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は じ め に 

 

平成 28年度は、法人全体で取り組んだ内容として、社会福祉法人制度改革に則った  

事務手続きと次年度へ向けた体制作りやハピネス浜野の大規模修繕の実施などがあっ

た。また、利用者増員のための事業間での調整、福祉サービスの向上のための虐待防止

や介護事故削減、各部署での業務改善など、様々な課題に対し真摯に取り組んだ。 

結果、利用者数、収益も前年度より伸びたことにより、働きやすい職場を目指して職

員への処遇や職場環境の改善を図ることができた。 

報道にあった障害者支援施設での事件は、障害者支援施設を取り巻く環境や人々へ大

きな影響を与えた。当法人もそれを受け止め、利用者のみならず職員や地域の安全を考

えた防犯対策を講じることができた。次年度も、地域や障害者から必要とされるサービ

スを提供できる法人となるよう取り組んでいこうと考える。 

 

 

【事業報告書において記載されている主な内容】 

・今年度の目標やサービス方針に対しての報告事項 

・平成２８年度当初予算対比の結果 

・直近５年間の利用者の推移 

・行事等実施報告 

・事故に関する報告 

 

 

【役員等総数】※平成２９年３月３１日現在 

理 事  ７名 

監 事  ２名 

評議員 １５名 

評議員選任解任委員 ４名（外部委員２名） 

 

 

【職員数】※平成２９年３月３１日現在 

 ５３名 
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法人全体の取り組み 

 

【中長期（平成 27年度～平成 29年度）目標について】 

 

１．地域と共にある施設づくり 

①地域との連携による利用者の安全確保体制の強化 

②地域住民や利用者家族からの要望に対し誠実に取り組む 

[報告事項] 

生浜地区地域福祉連携会議に参加し、生浜地区における災害時の避難困難者の課題等につい

て話し合った。 

利用者家族からの要望であった各種銀行で利用料等の引き落とし対応と、建物の防犯対策を

実施した。 

 

２．社会福祉法人の使命の追及 

①利用者の尊厳を保持し、安心・安全な介護サービスの提供を推進する 

②利用者の多様なニーズに答えるための事業内容、サービスの充実を図る 

③地域における障害者福祉の推進に取り組む 

[報告事項] 

介護事故に対して迅速な検証を行い、同じ事故が起きないように対策を講じた。権利擁護、

危機管理に関する要綱を定め、委員会活動を中心に安全・安心な介護サービスが提供できる体

制を作った。 

外出活動（買い物・映画等）の充実と、利用者の主体性を重んじたサークル活動を実施し、特

にお菓子作りでは、みんなで作り食べて楽しむことで笑顔がみられた。また、歌を楽しむ会（外

部ボランティア）と音楽サークルで練習を重ね、クリスマス会において職員とともに楽曲を披

露することができ、利用者に新しいことへの挑戦や達成感、継続性を見ることができた。 

入所利用者が選挙権を行使できるよう不在者投票のできる施設として、千葉県より認可を受

けた。 

千葉県身体障害者施設協議会の活動を通じて、県・市への福祉サービス関連の要望を行った。 

 

３．働きやすい職場環境の整備 

①職員のライフステージ・職能に合わせて働くことができる体制を整える 

②理念と経営感覚を持った経営層を育成する 

③介護技術の向上を図ると共にキャリアパスを構築・運用する 
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[報告事項] 

職員増に伴い、労働環境の安全及び衛生に関する取り組みとして、医療法人日敏会浜野長嶋

内科と産業医契約を結び、安全衛生委員会（第二種衛生管理者含む）を立ち上げた。 

育児介護休業法改正に伴い、休暇の取得を推進し、2 名の職員が活用した。希望する仕事内

容や時間で働きたいパート職員を中心に採用に取り組んだ。 

法人職員としてモデルとなる行動を実行できるよう行動評価を導入し、ありたい姿の職員像

を固めていく作業を始め、理念に対し理解を深める努力をした。 

「この職場で働き続ける自分の将来をイメージでき、職務経歴上の道筋を考えられる制度」

という目的でキャリアパスを構築し、職能評価を行い、各職種における職能の向上を図った。 

 

４．新事業（ポート浜野）のマーケティングと事業計画策定 

[報告事項] 

 新規事業積立金のみ実施し、具体的に進めることができなかった。見通しを立てるため

に、グループホームや就労についての情報収集を行った。 

  

 

【平成２８年度法人目標について】 

 

・地域との連携強化と協働体制の推進に取り組む 

・安心・安全なサービスの提供を推進するために介護技術の向上と 

支援体制の整備を図る 

・平成２９年度の社会福祉法改正に伴う法人運営体制の整備 

 

[報告事項] 

千葉市社協生浜地区部会が事務室として集会室を活用、諏訪神社奉賛会による行事での協力

体制、旭町内会への会議室貸出すなど、施設を取り巻く地域住民や他機関との関係性を深めた

ことにより、必要な支援内容がわかり協力し合うことができた。   

 建物の安全を図るため、外壁、防水等の大規模修繕を実施した。 

支援中の事故削減のため、生活支援員への教育・研修を実施し、危機管理委員会を中心に速

やかな事故検証体制を整えた。他の委員会においても安全な介護サービスの提供を念頭に置

き、ハード面の整備やマニュアルを作成したり、研修を実施して、介護技術の向上を意識して

取り組んだ。 

 法人制度改革に伴う体制整備では、研修会等に参加し、法律や制度改革の目的を理解しなが

ら、事務局と理事会・評議員会で検討を重ね滞りなく進めることができた。 
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【平成２８年度業績報告】 

 

