
特定非営利活動法人学習障害児・者の教育と自立の保障をすすめる会 

平成２４年度事業報告書 
 

１．事業実施の概略 
  特定非営利活動法人学習障害児・者の教育と自立の保障をすすめる会は、学習障害児及び学習障害者が 

 健全に育ち豊かな思春期青年期を過ごしその人らしく社会で生活できるために、学習障害など発達と学習 

 に困難を抱える子どもや青年たちの教育と自立の支援を行ない、併せて社会全体の利益に貢献することを 

 目的に、次の事業を実施しました。 

  具体的には、本法人の定款第５条第 1項第 1号①の事業として、見晴台学園、同②の事業として、土曜教 

室、同③の事業として、障害者自立支援法に規定される就労継続Ｂ型事業所るっくコーポレーション、同法 

に規定される就労移行支援と自立訓練（生活訓練）の多機能型事業所、同法に規定される共同生活 

介護事業所ドーミトリーあちゃ、および同法に規定される自立訓練（生活訓練）と就労移行支援の多機能型 

事業所ら・びすた、同④の事業として、前項に該当しない青年の就労生活支援、同⑨の事業として、会報『木 

もれ陽』発行を実施しました。 

定款第５条第 1項第 1号のうち⑤の事業、同⑦の事業および同⑧の事業は実施しませんでした。 

また、定款第 5条第 1項第 1号のうち⑥の事業は、①、②、③、④の各事業内で随時実施しました。 

  定款第５条第 1項第２号のその他の事業は実施しませんでした。 

 

２．事業の実施に関する事項 
 ⑴特定非営利活動に係る事業 

  ① 学習教育に関する事業（見晴台学園） 
⑴事業内容 

学習障害など発達と学習に困難を抱える子どもを対象にした教育を、年間通して有料で行なった。 

    ⑵開催日と開催場所等 

 開催日 開催場所 従事者 対象者とその人数 

通年 見晴台学園校舎 

（名古屋市中川区柳森町１９

１１番地） 

学 園 長 :    1 人  

非常勤講師：    5人 

  計   ：    6人 

対 象 者：学習障害児・者等

12〜14歳：   3人 

15〜19歳：  7人 

 計    ： 10人     

   ⑶支出額   2,703,215円 

  （内訳）講師謝金：845,600円、通信費：88,910円、研修費：52,034円、支払手数料：1,260円、 

      広告宣伝費：139,855円、水光熱燃料費：37,115円、諸会費：6,000円、 

事務用品費：49,007円、支払保険料：1,000円、消耗品費：5,440円、 

教材行事費：752,507円、賃借料：648,000円、リース料：66,487円、旅費交通費：10,000円 

      ⑷収入額   4,603,544円 

  （内訳）見晴台学園利用者学納金：3,806,000円、寄付金：549,544円、体験入学料：248,000円 

       

② 生活教育に関する事業(土曜教室) 
(1)事業内容 

発達に困難を抱える小学生を対象にした楽しい活動を、年 6回有料で行なった。 

    (2)開催日と開催場所等 

 開催日 開催場所 従事者 対象者とその人数 

6/23(土) 

7/21(土) 

9/8(土) 

9/22(土) 

10/27(日) 

12/22(土) 

・見晴台学園校舎 

（名古屋市中川区柳森町１

９１１番地） 

・モリコロパーク 

 

専 任 講 師 ： 延 1 人  

ボラ  ： 延 5人 

  計  ： 延 6人 

対 象 者：小学生 

６〜１２歳： 5人 

     

   ⑶支出額   136,318円 

  （内訳）講師謝礼：114,500円、教材費：21,818円 

      ⑷収入額   51,000円 

     （内訳）参加費：36,000円、登録料：15,000円、 

 

 

 

 

 

 



