
 

平成 27年度 事業報告書 

本部事業 

（監事・理事） 

日   時 審    議    内    容 出 席 者 数 

5月 12日（火） 

13：00 

 

（監事会） 

・ 平成 26年度事業並びに決算監査 

監 事  2名 

5月 30日（土） 

14：40～15：40 

（理事会） 

・ 社会福祉法人滋宏福祉会評議員の選任について 

・ 平成 26年度事業報告について 

・ 平成 26年度事業収支決算並びに監査報告について 

・ 育児休業等に関する規則の一部改正（案）について 

・ 介護休業等に関する規則の一部改正（案）について 

・ 職員の昇給について（定期昇給報告） 

理 事  8名 

書面出席 1名 

監 事  2名 

東加古川病院職員  

     2名 

      

10月 24日（土） 

14：10～15：10 

 

 

（理事会） 

・ 各部門事業中間報告について 

理 事  8名 

書面出席 1名 

監 事  2名 

東加古川病院職員 

     2名 

 

3月 28日（土） 

14：00～14：40 

 

 

 

 

（理事会） 

・ 平成 27年度 補正予算（案）について 

・ 平成 28年度 事業計画（案）について 

・ 平成 28年度 事業予算（案）について 

・ 農業用地の購入について 

・ 職員の昇任・昇給について（定期昇給報告） 

理 事  7名 

書面出席 1名 

監 事  2名 

東加古川病院職員 

     2名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（評議員） 

日   時 審    議    内    容 出 席 者 数 

5月 30日（土） 

13：30～14：30 

（評議員会） 

・ 社会福祉法人滋宏福祉会理事の選任について 

・ 平成 26年度事業報告について 

・ 平成 26年度事業収支決算並びに監査報告について 

・ 育児休業等に関する規則の一部改正（案）について 

・ 介護休業等に関する規則の一部改正（案）について 

・ 職員の昇給について（定期昇給報告） 

評議員  13名 

監 事   2名 

東加古川病院職員  

      2名 

10月 24日（土） 

13：00～14：00 

 

（評議員会） 

・ 各部門事業中間報告について 

 

評議員  14名 

監 事   2名 

東加古川病院職員  

      2名 

 

3月 28日（土） 

13：00～13：50 

 

 

（評議員会） 

・ 平成 27年度 補正予算（案）について 

・ 平成 28年度 事業計画（案）について 

・ 平成 28年度 事業予算（案）について 

・ 農業用地の購入について 

・ 職員の昇任・昇給について（定期昇給報告） 

 

評議員  14名 

監 事   2名 

東加古川病院職員  

      2名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 施設入所支援事業 

活動内容 

・精神科病院入院患者様の体験入所を行い延べ 38日間、9名の受け入れを行った。 

・一人暮らしを継続して定着できるように「てらだ」を退所後も支援を継続している。 

・市役所への諸手続き（自立支援医療の申請、障害者手帳の更新、障害者福祉サービスの更新や認定調

査、国民健康保険の納付手続き、確定申告、住所変更に伴う手続き等）を利用者と一緒に行った。 

・“暮らしについて”のプログラムで、ストレスの対処法、日課の立て方、一人暮らしにかかるお金、食

生活の知識等を学びながら振り返りを行い取り上げてほしいテーマ等（健康管理、年金、福祉制度、

余暇の過ごし方、調理等）を決めている。 

・定期的なプログラムとしては、ウォーキング、体操、園芸（草引き）、お仕事チーム、掃除、余暇活動、

合唱、健康について、金銭管理、軽スポーツ、料理、買い物や銀行での出金等の活動を行った。 

・男性 3名の利用者が自主的に調理グループに参加して献立、買い物、調理を行った。 

 

 

行事について 

  

月 行事 内容 参加人数 

4月 花見 天満大池、敷地内 24名 

5月 ピクニック 大久保、茶話会 23名 

6月 映画会 映画館、カラオケ、茶話会 30名 

7月 七夕会 ゲーム大会、お菓子作り 25名 

8月 盆踊り 盆踊り、スイカ割り 26名 

9月 食事会 かつめし、茶話会 21名 

10月 紅葉会 バーベキュー 29名 

11月 外出行事 三井アウトレットパーク、茶話会 26名 

12月 クリスマス会 ゲーム大会、歌、ケーキ 28名 

1月 初釜 お茶のたて方、飲み方 20名 

2月 節分会 手巻き寿司調理 24名 

3月 外出行事、食事会 姫路城、バイキング、茶話会 24名 



 

 就労継続支援Ｂ型事業 

 

◎ 第 1工房 活動内容 

 

 収益事業 ： 就労作業 

        施設外就労 東加古川病院清掃 

              金澤産業ゴミ分別 

        軽作業   安全興業（マルチキーパー、チェーンポール等梱包作業）  

               ハリマパッケージ（段ボール組立） 

              パチンコ台解体 

        清掃作業  施設内清掃 

              東加古川病院クリーニング 

              東加古川病院、緑寿苑 4月、10月エアコンフィルター清掃 

              雑木林清掃管理 

              権現湖ＰＡハーブ園除草管理 

        喫茶、パン パン製造、販売（店頭売り、配達、外販 6か所他） 

              喫茶 

        となっている他、スポットでの作業を実施。 

就労支援 ： 2 名の方が就職しています。12 月から 2 名の方が就労継続支援 A 型事業所へ移行し、

現在も継続しています。 

 