１、事業の経過及びその成果 

サービス活動収益について 

・報酬改定の大きな動きは無かったが、千葉市では障害児に対する地域ニーズの増加に伴

い、児童通所支援事業及び障害児相談支援の地域区分の見直しがあった。 

・生活介護や短期入所において、平成 24 年度から 1 日あたりの定員数を確保する事を目標と

してきたが、定員数 60 名以上になる日も多くあった。 

・平成 27 年 10 月に児童通所支援事業（児童発達支援・放課後等デイサービス）を開所した

が、徐々に利用人数を伸ばし、1 日あたりの平均利用者数が平成 27 年度 2.2 名→平成 28 年

度 3.2 名（定員 5 名）となった。 

・グループホームセレニテでは、入居者も満床となり、1 日あたりの平均利用者数が平成 27

年度 3.4 名→平成 28 年度 5.7 名（定員 6 名）となった事と、世話人等の雇用も充実させた結

果、報酬単価が上がった為、当初予算よりも事業収入が増える事となった。 

・公益事業の地域生活支援事業（日中一時支援事業）においては、平成 27 年度の放課後等デ

イサービス事業開始に伴い、利用者を移行させたが、その後具体的なニーズは無いため、利

用者はいなかった。 

 

補助金・助成金申請について 

・赤い羽根共同募金会の助成金 2,000 千円で、老朽化していた介護浴槽（座位入浴）5,238 千

円の買い替えを実施した。 

・千葉市障害福祉サービス事業所等整備費補助金 4,236 千円で、ハピネス浜野の正面玄関オ

ートロック設備工事、職員通用口電子錠設置工事、防犯カメラ設置工事、防犯街路灯設備工

事及びグループホームセレニテの防犯カメラ設置工事を総事業費 5,648千円で実施した。 

・ハピネス浜野建設時の設備資金借入金返済元金 11,000千円と利子 847千円に対して、千葉

市から 3/4額の補助金があった。 

 

支出について 

（建物・設備等） 

・ハピネス浜野においては、建設後 13 年が経過し老朽化が進んでいたため、総事業費

89,100 千円を修繕積立金から取り崩し、大規模修繕工事を行った。 

・老朽化していた送迎車両 2 台について 8,500 千円で買い替えを実施した。 

・介護記録ソフト及び介護報酬請求ソフトの利便性を見直し、ワイズマンシステムからマウ

ントのミスヘルパーに 8,340 千円で入れ替えを実施した。 

・職員や来客が増えたことにより、来客用及び職員用のシューズボックスの買い換えを 430

千円で実施した。 

・身体拘束廃止のため、ベッド柵を使用せずに過ごすことができる低床ベット 2台の購入を

510千円で実施した。 
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（人件費・事業費・事務費） 

 平成 28年度 平成 27年度 前年比 

人件費率 59.7％ 57.9％ ＋1.8％ 

事業費率 13.2％ 14.3％ △1.1％ 

事務費率 14.2％ 13.2％ ＋1.0％ 

※平成 28年度の事務費から、大規模修繕に係る費用 89,100千を差し引いて計算している。 

 

（積立金） 

・長期修繕計画に基づき、修繕積立金をハピネス浜野にて 22,000 千円、グループホームセレ

ニテにて 1,300千円積み立てた。 

・グループホームセレニテにて、備品の老朽化対応として備品等積立金 400千円を積み立てた。 

 

法人全体での予算・実績対比と前年度との比較 

・事業活動収入は決算額が予算額を 1,380 千円上回り、サービス活動収益は前年と比較して

18,993 千円の増益となった。 

・事業活動支出においては、突発的な修繕等の対応もあり、決算額が予算額を 3,206 千円上

回り、施設整備等支出ではリース会計の処理を予算に誤って計上していた為、決算額が予算

額を 5,704 千円下回る結果となった。経常増減差額は、△53,671 千円となっているが、大規

模修繕に係る費用 89,100 千円が計上された結果であり、差し引いて考えるとプラス 35,429

千円となるため黒字として考えることができる。 
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２、予算・決算対比                       （単位：千円） 

 予 算 決 算 対比（予算－決算） 

事業活動収入 326,358 327,738 △1,380 （99.6％） 

事業活動支出 362,215 365,421 △3,206 （99.1％） 

事業活動資金収支差額 △35,857 △37,683 1,826 （95.2％） 

施設整備等収入計 14,487 14,486 1 （100.0％） 

施設整備等支出計 40,674 34,970 5,704 （116.3％） 

施設整備等資金収支差額 △26,187 △20,484 △5,703 （127.8％） 

その他の活動収入計 93,903 96,097 △2,194 （97.7％） 

その他の活動支出計 29,503 32,207 △2,704 （91.6％） 

その他の活動資金収支差額 64,400 63,890 510 （100.8％） 

当期資金収支差額合計 2,356 5,723 △3,367 （41.2％） 

 

３、収支の推移                         （単位：千円） 

 平成 28 年度 平成 27 年度 対 比 

サービス活動収益 324,373 305,380 18,993 （106.2％） 

サービス活動費用 378,829 270,451 108,378 （140.0％） 

サービス活動外収益 3,365 4,867 △1,502 （ 69.1％） 

サービス活動外費用 2,580 2,418 162 （106.7％） 

経常増減差額 △53,671 37,378 △91,049 （△143.6％） 

特別収益 21,146 23,893 △2,747 （88.5％） 

特別費用 11,520 15,644 △4,124 （73.6％） 

特別増減差額 9,626 8,249 1,377 （116.7％） 

当期活動増減差額 △44,045 △102,589 △89,672 （△96.5％） 

※平成２７年度新会計基準移行に伴う調整額（148,215 千円）を、特別費用から差し引いて

いる。 

 

４、資産・負債の推移 

 平成 28 年度 平成 27 年度 対 比 

流動資産 137,487 168,133 △30,646 （81.8％） 

固定資産 1,088,853 1,152,857 △64,004 （94.5％） 

資産合計 1,226,340 1,320,990 △94,650 （92.8％） 

流動負債 74,600 109,301 △34,701 （68.3％） 

固定負債 69,036 73,793 △4,757 （93.6％） 

負債合計 143,636 183,094 △39,458 （78.5％） 

純資産 1,082,704 1,137,896 △55,192 （95.2％） 
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【役員会等開催報告】 

 

１．監事監査 

  平成 28年 5月 17日（火） 

  平成 27年度法人経営事業の監査 

 