   ③ 自立支援に関する事業 

  Ⅰ 就労支援に関する事業 

就労支援事業（就労移行支援）（るっく～あるて） 
(1)  事業内容 

知的障害、精神障害、身体障害、発達障害等を持ち障害者自立支援法で定める手続を経て支援の契

約をした青年を対象に、一般企業への就労移行のための支援を、年間を通して一部有料で行なった。 

(2)  開催日及び開催場所等 

開催日 開催場所 従事者 対象者 

通年 るっくるっく～あるて施設 

（名古屋市南区前浜通7丁目32番地

蝶屋ビル２階） 

常勤職 員：3人 

補助職 員：2人 

 計   ：5人 

対 象 者：知的障害者、 

     精神障害者  

     身体障害者 

発達障害 等 

対象者の人数    計：14人 

18〜19歳：5人   30～49歳：2人 

20〜29歳：7人    

(3)  支出額 22,657,182円 

  （内訳）職員給料手当賞与等：12,982,795円、雑給：3,507,750円、法定福利費：1,987,148円、 

      職員用経費：237,300円、研修費：218,122円、通信費：117,222円、 

燃料費：59,581円、保健衛生費費：911円、消耗品費：262,258円、諸会費：1,000円、 

賃借料：1,902,000円、設備費：141,750円、支払保険料：161,820円、 

事務用経費：171,517円、指導訓練費：906,008円、 

  (4) 収入額 31,261,146円 

    （内訳）訓練給付金：29,564,282円、補助金：1,255,564円、利用者負担金：75,000円 

私的契約者利用料：264,000円、訓練費利用者負担金：102,300円 

    

就労支援事業（就労移行支援）（ら・びすた） 

(1)   開催日及び開催場所等 

開催日 

通年 

 

ら・びすた 

（名古屋市中川区柳森町 1911） 

常勤職 員：2人 

補助職員：1人 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ：5人 

計   ：7人 

対 象 者：知的障害者等 

16〜19歳：6人 

 

(2) 支出額 11,287,025円 

  （内訳）職員給料手当賞与等：9,402,200円、雑給：10,100円、法定福利費：1,153,757円、 

職員用経費：55,463円、通信費：27,934円、研修費：112,990円、水道光熱費：17,725円、 

消耗品費：56,826円、支払手数料：105円、賃借料：336,000円、支払保険料：23,380円、 

事務用品費：44,714円、指導訓練費：45,831円 

(3)  収入額 8,413,627円 

    （内訳）訓練給付費：8,388,627円、利用者負担金：25,000円、 

 

就労支援事業（就労継続支援 B型）（るっくコーポレーション） 
(3)   事業内容 

知的障害、精神障害、身体障害、発達障害等を持ち障害者自立支援法で定める手続を経て支援の契

約をした青年を対象に、当事業所で働き続けるための就労継続 B型の支援を、年間を通して、一部

有料で行なった。 

(4)  開催日及び開催場所等 

開催日 開催場所 従事者 対象者 

通年 自立支援センターるっく施設 

（名古屋市南区扇田町３２-１） 

常勤職 員：1人 

補助職 員：4人 

 計   ：6人 

対 象 者：知的障害者、 

     精神障害者  

     身体障害者 

発達障害 等 

対象者の人数    計：18人 

20〜29歳：4人   30～49歳：10人 

50歳～ ：4人 

(3)  支出額 16,367,705円 

  （内訳）職員給料手当賞与等：5,285,000円、雑給：4,502,200円、法定福利費：1,916,019円、 

      職員用経費：93,096円、研修費：77,272円、通信費：193,262円、燃料費：51,081円、 

水道光熱費：360,000円、図書費：13,560円、消耗品費：136,951円、 

            支払手数料：95,389円、諸会費：120,000円、車両費：182,710円、リース料：37,380円 

賃借料：2,000,000円、支払保険料：431,620円、修繕費：102,522円、 



事務用経費：252,296円、指導訓練費：517,347円、 

  (4) 収入額 27,214,026円 

    （内訳）訓練給付金：26,675,442円、補助金：338,184円、利用者負担金：79,500円 

訓練費利用者負担金：120,900円 

    

