
平成２３年度

事 業 報 告 書

自 平成２３年４月 １日

至 平成２４年３月３１日

公益財団法人 ノーマライゼーション住宅財団



〈基本方針〉

平成 23 年度は、経済状況の変化により、当財団の基本運用財産収入は減少を余儀なく

されました。この様な中、事業運営の集約化を図り、高齢者や障がい者が安全で安心

して快適に暮らせる住生活環境の整備・向上を通して、すべての人が生きがいをもっ

て生活できる社会づくりと社会福祉の増進に取り組んできました。

〈事業報告〉

Ⅰ、福祉住宅支援事業

（１）助成金による福祉住宅建築支援

高齢者や障がい者が安心して快適に暮らすことのできる福祉住宅及び福祉小規

模集合住宅（以下「福祉住宅」という。）の向上・普及を目指す 23 年目の取り

組みを行いました。

福祉住宅として、新築またはリフォームした建築主を対象とした助成事業に個

人から 11 件・法人から 2 件の計 13 件の応募申請がありました。

菊地理事を審査委員長として、大阪理事、西代評議員、小西評議員の他、外部

委員 4 名の計 8 名による審査委員会において厳正な審査の結果、総額 285 万円

を助成金として給付することができました。

（２）情報誌「ふれあい」の刊行

福祉住宅助成建築主への直接取材を通じ、日常生活の参考や介護面の参考とな

る実例を掲載した情報誌「ふれあい」を発行し、賛助会員の皆様をはじめ、地

方自治体や社会福祉協議会、教育研究機関や福祉団体等の関係先に幅広く配布

し、多くの皆様に役立つことができました。



Ⅱ、ノーマライゼーション啓発事業

（１）「おとしよりが楽しく暮らすためのアイディア・コンテスト」実施

咋年 16 回目となったコンテストは、高齢者や障がい者も家庭はもとより外出に

おいても、快適な環境で生活ができることを目的として、全道の小中学生を対

象に募集したところ、31 校、792 名の児童生徒の皆さんから応募がありました。

大阪理事を審査委員長として、菊地理事の他、外部委員 4 名の計 6 名による審

査委員会において厳正な審査の結果、65 名の各賞を決定し「ウィズライフ」で

の掲載や札幌地下街「オーロラコーナー」での展示、北海道新聞での紹介記事

等により、多くの人に本事業を知ってもらうことができました。

（２）広報誌「ウィズライフ（共に生きる）」の刊行

ノーマライゼーションを推進している人の対談やインタビューの他、福祉機器

や設備など役立つ情報を紹介する同誌を年 2 回発行し、「ふれあい」同様、賛助

会員の皆様をはじめ、地方自治体や社会福祉協議会、教育研究機関や福祉団体

等の関係先に幅広く配布し、地域の皆様に役立つことができました。

Ⅲ、福祉事情事業

福祉事情の視察

ユニバーサルデザインの街づくりや福祉に取り組んでいる地域を視察し、福祉

向上に役立つ情報を収集することを目的として、昨年は忍評議員と共に日高管

内平取町を訪問しました。取材先のバリアフリー民宿「くまさん荘」は、北海

道まちづくりコンクールで受賞した実例であり、忍評議員による視察レポート

を「ウィズライフ」35 号（2012 年 4 月発行）に掲載し、地域福祉の活動を多

くの皆様に紹介することができました。

Ⅳ、拠出金・協賛金・セミナー事業

福祉関連事業への取り組み

諸団体と共に社会福祉に取り組む一環として、北海道社会福祉協議会発行の「北

海道の福祉」への協賛、同協議会主催の「第 61 回北海道社会福祉大会」への協

力、北海道難病連主催の「全道集会」や北海道作業療法士会主催の「第 42 回北

海道作業療法学会」への支援などを行いました。

また、北海道新聞社主催の「マイホーム教室」セミナーを後援し、今後の福祉

住宅や住環境のあり方について川本理事が講演し、安全、安心、快適な生活に

ついて多くの皆様に役立つことができました。



Ⅴ、その他

公益財団法人としての移行登記を完了しました。（平成 24 年 4 月 1 日）

福祉住宅支援事業・ノーマライゼーション啓発事業を推進するため、公共の場

でのポスターの掲示や一般紙、地方紙、業界紙による紹介記事の掲載に努めま

した。

尚、日本赤十字社、国境なき医師団、札幌市社会福祉協議会や福祉関連団体へ

若干の寄付をいたしました。

Ⅵ、賛助会員について

平成 23 年度（平成 23 年 4 月～平成 24 年 3 月）の加入・退会 〔敬称略〕

（加 入）

青柳 敏孝 有限会社アクア

浅野 雅志 有限会社あさのインテリア

荒 洋介 司法書士荒洋介事務所

荒井 浩之 アライ商店

荒川 昌伸 株式会社荒川設備

愛澤 文博 有限会社アルファーブロック工業

井上 祐司 有限会社井上電気

加藤 俊太郎 土地家屋調査士法人共生

菊池 宏幸 有限会社菊池電設

木村 晶 木村晶土地家屋調査士事務所