 

２．理 事 会 

 第 1回理事会 平成 28年 4月 1日（金） 

 議題 第 1号議案 代表理事の選任について 

    第 2号議案 役員報酬規程の一部改定について 

    第 3号議案 チェアインバス入替（赤い羽根助成金）について 

    第 4号議案 就業規則の一部改定について 

    第 5号議案 安全衛生管理規程の新設について 

 

第 2回理事会 平成 28年 5月 18日（水） 

 議題 第 1号議案 平成 27年度事業報告の承認について 

    第 2号議案 平成 27年度会計決算報告の承認について 

    第 3号議案 印章規程の新設について 

    第 4号議案 就業規則の一部改定について 

    第 5号議案 パートタイマー等の就業規則の新設について 

    第 6号議案 パートタイマー等の給与規程の新設について 

    第 7号議案 送迎車両の購入について 

 

 第 3回理事会 平成 28年 5月 31日（火） 

 議題 第 1号議案 大規模修繕指名入札業者選定について 

    第 2号議案 経理規程の一部改定について 

 

 第 4回理事会 平成 28年 7月 15日（金） 

 議題 第 1号議案 ハピネス浜野大規模修繕に係る請負契約の締結ついて 

     

 第 5回理事会 平成 28年 10月 5日（水） 

 議題 第 1号議案 育児・介護に関する規程の一部改正の承認について 

    第 2号議案 役員規程の新設の承認について 

    第 3号議案 旅費及び費用弁償規程の名称変更と一部改正の承認について 

    第 4号議案 業務専決規程の一部改正の承認について 

                

第 6回理事会 平成 28年 11月 21日（月） 

 議題 第 1号議案 社会福祉法人制度改革に伴う定款の改正の承認について 

    第 2号議案 車両運行管理規程の新設の承認について  
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 第７回理事会 平成 28年 12月 26日（月） 

 議題 第 1号議案 社会福祉法人制度改革に伴う定款の改正の承認について 

    第 2号議案 評議員選任・解任委員会運営細則の新設について 

    第 3号議案 役員規程の改正について 

    第 4号議案 評議員選任・解任委員の選任について 

     

第 8回理事会 平成 29年 2月 21日（火） 

 議題 第 1号議案 平成 29年度評議員候補者の推薦について 

    第 2号議案 市有地貸付の有償化について 

     

 第 9回理事会 平成 29年 3月 21日（火） 

 議題 第 1号議案  平成 28年度補正予算（案）について 

    第 2号議案  キャリアパス規程の一部改正について 

    第 3号議案  給与規程の改正について 

    第 4号議案  パートタイマー等の給与規程の改正について 

    第 5号議案  平成 29年度事業計画（案）について 

    第 6号議案  平成 29年度収支予算（案）について 

    第 7号議案  経理規程の一部改正について 

    第 8号議案  役員等報酬規程の新設について 

第 9号議案  役員等旅費規程の新設について 

    第 10号議案 役員等規程の一部改正について 

     

第 10回理事会 平成 29年 6月 1日（木） 

 議題 第 1号議案  平成 28年度事業報告、決算報告について  

    第 2号議案  社会福祉充実計画について 

    第 3号議案  定時評議員会の招集について 

    第 4号議案  役員等及び評議員の報酬等支給基準について 

    第 5号議案  新理事、監事の選任について 
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３．評議員会 

第 1回評議員会 平成 28年 5月 18日（水） 

 議題 第 1号議案 平成 27年度事業報告について 

    第 2号議案 平成 27年度会計決算について 

    第 3号議案 印章規程の新設について 

    第 4号議案 就業規則の一部改定について 

    第 5号議案 パートタイマー等の就業規則の新設について 

    第 6号議案 パートタイマー等の給与規程の新設について 

    第 7号議案 送迎車両の購入について 

 

第 2回評議員会 平成 28年 10月 5日（水） 

 議題 第 1号議案 育児・介護に関する規程の一部改正の承認について 

    第 2号議案 役員規程の新設の承認について 

    第 3号議案 旅費及び費用弁償規程の名称変更と一部改正の承認について 

    第 4号議案 業務専決規程の一部改正の承認について 

 

 第 3回評議員会 平成 28年 11月 21日（月） 

 議題 第 1号議案 社会福祉法人制度改革に伴う定款の改正について 

    第 2号議案 車両運行管理規程の新設について 

    

 第 4回評議員会 平成 29年 3月 21日（火） 

 議題 第 1号議案  平成 28年度補正予算（案）について 

    第 2号議案  キャリアパス規程の一部改正について 

    第 3号議案  給与規程の改正について 

    第 4号議案  パートタイマー等の給与規程の改正について 

    第 5号議案  平成 29年度事業計画（案）について 

    第 6号議案  平成 29年度収支予算（案）について 

    第 7号議案  理事の選任について 

    第 8号議案  役員等報酬規程の新設について 

第 9号議案  役員等旅費規程の新設について 

    第 10号議案 役員等規程の一部改正について 

 

 

４．評議員選任・解任委員会 

 第 1回評議員選任・解任委員会 平成 28年 3月 7日（火） 

 議題 第 1号議案 評議員の選任について 
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【委員会・諸会議実施報告】 

 

①安全衛生委員会 … 安全及び衛生に関して必要な事項を協議する 

[報告事項] 

産業医による職員のための健康相談を月１回実施し、５人の職員が利用した。導入したストレ

スチェックの結果として、仕事量的負担と仕事のコントロールにおいては、全国平均とほぼ同

じで、過剰に負担となっていることは見られなかった。また、同僚の支援、上司の支援も得ら

れていると感じている職員が全国平均より高かった。高ストレスと判断された職員が全体の２

割いることについては、産業医から「施設という職場なので、ストレスがあると感じる職員が

いるのではないか。」とのことで、特に問題はなかった。 

職場環境の安全確認として、産業医とともに施設内巡回を実施した。職場環境の衛生のため、

部署内大掃除を年２回実施した。 

労災事故０件、時間外労働超過者０件、休職者０件、自然退職者１件 

 