     Ⅱ 生活支援に関する事業 

        共同生活介護事業（ドーミトリーあちゃ） 
 (1) 事業内容 

知的障害等を持ち障害者自立支援法で定める手続を経て支援の契約をした青年を対象に、共同で生

活するための介護等の支援を、年間を通して食費家賃等利用者の必要になる経費を有料で行なった。 

 (2)  開催日及び開催場所等 

開催日 開催場所 従事者 対象者とその人数 

通年 自立支援センターるっく施設 

（名古屋市南区扇田町 20-１） 

常勤職 員：2人 

補助職 員：4人 

ボランティア：8人 

  計  ：14人 

対 象 者：知的障害者 

     身体障害者 

21〜29歳：1人 

30～49歳：2人 

50歳以上：3人計 ６人 

(3)   支出額 20,006,680円 

  （内訳）職員給料手当賞与等：7,919,785円、雑給：5,051,240円、法定福利費：1,476,347円、 

職員用経費：35,465円、通信費：30,140円、研修費：90,300円、水道光熱費：1,328,008円、 

            消耗品費：162,625円、賃借料：2,100,000円、設備費：35,700円、支払保険料：26,140円、 

事務用品費：49,990円、食材費：1,484,940円、寮活動費：216,000円、 

(4)   収入額 18,427,108円 

    （内訳）介護給付費：10,453,401円、処遇改善補助金：80,105円、家賃補助金：720,000円 

公的補助金：2,585,902円、世話人食費：325,300円、利用者負担金：4,262,400円、 

             

Ⅲ 自立（生活）訓練に関する事業 

   自立訓練（生活訓練）事業（るっく～あるて～ふるーる） 
(1)  事業内容 

知的障害や精神障害、身体障害等を持ち障害者自立支援法で定める手続を経て支援の契約をした青年

を対象に、身辺自立等ができるための訓練を、年間を通して、一部有料で行なった。 

 (1) 開催日及び開催場所等 

開催日 開催場所 従事者 対象者とその人数 

通年 

 

ふるーる 

（名古屋市南区宝生町 1-28-1） 

常勤職 員：1人 

補助職員：2人 

計    ：3人 

対 象 者：知的障害者等 

18～19歳：1人 

20～29歳：1人 

30歳～  ：2人 計 4人 

(2)  支出額 10,101,536円 

  （内訳）職員給料手当賞与等：4,242,240円、雑給：2,822,430円、法定福利費：1,173,164円、 

職員用経費：65,470円、通信費：119,875円、研修費：73,822円、燃料費：1,050円、 

水道光熱費：126,582円、消耗品費：54,040円、支払手数料：1,050円、車両費：76,441円、 

リース料：187,110円、賃借料：531,600円、支払保険料：129,040円、修繕費：12,810円、 

事務用品費：13,068円、カウント料：18,900円、指導訓練費：391,615円 

(3)  収入額 6,459,034円 

    （内訳）訓練給付費：6,417,586円、利用者負担金：25,000円、補助金：16,448円 

 

自立訓練（生活訓練）事業（ら・びすた） 

(2)   開催日及び開催場所等 

開催日 

通年 

 

ら・びすた 

（名古屋市中川区柳森町 1911） 

常勤職 員：4人 

補助職員：6人 

計   ：10人 

対 象 者：知的障害者等 

16〜19歳：14人 

 

(4) 支出額 24,989,368円 

  （内訳）職員給料手当賞与等：16,361,510円、雑給：2,355,810円、法定福利費：2,004,231円、 

職員用経費：290,942円、通信費：114,489円、研修費：305,806円、広告宣伝費：36,300円 

交際費：12,100円、会場費：28,300円、燃料費：7,695円、水道光熱費：357,291円、 

消耗品費：129,987円、支払手数料：67,201円、賃借料：1,416,000円、 

支払保険料：188,050円、修繕費：65,041円、事務用品費：271,350円、 

指導訓練費：977,265円 

(5) 収入額 27,231,919円 



    （内訳）訓練給付費：27,014,408円、利用者負担金：75,000円、補助金：131,206円、 

寄付金：11,305円 

 

④  その他自立支援に関する事業 
(1)事業内容 

一般企業に就労している人の支援および引きこもっている人の訪問支援を行なった。また希望者の

宿泊体験を有料で行った。及び、ケアホーム清掃をるっくコーポレーションに委託した。 

  (2)開催日及び開催場所等 

開催日 開催場所 対象者とその人数 

通年 自立支援センターるっく施設 

（名古屋市南区扇田町３２-１） 

対 象 者：発達障害青年 10人 

(3)支出額 17,198円 

  （内訳）宿泊経費：17,198円、 

   (4)収入額 183,480円 

    （内訳）スティ利用料：123,000円、寄付金：60,480円  

            

⑤  相談に関する事業 
      平成 24年度は各事業の中で随時行いました。 

 