北村 幸雄 司法・行政書士木村幸雄事務所

小林 孝 司法書士小林孝事務所

斎藤 秀樹 土地家屋調査士斎藤秀樹事務所

佐藤 正樹 佐藤正樹司法書士事務所

三瓶 慶享 土地家屋調査士三瓶慶享事務所

清水 みつ子 司法書士清水みつ子事務所

鈴木 雄二 司法書士鈴木雄二事務所

手塚 一雄 手塚土地家屋調査士事務所

中川 一四四 司法書士中川一四四事務所

永山 伸一 司法書士永山伸一事務所

中村 邦夫 中村邦夫司法書士事務所

西 宣也 土地家屋調査士西宣也事務所

野呂 秦弘 丸実建具工業株式会社

堀 直視 土地家屋調査士堀事務所



本間 哲也 株式会社ルームインテリ本間

柳澤 哲誉志 柳澤司法書士事務所

山川 喜行 柏崎・山川合同事務所

山浦 利通 インテリアゆあ～’Ｓ

株式会社吉田産業 代表取締役 吉田 誠夫（法人）

ＹＫＫＡＰ株式会社 代表取締役 堀 秀充（法人）

和以美株式会社 代表取締役 田中 孝治（法人）

若松 明広 有限会社ウスイ

若生 大 ＴＯＴＯ東北販売株式会社 仙台支店

（退 会）

阿部 健雄 株式会社阿部デザイン企画

石井 一男 石井組

尾岸 賢二 有限会社尾岸技建

及川 良雄 及川建設

斉藤 吉男 有限会社吉元建商

品野 正巳 株式会社北水工業

白崎 俊彦 白崎電気

田中 貞夫 有限会社田中電気商会

冨田 健治 冨田建設

中嶋 英幸 中嶋左官工業

株式会社苫小牧清掃社 代表取締役 山本 浩喬（法人）

※加入者 33 名・退会者 11 名

平成 24 年 3 月末の会員数は個人会員 171 名・法人会員 71 名 計 242 名



≪ 理事会 ≫

第 1 回理事会

日 時 平成 23 年６月 13 日（月曜日）17：00～18：00

場 所 札幌市中央区北 1 条西 6 丁目 ホテル札幌ガーデンパレス

決議事項 第１号議案 平成 22 年度事業報告について

第２号議案 平成 22 年度決算報告及び監査報告について

第３号議案 最初の評議員選定委員会による審議結果について

第４号議案 公益財団移行後最初の代表理事の氏名を定款（案）

の附則に記載することについて

第５号議案 公益財団移行後最初の評議員の氏名を定款（案）

の附則に記載することについて

第６号議案 公益財団移行に係る申請書類等の作成について

第７号議案 各種規程の制定および変更等について

第 2 回理事会

日 時 平成 24 年３月８日（木曜日）17：30～18：00

場 所 札幌市中央区北 1 条西 6 丁目 ホテル札幌ガーデンパレス

報告事項 １．公益財団法人移行認定について

２．第 16 回「おとしよりが楽しく暮らすためのアイディア・

コンテスト」の結果について

３．平成 23 年「福祉住宅建築助成」の結果について

４．代表理事について

決議事項 第１号議案 理事長および副理事長選任について

第２号議案 平成 23 年度補正収支予算について

第３号議案 平成 24 年度事業計画および収支予算について

第４号議案 評議員会開催について

第５号議案 会計処理規程について



≪ 評議員会 ≫

第 1 回評議員会

日 時 平成 23 年６月 13 日（月曜日）18：00～19：00

場 所 札幌市中央区北 1 条西 6 丁目 ホテル札幌ガーデンパレス

決議事項 第１号議案 平成 22 年度事業報告について

第２号議案 平成 22 年度決算報告及び監査報告について

第３号議案 最初の評議員選定委員会による審議結果について

第４号議案 公益財団移行後最初の代表理事の氏名を定款（案）

の附則に記載することについて

第５号議案 公益財団移行後最初の評議員の氏名を定款（案）

の附則に記載することについて

第６号議案 公益財団移行に係る申請書類等の作成について

第７号議案 各種規程の制定および変更等について

第 2 回評議員会

日 時 平成 24 年３月８日（木曜日）17：00～17：30

場 所 札幌市中央区北 1 条西 6 丁目 ホテル札幌ガーデンパレス

報告事項 １．公益財団法人移行認定について

２．第 16 回「おとしよりが楽しく暮らすためのアイディア・

コンテスト」の結果について

３．平成 23 年「福祉住宅建築助成」の結果について

４．代表理事について

決議事項 第１号議案 理事選任について

第２号議案 監事選任について

第３号議案 平成 23 年度補正収支予算について

第４号議案 平成 24 年度事業計画及び収支予算について

第５号議案 会計処理規程について



≪最初の評議員選定委員会≫

日 時 平成 23 年 4 月 27 日（水曜日）11：30～12：30

場 所 札幌市中央区北 1 条西 6 丁目 ホテル札幌ガーデンパレス

決議事項 第１号議案 最初の評議員選出について