②介護事故対策委員会 … 介護事故を防止し、安全なサービスを提供する体制の 確立に取

り組む 

[報告事項] 

千葉市への事故報告は４件で、２件は利用者自身によるケガ、２件は介助時に起こったケ

ガと誤嚥である。いずれも迅速に家族への連絡と謝罪、病院受診を行った。利用者自身によ

るケガであっても職員の見守り・声掛けの方法を見直した。利用者の障害や身体状況の理解

を深め、本人のペースに合わせて介助することを実施した。 

 

③感染症対策委員会 … 施設内感染の予防及び発生防止のための対策と職員教育 

[報告事項] 

感染症対策マニュアルの改訂、感染予防ポスターの掲示（手洗い、食中毒予防）、自己チェ

ックシートの改訂と年２回のアンケート実施、研修（６月食中毒、１１月インフルエンザおよ

びノロウイルス感染症）を実施した。 

 

④危機管理委員会 … ヒヤリハット・事故報告の検討と施設全体のリスクマネジメント 

[報告事項] 

 データ収集のために、事故報告書・ヒヤリハット報告書の様式を変更したが、総数のみの集

計で、分析までできなかった。リスクマネージャーの役割がわかりにくく十分機能できなかっ

た。委員・リスクマネージャーの役割を周知し、介護中はもちろん、設備を含む全体での危機

管理も強化しなければならない。 

事故が起きてから直ちに報告することと、事故が起きた部署内での検証は進めることができ

た。 
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⑤身体拘束廃止委員会 … 身体拘束のない介護の実践に向けた取り組み 

[報告事項] 

  

⑥虐待防止委員会 … 虐待に関する調査と検討 人権擁護・虐待防止のための職員教育 

[報告事項] 

虐待の早期発見、自身の振り返りをするための「職員セルフチェック」を７月・１０月・

１月に実施した。セルフチェックリストの集計結果から、虐待と思われる行為はなく市への

通報等はなかった。 

職員全体に向けて「虐待防止」の研修を実施し、「虐待」の内容、事例などの理解を深

め、利用者への声掛けなどに対しても注意し合える環境作りに取り組んだ。 

 

⑦防火委員会 … 防災計画の立案・実施と安全対策の推進 

[報告事項] 

避難訓練の計画、消防機器の自主点検、総合訓練と夜間想定訓練を実施した。今後は近隣

との共同訓練、津波想定、炊き出しなども組み込んだ訓練にしていきたい。また、消防署の

指示により、館内各所の避難誘導灯の必要有無の精査を行っていく。 

 

⑧食事提供会議 … 利用者の食事全般や衛生に関する取り組み 

[報告事項] 

 

⑨全体会議 … 全職員へ法人・施設の報告事項を伝える 

[報告事項] 

体調不良、急用以外の職員は会議に出席し、大規模修繕、介護記録システム入替、設備関係、

利用者関連等報告した。また、その時間を活用して、キャリアパス導入の説明会、ハピネス祭

りの打合せ、ストレスチェックの実施、ソフト食試食会を行った。 

 

 

 

 

 

低床ベッド（床から１５㎝）を２台新規購入し、ベッド柵を使用せずに過ごすことができ

るようになり、日々約２件身体拘束廃止することができた。 

身体拘束実施チェック表の運用状況の確認およびケース検討等を実施した。 

会議の進め方として、１回１回、内容が途切れないよう留意した。 

ケース検討は具体的かつさまざまな話題が提示、話し合われ意義深かった。 

給食委託業者も参加して、毎月、利用者の喫食状況の把握、食事形態・量の検討を行っ

た。行事メニューや防災食の検討、ソフト食の導入について職員の試食会を実施した。衛

生面では、ごみの処理や食器の片づけについて確認した。 
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【職員研修・実習生受け入れ実施報告】 

月 研 修 等 
実習生等  

受け入れ 

４月 － － 

５月 接遇マナー研修   移動・移乗の技術（初級） 

移動・移乗の技術（中・上級） きこえとことばの地域研修会 

介護実習 2名 

施設見学 10

名 

６月 

 

関ブロ職員支援力アップ研修 摂食指導研修会  

給食施設栄養・衛生管理研修会 さくらんぼの会月例会     

新入社員防火教室  新任事務担当者研修会 

社会福祉施設職員会計実務講座 新規学卒求人手続等説明会 

接遇推進者のための接遇スキルアップ研修  

袖ケ浦特別支援学校（学校公開・体育祭）      

施設見学 8名 

 

 

７月 就労支援セミナー  社会福祉法人制度改革セミナー 

全国身体障害者施設協議会研究大会  

障害者グループホーム新規開設セミナー 

千葉県身体障害者施設協議会・上級職員・看護職研修会 

介護等体験 

1名 

８月 発達障害児へのライフステージを通じた支援 

千葉県相談支援従事者初任者研修（講義） 

千葉県相談支援従事者専門コース別研修 

さくらんぼの会夏季集中訓練会 

介護実習 4名 

施設見学  

１0名 

９月 関東甲信越地区身体障害者施設職員研修大会 

平成 28年度社会福祉法人職員研修 

フードシステムソリューション 2016 

介護実習 2名 

 

10月 

 

 

 

 

第 46回全国社会福祉教育セミナー千葉 2016 

援助相談技術研修（面接技術） 

フォローアップ研修（家族支援） カンファレンスの開き方 

福祉職員キャリアパス対応生涯研修（ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ編） 

袖ヶ浦特別支援学校（ミニ集会） 

平成 28年度生浜地区部会勉強会 千葉市保健所研修 

平成 28年度社会福祉施設等における感染症予防講習会 

介護等体験 

3名(1名 12

月に変更) 

 

