会福祉事業協
会収入支出予算(案)について

監事監査 令和２年５月２５日
(指摘事項) 特になし
② 公益事業 一時生活支援

○生活困窮者自立支援法による「一時生活支援」及び「自

事業・自立生活支援事業
なんこうの公正な経営を
目指す。

立相談支援」事業を社会福祉法人太陽社会福祉事業協会と
共同企業体を結成し、姫路市より受託し事業を実施した。
・令和２年度実績 利用者数：２２名（＋１名）
※内訳：男性１８名（＋３名）・女性４名（－２名）
・平均年齢：４８．１歳（－４．９歳）
・平均利用日数：３０．３日（－０．４日）
※最長利用日数８５日、最短利用日数３日
・自立先：居宅：２名・就労：８名・施設入所：８名・そ
の他：３名
※カッコ内は前年度比

③ 生活困窮者自立支援法に
よる生活困窮者をはじめ
とする地域住民のニーズ
に対応出来るよう、地域
におけるネットワークを
確立し、社会資源を結び
付ける「総合相談支援」
への取り組みの体制整備

「総合相談支援」の体制整備については、佐用町内の社会
福祉法人(10 法人)で立ち上げた「佐用町社会福祉法人連
絡協議会（ほっとかへんネット・佐用）」の事業計画に掲
げ、重点課題として取り組んでいる。
○相談件数：１件
○総合相談支援を行う職員のスキルアップのため、研修会
を実施予定であったが、新型コロナウイルス感染症対策の
為中止となる。
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を行っていく。
④ 生活困窮者自立支援制度
による生活困窮者の就労
の場として施設機能を活
かす事ができるよう、就
労訓練支援事業(中間的
就労)を通じて就労者の
確保に努める。

○令和２年度実績：0 名（依頼・相談無し）

⑤ 利用者の経済的自立を目

○太陽公園就労…６名の利用者が輪番で従事。

指し、就労場所として位
置付けられる外勤事業所
での労働業務に従事す
る。

○近畿農産就労…５名の利用者が従事。
○白光㈱就労…最低賃金を上回る雇用形態で１名が従事。

⑥ 利用者の自立支援に具体
的に取り組むため「救護
施設居宅生活訓練事業」
を継続し、連続性のある
支援を行なっていく。

○令和２年度実績：訓練用住居：３部屋（訓練者：５名）
・自立退所：２名
たつの市(１名) ※訪問指導継続中
姫路市(１名)
※令和３年４月～訪問指導実施
・訓練中止：１名
・訓練継続中：２名

⑦ 退所された利用者が、安
定した居宅生活を送るこ
とが出来るよう、「保護
施設通所事業(訪問指導)
を継続実施する。

○令和２年度実績：４名
・実施機関：姫路市(１名)
伊丹市(１名)
たつの市(１名)
・新規利用：１名（たつの市）
・終了：３名（姫路市１名・伊丹市１名・たつの市１名）

⑧ 居宅生活者が継続・安定
した生活を維持するため
のバックアップ機能とし

○救護施設等における一時入所：３名
・利用前所在地：病院２名 居宅１名
・利用内容：退院後の施設入所に向けた体験利用２名

て一時入所を実施する。

⑨ 社会的入院の解消のため
に、医療機関との連携を
図り受け入れ体制の整備
を行う。

集団生活が可能か判断の為の体験利用１名
○緊急保護入所：８名
・入所前履歴：ホームレス５名
居宅１名
警察による保護１名 その他１名
○精神科病院よりの新規利用者数：７名
・赤穂仁泉病院：１名 ・揖保川病院：２名
・高岡病院：１名
・姫路北病院：１名
・雄岡病院：１名
・魚橋病院：１名
○一般病院からの新規利用者数：３名
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⑩ DV 被害者等緊急一時保
護事業の実施により、DV
被害者等の安全確保を行
う。

○令和２年度実績：0 名（依頼・相談無し）

(3)役員研修
計

画 内

容

役員の資質向上及び
知識修得を目指し、

実

施

結

果

○１２月
・法人経営トップセミナー（オンライン）：理事１名参加

法人役員研修会等に
参加する。
(4)地域密着型福祉を目指して
計

画 内

容

救護施設南光園行事
の地域への啓発活動
の推進及び地域住民
としての地域活動へ
の参加、また、小・中・

実

施

結

果

※新型コロナウイルス感染症対策のため、今年度においては地域
との交流行事についてはすべて中止とした。
〔介護等体験実習〕〔観桜会〕〔夏祭り〕〔運動会〕〔地域交流作品
展〕〔西播磨フロンティア祭り〕〔ひまわり祭〕〔播磨園祭〕等

高校等、教育機関への
積極的な協力を行い、
地域の福祉活動の拠
点となることを目指
す。
(5)各種助成について
計

画 内

容

実

救護施設南光園の整 ○公益財団法人ＪＫＡ

施

結

果

公益福祉振興事業補助金：1,725,000 円

備事業等に対し、必要 ○兵庫県 救護施設衛生管理体制確保事業補助金 48,000 円
に応じて、各種助成及 ○兵庫労働局 特定求職者雇用開発助成金 283,333 円
び融資の申請をする。 ○救護施設等の感染症対策支援事業補助金 500,000 円
○救護施設等衛生管理体制確保事業補助金 2,061,000 円
○兵庫県 民間社会福祉施設運営交付金 1,234,000 円
○福利厚生センター 生活習慣病予防検診助成金 100,800 円

5