⑥ 講習研修の事業 
      平成 24年度は各事業の中で随時行いました。 
 

⑦   出版の事業 
      平成 24年度は実施しませんでした。        

 

⑧  機関紙発行の事業 
(1)  事業内容 

会員及びその他の個人、団体に対し、会報『木もれ陽』を発行した。今年度は、内容の検討のため

発行回数を減らした。 

(2)  発行日及び発行場所等 

発行日 開催場所 従事者 対象者とその部数 

年間 6回 

毎回月末 

自立支援センターるっく 

名古屋市南区扇田町３２-１ 

編集委員：６人 会員及び協力者と公的私的医療

教育機関 

 延 3,000部 

(3)  支出額 415,706円 

          （内訳） 送料：81,200円、紙インク代：244,506円、発送委託費：90,000円、 

(4)  収入額 773,000円 

         （内訳）会員会費：773,000円 

 

  ⑵その他の事業に係る事業 
        平成２４年度は、実施しませんでした。 

 

３．会議の開催に関する事項 
 Ⅰ 総会 
   通常総会（第 13回） 

(1)開催日時及び場所 

      日時：平成 23年６月１７日（日）午後１時３０分〜３時３０分 

      会場：ウィンクあいち１１階（名古屋市中村区名駅４丁目 4-38） 

(2)議題 

・ 平成２３年度活動報告 

・ 平成２３年度事業報告と収支決算報告 

・ 平成２４年度活動方針案 

・ 平成２４年度事業計画案および収支予算案 

・ 役員改選 

・ 定款改定 

 臨時総会（第１回） 

 (1)開催日時及び場所 

      日時：平成 25年１月２０日（日）午後３時４５分〜４時４５分 



      会場：名古屋港湾会館第２会議室（名古屋市港区港町 1-11） 

(2)議題 

・ 定款改定 

 

 

Ⅱ 理事会（会場：自立支援センターるっく） 

①  第１回理事会 

(1)開催日時 

日時：平成２４年７月２５日（水）午後７時３０分〜１０時３０分 

(2)議題 

a) 認定ＮＰＯ法人の申請に向けて 

b) 学園出資金の早期返還について 

c) 全障研、きょうされんの参加について 

② 第２回理事会 
(1)開催日時 

日時：平成２４年９月１９日（水）午後７時３０分〜１０時 

(2)議題 

a) ケアホーム建物建設費として、ＪＫＡの補助金を申請 

b) ケアホーム建物建設費でＷＡＭからの追加融資の申請予定 

  ③ 第３回理事会 
      (1)開催日時 

日時：平成２４年１１月２１日（水）午後７時３０分〜１０時 

(2)議題 

a)定款１４条、１５条の改定について 

ｂ)臨時総会の開催について 日程と会場  

ｃ）見晴台学園の教育年限延長にかかわり、延長はなく、大学の設置について 

④ 第 4回理事会 
      (1)開催日時 

日時：平成２４年１２月１１日（火）午後７時３０分〜１０時 

(2)議題 

a) 定款１４条、１５条の改定について 

b)臨時総会の運営  

c) 同上建物の設計を、サンサン設計に依頼すること 

⑤ 第５回理事会 
      (1)開催日時 

日時：平成２５年２月１９日（火）午後７時３０分〜１１時 

(2)議題 
a) 大学構想について 

b) 学園とるっくの活動報告   

c) 第１４回総会  日程について     

⑥ 第６回理事会 

      (1)開催日時 

日時：平成２５年４月４日（木）午後７時３０分〜１１時 

(2)議題 
a) NPO法人すすめる会第１４回総会について 

・日程および会場の決定  ５月２６日（日）１３時３０分～２時３０分   

                名城大学名駅サテライト 多目的室  

  ・活動方針案 

  ・議案書の発送について 

b) 総会後の取り組みについて 

c) 大学設置について 

⑦ 第７回理事会 

   (1)開催日時 

日時：平成２５年４月２４日（火）午後７時３０分〜１１時 

(2)議題 
a) NPO法人すすめる会第１４回総会について 

  議事の進め方と運営 

b) 平成 25年度の活動方針案について 

c) 定款変更認証を受けて、理事長と副理事長の選出 

d) 平成 25年度が始まってからの各事業の報告 