11月 全国身体障害者施設協議会職員スキルアップ研修会  

社会福祉法人制度改革対応セミナー 年末調整等説明会 

平成 28年福祉サービス苦情解決担当者・第三者委員研修会（基礎

編） 

福祉職員キャリアパス対応生涯研修（中堅職員編） 

平成 28年度千葉県障害者虐待防止・権利擁護専門研修 

虐待防止講演会  防災実務者研修（事業所向け） 

新会計実務者研修 

介護等体験 

4名 
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福祉職員キャリアパス対応生涯研修（新任職員編） 

千葉県身体障害者施設協議会職員研修会（事例発表会） 

12月 サービス管理責任者研修 

平成 28年度千葉県児童発達支援管理責任者研修 

第 8回千葉県障害者グループホーム大会 

介護技術向上研修Ⅰ（姿勢調整・食事介助） 

社会福祉法人制度改革対応セミナー（後期） 

福祉職員キャリアパス対応生涯研修（上級管理職員編） 

介護等体験 

4名 

 

1月 千葉市保健所病態栄養研修会 

平成 28年度退職共済制度実務研修会 

生涯特性をふまえた食事支援 

会計処理の基本的知識（基礎編） 

第 23回職員スポーツ大会 

社会福祉法人決算準備研修 

平成 28年福祉サービス苦情解決担当者・第三者委員研修会（実践

編） 

介護実習 2名 

 

2月 平成 28年福祉サービス苦情解決担当者・第三者委員研修会（実践

編） 

施設見学 9名 

3月 全国身体障害者施設協議会経営者セミナー 

介護技術の指導方法、伝え方 

新人職員とのコミュニケーションスキル 

おさえておきたい栄養最新事情 

生涯知識研修障害を持たれた方の地域で暮らしを支える～地域資

源・連携手法・法律～ 

施設見学 8名 

初任者研修 

実習１名 

 

研修等 

・キャリアパ制度を理解するため、全社協キャリアパス対応生涯セミナー等に参加した。 

・各種、千葉県主催の研修や社会福祉法人改革に伴うセミナー等に参加し、業務を進めるた

めの知識を習得した。 

・各関係機関との連携を深めるため、事業所間連絡会や研修会に参加した。 

・生活支援員の介護技術の向上のため、各種研修に参加した。 

 

実習生等受け入れ 

・介護等体験実習生を教職課程の一環として各大学から計１２名受け入れた。 

・介護実習生を京葉介護福祉専門学校から計１０名受け入れた。 

・初任者研修施設見学として４回実施し、㈱ふれあいサービスセンターから３５名受け入れ

た。 

・初任者研修実習生を㈱ふれあいサービスセンターから 1名受け入れた。 

・施設見学者を福祉人材センターから１０名受け入れた。 
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事 務 局 

 

１．事業運営 … 法人内の事業運営を管理し、事業の企画・調整を目的とする 

①各事業等の運営管理 

[報告事項] 

加算の届出及びサービス管理責任者、児童発達支援管理責任者の変更等、所管との調整事項

について滞りなく行った。児童通所支援事業については、開所後初めての実地指導があったが、

指摘・改善事項は無かった。 

職員・利用者の健康診断について齋藤労災病院が健診車で来訪し、受診をすることとなり、

業務効率が向上した。 

内部研修として、ＫＹＴ研修、食事の視点からのメンタルヘルスケア研修、感染症対策研修

を実施した。 

運転免許証を所持する職員が不足していたため、株式会社セントラルサービスに運転業務委

託をし、介護職員の業務負担軽減を行うと共に業務効率の向上と利用者増員による収益増を図

った。 

より低価格で運用でき、かつ情報共有できる介護記録システムに入れ替えた。 

利用率や収益性分析のため、営業部門会議を実施したが、定着しなかった。 

 

②各種規程の整備 

[報告事項] 

就業規則、給与規程について、以下の内容を改正した。 

休職及び欠勤期間の変更、特別有給休暇の追加、パートタイマー等の就業規則及び給与規

程の新設と、育児・介護休業法及び男女雇用機会均等法の改正に伴い、規程を改正した。 

キャリアパスフレームに対応した給与規程、パートタイマー等の給与規程を、平成２９年

４月から運用開始できるように改正した。 

車両運用、管理や事故措置等のルールを明確にするため、車両運行規程の新設と、委員

会活動を活発に行うため、危機管理に関する要綱、権利擁護に関する要綱を整備した。 

平成２９年度から施行される社会福祉法人制度改正に伴い、定款の改正から始まり、役

員等の報酬・旅費に係る規程の改正や整備を行うとともに新設される評議員選任解任委員

会細則を整備した。規程の整備を進める事と平行して業務改善や効率化を図る為、専門的

知識を有する税理士や社会保険労務士と連携してガバナンスの強化への対応を万全な形で

望めるようにした。 
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③財務規律の強化 

[報告事項] 

システム（ハード・ソフト）入替時期に伴い、人件費や業務の効率化を考え、給与業務の

アウトソーシングの実施、利用料回収システムの変更、介護記録・請求システムの導入等に

取り組んだ。 

 

 

 

④修繕計画に沿った施設設備の維持・管理 

[報告事項] 

防犯対策として、千葉市設備整備費補助金の申請を活用し、ハピネス浜野の正面玄関オート

ロック工事、職員通用口電子錠工事、防犯街路灯の設置工事を行い、ハピネス浜野・グループ

ホームセレニテ両施設にて防犯カメラ設置工事を行った。 

送迎車２台が経年劣化していたため、買い替えた。 

チェアインバスが経年劣化に伴う不具合で、安全確保のため買い替えた。 

ベッドの棚卸を実施した結果、経年劣化しているベッドが多数あった。その中から２台のベ

ッドを低床ベッドに入れ替えた。 

正面玄関と職員通用口の下駄箱を、多人数に対応できるものと買い替えた。 

大まかな修繕計画はあるが、具体的に年間計画に落としこめていなかったり、設備によって

は業者間との連絡調整がスムーズに進められない事もあったため、平成２９年度では細かい計

画を立て、業者についても精査をする必要があると感じた。 

 

⑤大規模修繕の実施 

[報告事項] 