 

 

◎第 2工房 活動内容 

 

収益事業 ： 農作業   野菜の栽培、原木椎茸の栽培 

       軽作業   安全興業（マルチキーパー、チェーンポール等梱包作業） 

       施設外就労 エコフィード循環協同組合（加西工業団地内） 

       清掃作業  雑木林清掃管理 

             権現湖 PAハーブ園除草管理 

       販売    野菜の販売 

             パンの販売 

就労支援 ： 第 1工房へ 3名の利用者が移行しました。 

 



 相談支援事業 

 

①２市２町相談支援強化事業 

＜各市町村相談件数及び委託料（実績）＞ 

市 町 村 名 相 談 件 数 

加古川市（水曜日・木曜日） 104件 

高砂市（月曜日） 50件 

稲美町（火曜日） 31件 

播磨町（金曜日） 30件 

合  計 215件 

＜派遣職員＞ 

月曜日（高砂） 火曜日（稲美） 水曜日（加古川） 木曜日（加古川） 金曜日（播磨） 

大西  藤原  千田  田辺  東口  

 

②計画相談支援 

 ＜計画相談実績＞ 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 

141件 126件 173件 180件 175件 154件 

10月 11月 12月 1月 2月 3月 

169件 148件 133件 149件 153件 130件 

※地域移行・地域定着支援の件数を含む。 

 平成 27年度 計 1,831件（対前年度 678件増） 

 

③地域移行・地域定着支援 

＜病院別対象者＞ 

東加古川病院 ７名 

関西青少年サナトリューム １名 

  ＜支援実績＞ 

自宅 ４名 

救護施設 １名 

病状悪化による利用中断 ２名 

支援継続中 １名 

 

④地域住民研修会の実施 

日 時：平成 28年 3月 17日（木曜日）14:00～ 地域活動支援センターにて 

講 師：中嶋 正憲氏（ハリマ調剤薬局 薬剤師） 

題 目：「精神疾患と薬の服用について」 



地域活動支援センター 

 

活動内容 

 

・ 毎月の月初めにはメンバーミーティングとメンバーの誕生日をケーキとお茶でお祝いし、楽し

い話し合いの場をつくりました。  

・週１回はクッキング等の調理の時間を作り、自分たちで食事やおやつをつくって、作る喜びを感

じてもらうようにしてきました。 

・昨年から始めたポイントカードも定着してきており、月５回利用することにより、喫茶の無料券

を使って利用者さん同士で利用され交流の機会にもなっています。 

・外出の機会も作り駅での待ち合わせをして、ランチの会やカラオケに自力で出かけられるように

練習の機会を多くもちました。 

・ボランティアによる活動もたくさんあり、地域の方やいなみの学園からたくさんきて 

いただいて陶芸・コーラス・茶道・折り紙・ガーデニングを一緒にしていただきました。 

・手作り作品は播磨矯正展・ふれあいフェステバルや神鋼フェステバル等のイベントに参加して販

売活動をしました。 

 

 

 

 

 

 総務・経理  

 

1. 寄附採納 

（1） 平成 27年 6月 20日                      

平岡民生児童委員協議会様   

現金 10万円   

（2） 平成 28年 2月 29日 

兵庫県東播磨福祉地区善意募金会様 

現金 5.2 万円 

（3） 平成 28年 3月 17日 

野口山町内会  

現金 1万円 

 

            



2. 施設設備 

相談支援事業 

      箱型軽自動車              923,704円 

就労支援Ｂ型事業所 第 2工房 

      施設外就労送迎車（リース額５年間）  3,465,504円 

 

施設外送迎車（セレナ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訪問支援車（エブリィ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  研修 

（1） 職員外部研修 

障害福祉援助基礎研修、障害福祉施設新任研修、相談面接技能研修、 

相談支援従事者初任者研修、就労支援基礎研修、苦情解決セミナー 

社会福祉法人 人事・労務管理研修、財務管理研修 

栄養士・調理師研修・防災学習会 

兵庫県障害者虐待防止・権利擁護研修 

延べ 11名の参加 



（2） 職員内部研修 

・講師 社会福祉法人 円融会 吉田 尚子先生   

職員全員対象------①介護職に求める資質・適性 

        ②利用者が求める介護職員像 

         ・のぞましい介護職員 

         ・のぞましくない介護職員 

         ・障がい者、ご家族から知ってほしいこと 

         ・利用者の家族が求める介護職員 

         ・利用者の家族にとって望ましい施設・介護職員 

         ③介護職場がうまく回り出すコミュニケーション 

          スキルの基本 

④介護職員の話し方 

         

・講師 加古川東消防署、中央消防署署員 6名     

  職員全員対象------①心肺蘇生法 

          ②ＡＥＤ使用法・喉詰め対処法 

            

・外部研修発表会 

     社会福祉援助基礎研修 

   栄養士・調理師研修 

   兵庫県障害者虐待防止・権利擁護研修 

   相談面接技能研修 

   苦情対策セミナー等 

                       

                                            