工事期間：平成２８年７月２５日（月）～１１月３０日（水） 

工事対応業者：東海建設株式会社 

工事監理業者：株式会社色設計 

主に、外壁やバルコニーの張り替えや、防水、漏水工事を行う。工事期間中にハピネス祭り

を実施したが、祭りも工事全体も事故無く終了した。 

 

⑥地域との連携 

[報告事項] 

ハピネス祭りでは、町内会、諏訪神社奉賛会の方々の協力をいただき実施することができた。 

県身協加盟施設（５施設）に花台（９台）を贈呈した。 

浜野町内会の地域清掃活動や生浜地区運動会に参加した。 

諏訪神社の行事（秋祭り・初詣・豆まき）に参加した。 

地域住民と相談し千葉市へ働きかけ、諏訪神社前のカーブしている道路のガードレール交換

が実現したので、施設送迎車や住民の車が通りやすくなった。 

利用者の家族等から、施設に飾る鯉のぼり・生け花や音楽の活動で利用する花器や楽器等を

寄付していただいた。鯉のぼりは施設の駐車場に飾り、施設利用者や近隣の子供たちの喜ぶ姿
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が見受けられた。 

 

 

 

 

 

 

 

⑦キャリアパスの適切な運用 

[報告事項] 

４月より、キャリアパスフレーム（試作版）の仮等級で運用を開始した。各職種で職能要

件書をもとに次年度の本等級決定にむけて客観的評価を実施した。さらに、法人職員として

目指すべき姿を９つのモデル行動として掲げ、一年間を通じて毎月の自己評価と上司面談

を実施した。一年をかけて改良を重ね、階層・職位や業務レベルを設定し、任用・昇格条件

を整えたキャリアパスフレームが形となり、給与規程も改定し連動させることができた。職

員自らキャリアの構築に向けて取り組める体制を整えることができたので、次年度は適正

な運用に取り組みたい。 

 

 

 

２．防災計画 … 災害発生時における利用者の保護を目的とする。 

①利用者及び職員に対して、総合訓練及び夜間想定訓練を年１回以上実施し、防災の知識と行

動力を高める。 

②消防署等の専門知識がある方の立ち会いのもと防災訓練を実施する。 

③特殊な部分訓練に重点を置き、職員全員がマニュアルに沿った行動ができるようにする。 

地域住民及び消防署員との連携を強化し、災害時にお互いの協力体制を図れるようにする。 

 

[報告事項] 

夜間想定訓練を７月６日、総合避難訓練を２月１３日に実施した。 

避難訓練等で職員がすべき事をできておらず、何をするべきなのか分かっていない様子も

見られた為、マニュアルの周知、見直しを２９年度の防災委員会にて行って行く。 

事務局、防災委員会のメンバーであっても消防機器の取り扱い方を理解しきれていない為、

防災業者と協力し、全職員の防火へのスキルを高めて行きたい。 

地域と連携した訓練等の実施はできていないので、２９年度では地域との連絡を密にし、

訓練等を行える様に調整をしていきたい。 

消防署立入検査により、非常誘導灯が不要と思われる箇所があるとの事で精査し、不要箇

所の非常誘導灯を撤去していきたい。 

火災時におけるスプリンクラー設備の呼水槽、貯水槽内配管が錆びていることがわかり、

エラーが出て誤作動の危険性があることから、配管の取り換えを実施した。 
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ガス探知機、非常誘導灯バッテリー等、ハピネス浜野開所時より交換していない機器の交

換の必要性が高まってきている事から、２９年度に交換するよう計画した。 

災害時の飲料水確保として、キリンビバレッジ、コカコーラから各１台の自動販売機「災

害援護ベンダー」を導入した。 

 

 

 

 

３．広報活動 … 当施設の活動状況を広く周知させることを目的とする。 

①対象（新規利用者・現利用者・求人等）を明確にした広報活動の実施 

②ホームページを更新し、随時情報を提供する。 

 

[報告事項] 

新規採用者が知りたい情報（現職員の声や給与体系）等を盛り込んだ求人活動用の冊子を作

成し、就職フェア等で活用した。 

ホームページの仕様変更を業者に依頼し、スマートホンでも閲覧できるようにした。 

ホームページと Facebook を連動させ、利用者の画像使用承諾書に基づき、留意しながら行

事や活動内容を都度アップし、速やかな情報提供を実施した。 

インターネット上の安全確保のため、ウィルス対策等のセキュリティシステムを構築した。 

 

 

 

４．食事提供 … 利用者の状況に応じた食事の提供と栄養管理における食生活の向上を目的

とする。 

①食事形態を考慮し、家庭的な雰囲気の中で楽しい食事ができるように努める。 

②嗜好調査、意見箱「味ポスト」を設け、利用者の声を反映させる。 

③行事食や特別メニューを提供する。 

④行事食以外でも、利用者の希望を取り入れた食事会を計画する。 

⑤栄養ケアマネジメントを継続する。 

[報告事項] 

食事形態は会議等で話し合い、利用者の状況に合わせて適宜変更を行った。 

嗜好調査は年１回６月に行い、味やメニューのリクエストを取り入れた。 

行事食は季節のメニューを月１回のペースで提供し、その他ハピネス祭りやクリスマス

会、行事等に合わせた特別メニューを提供した。 

相談室からの提案で鍋パーティーを行った。好評だったので、介護職員とも連携し、行事

食以外の食事会を年に１～２回程度増やせると良いと思う。 

体重が急激に減少してしまった方が複数人いた。その方達へはエネルギー量を増やした

食事の提供、あるいは食べやすい環境作りを介護職員と相談していく。逆に体重が増え続け

ている方も見られるため、こちらは普段の生活状況を調査し、医務と連携してご家族への働

きかけも行っていきたい。 
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障害者支援施設ハピネス浜野 

（生活介護・施設入所支援・短期入所） 

 

基本方針 

・利用者および家族、地域との信頼関係の構築に努め、利用者の立場にたった支援を提供す

る。 

・利用者の特性を理解し、安全かつ統一されたサービスを提供する。 

・充実した生活の場となるよう、利用者のニーズを個別性のあるサービスへ反映させる。 

 

 

【利用者年齢構成】                   平成２９年３月３１日時点 

 １０代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代 計（人） 

入所 

利用者 

男 0 0 2 4 7 2 0 15 

女 0 0 4 3 3 4 3 17 

短期 

利用者 

男 8 6 4 2 4 0 1 25 

女 3 1 3 2 3 0 0 17 

通所 

利用者 

男 8 7 4 １ 2 0 ０ 22 

女 1 2 4 １ 1 １ 0 10 

計 20 16 21 13 20 7 4 101 

 

【利用者平均年齢】 

入所利用者 51歳 

通所利用者 33歳 
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生 活 介 護 

 

サービス方針 

・安全な介護サービスを提供できるよう、情報の共有を図り、職員間の連携を高める。 

・利用者自身で選択・決定できるよう活動内容の充実を図る。 

目 標 

・利用者一人ひとり個別性の高い活動を実施する。 

 

[報告事項] 

生活介護部門会議・入所部門会議を通じて、個別性の高い活動の提供を考え、平成２９年

度の定着に向けてサークル活動の計画と、入浴日・時間の変更を実施した。従来、生活介護

の括りで、入所、通所合同で実施していた入浴（機械浴）を午前通所、午後入所と分け、入

所の曜日を火・金にすることで、利用者の活動時間の充足を図ることができた。サークルは、

利用者が好きなものを選択し、自由に参加できるようにした。内容は利用者の要望で、音楽、

お菓子作り（料理）手工芸、園芸、日曜大工、美容の６つから実施することとした。各サー

クルで計画書を作成し、実施することで改善をしながら利用者が楽しんで参加できるようさ

らに努力していきたい。 

送迎専門の派遣ドライバーを活用し、広範囲に渡り利用者送迎を実施することにより、利

用者の増員を図ることができた。 

 

【当初予算対比】 

 実 績 予 算 当初予算対比 

利用者延べ人数（名） 14,126 14,737 △611（95.8％） 

１日あたり平均利用者数（名） 54.5 56.9 △2.4（95.8％） 

事業収入（千円） 205,748 208,797 △3,049（98.5％） 

 

【直近５年間の利用者の推移】 

 28 年度 27 年度 26 年度 25 年度 24 年度 

利用者定員（名） 60 60 60 60 60 

１日あたり平均利用者数（名） 54.5 53.0 50.4 48.6 47.5 

稼働率（％） 90.1 88.3 84.0 81.0 79.2 

稼動日数（日） 259 259 258 259 256 

利用者延べ人数（名） 14,126 13,731 13,026 12,587 12,150 
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事業収入（千円） 205,748 202,374 177,042 175,472 178,115 

１人あたり利用単価（円） 14,565 14,738 13,591 13,941 14,660 

平均障害支援区分 5.3 5.2 5.2 5.4 5.5 

 

施 設 入 所 支 援 

 

サービス方針 

・利用者の自立に向け、生活の質を高めるため、日常のあらゆる環境を整える。 

目 標 

・利用者の心身の変化に応じた適切な対応に努める。 

 

[報告事項] 

入所部門会議で、業務改善やサービスの質の向上、自立に向けた取り組みについて話し合

った。そこでコーヒーメーカーと給茶機を導入し、お茶を好きな時に飲んでもらえるように

した。それによって自分でできること、自由に楽しめることを増やすことができた。 

近所にコンビニができたので、土日に散歩のついでに買い物ができるようになり、活動範

囲が広がった。また、２～３人で個別に外出活動も実施した。 

不在者投票のできる施設として千葉県より認可を受けたので、千葉県知事選挙で６名が投

票した。 

体調の変化により、入院となった利用者が数名、骨折等のケガをした利用者が２名おり、

日頃の身体状況や行動の観察と日々の記録が大切だと改めて認識した。医務室との連携を図

り、利用者の健康状態により気をつけながら、サークル活動や個別に取り組んでいる活動を

応援し、その人らしい充実した生活を送れるよう支援したい。 

 

【当初予算対比】 

 実 績 予 算 予算対比 

利用者延べ人数（名） 11,340 11,608 △268（97.7％） 

１日あたり平均利用者数（名） 31.1 31.8 △0.7（97.8％） 

事業収入（千円） 66,938 64,673 2,265（103.5％） 

 

【直近５年間の利用者の推移】 

 28 年度 27 年度 26 年度 25 年度 24 年度 

利用者定員（名） 32 32 32 32 32 

１日あたり平均利用者（名） 31.1 31.0 31.3 31.4 31.2 

稼働率（％） 97.2 96.9 97.8 98.1 97.5 

稼動日数（日） 365 366 365 365 365 

利用者延べ人数（名） 11,340 11,342 11,451 11,456 11,401 

事業収入（千円） 66,938 66,381 67,593 70,047 76,121 
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１人あたり利用単価（円） 5,903 5,852 5,903 6,114 6,677 

平均障害支援区分 5.3 5.2 5.1 5.1 5.5 

 

 

 

医 務 室 

サービス方針 

・利用者の安心・安全を確保するために健康管理に努め、異常の早期発見、健康保持のための

適切な措置を講じる。 

 

[報告事項] 

 

 

訓 練 室 

サービス方針 

・利用者が心身ともに快適に過ごすため、異常の早期発見に務める。 

・本人の意思を尊重したサービスの提供を心掛ける。 

・利用者の身体機能の維持のため、日常の活動を適宜、評価、報告、提案する。 

・定期的にリハビリテーション実施計画書を見直す。 

[報告事項] 

臨時および定期通院の付き添い対応…定期通院は月平均 28 件で約 3 割を施設対応、臨時通

院は月平均 3件で施設対応、救急車対応は年間 3件であった。 

日々の体調管理と服薬管理…1月にインフルエンザ A型の発症があり利用者 9 名、職員 6名

が感染。発症から約 2 週間で終息し、2月に単発で 3件あった。また、月に１度嘱託医が施設

を訪問し、利用者の健康状態を把握した。 

嘱託歯科医訪問歯科診療…生活介護と入所で 31名が受診。月 2回の診療で検診と歯石除去、

虫歯治療や入れ歯の作製などが実施された。利用者自身での口腔ケアが十分でないため受診を

月 1回に増やし歯磨き指導を強化した。 

がん検診等の受診対応…大腸がん検診 10名、肝炎検査 2名実施。 

インフルエンザワクチン接種の対応…11月に入所 31名実施。今年度は肺炎球菌ワクチ 

ン接種の対象者はなし。 

利用者の病状変化に伴い医療ケアの拡大…間欠導尿、尿留置カテーテルの交換と管理、経管

栄養、ネブライザー吸入、気管内および口鼻腔内吸引、呼吸器管理など。 

体重変化の観察と栄養マネジメントの実施 

健康診断実施と結果フォロー…健康診断入所 32 名とショート利用者 2 名が実施。結果につ

いては要治療・要精検の有所見者は 10 名であった。嘱託医および家族を通じ主治医への連絡

を実施した。 

今後さらに医療ケアの必要度が増してくる。また加齢に伴う疾患もあるため疾病予防に力を

入れ、サービスの低下をきたさないよう努めていきたい。 
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単なるやって差し上げる機能訓練にならないよう留意した。 

補装具の新調・修理にあたっては身体機能と日常の使いやすさに留意した。 

 

 

短 期 入 所 

サービス方針 

・利用者及びその家族が安心して利用できるよう関係機関との連絡調整に努める。 

・緊急な場合にも速やかな対応を心がけ、利用者のニーズに合わせた環境と介護サービスの提

供に努める。 

目 標 

・利用者や家族の生活状況に応じ、希望に沿って利用できるよう調整に努める。 

[報告事項] 

緊急利用が必要な利用者へのベッドコントロールがスムーズに行えるよう調整を図っ

た。 

利用者が安心して安全に過ごせるよう、関係機関、職員との連携を密に取り、ケース会議

を活用して情報共有を図った。 

 

【当初予算対比】 

 実 績 予 算 予算対比 

利用者延べ人数（名） 2,088 1,860 228（112.3％） 

１日あたり平均利用者数（名） 5.7 5.1 0.6（111.8％） 

事業収入（千円） 19,402 16,679 2,723（116.3％） 

 

【直近５年間の利用者の推移】 

 28 年度 27 年度 26 年度 25 年度 24 年度 

利用者定員（名） 6 6 6 4 4 

１日あたり平均利用者数（名） 5.7 5.6 4.7 3.3 2.6 

稼働率（％） 95.0 93.3 78.3 82.5 65.0 

稼動日数（日） 365 366 365 365 365 

利用者延べ人数（名） 2,088 2,034 1,731 1,203 964 

事業収入（千円） 19,402 17,861 14,888 9,863 8,019 

１人あたり利用単価（円） 9,292 8,781 8,601 8,199 8,318 

平均障害支援区分 5.1 5.1 5.3 5.1 4.5 
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【利用者行事等実施報告】 

月 行 事 場 所 行事食・その他 

4月 外出活動（お花見） 大百池公園 お花見松花堂弁当 

5月 千葉市障害者スポーツ大会 

(8日)                        

外出活動 （サーカス）                   

青葉の森陸上競技場                              

 

アリオ市原 

節句メニュー 

6月 オセロ大会（22日） 千葉市ハーモニープラザ 産業現場実習１名 

7月 七夕飾り １階（ねむの木広場） 七夕メニュー 

産業現場実習２名 

8月 利用者懇話会（25日） 3階（すずかけ）食堂 
 

9月 ハピネス祭り（10日） ハピネス浜野 お祭りメニュー 

10月 ハーティーコンサート（12日） 

外出活動 

かずさアカデミアパーク  

大百池公園 他 

ハロウィン 

産業現場実習２名 

11月 外出活動 

 

青葉の森公園  

アリオ蘇我  

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種 

利用者健康診断 

産業現場実習 1名 

12月 利用者懇話会・鍋パーティー

（17日） 

クリスマス会（21日） 

外出活動 

１階（ねむの木広場） 

 

１階（ねむの木広場） 

アリオ蘇我 

産業現場実習 2名 

冬至メニュー 

年越しそば 

1月 諏訪神社初詣（1日） 

外出活動（初詣） 

諏訪神社 

成田山新勝寺          

おせち料理 

七草粥 

2月 諏訪神社節分会（３日） 

 

諏訪神社 

3階食堂（すずかけ） 

１階（ねむの木広場） 

 

節分メニュー 

バレンタイン 

産業現場実習 1名 

 

3月 千葉県知事選挙不在者投票 

（22日） 

ハピネス浜野会議室 利用者健康診断 

ひな祭りメニュー 

産業現場実習 1名 

毎月 

 

 

 

 

【理美容】 

アラモード、ハピネスサポート、髪人（第３月曜・第２火曜） 

【ボランティア活動】 

生け花（第１月曜） 音楽を楽しむ会（最終水曜） 紙芝居(第２水曜) 

車いすダンス（第２・第４月曜） リズム体操（第４木曜） 
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パソコン（第１木曜・第２火曜） 

【サークル活動】 

お菓子作り（４,6,8,10,12,2,3月実施） 

【その他】体重測定（１回）嘱託医診察（１回） 

みんなの声ポスト確認（月初）  味ポスト（随時） 

 

産業現場実習 

桜が丘特別支援学校、袖ケ浦特別支援学校、市原特別支援学校から高等部の実習生を計８

名生活介護部門で受け入れた。 

外出活動 

生活介護部門： サーカス（アリオ市原） 

入所部門：サーカス（アリオ市原）買い物（アリオ蘇我、イオン鎌取、Mr．MAX） 

カラオケ、ドライブ（大百池公園、青葉の森公園）映画鑑賞（ユニモちはら台） 

ハピネス祭り 

地域の協力を得て、ボランティアによる演目や屋台メニューを楽しんだ。 

クリスマス会 

 ねむの木広場で、利用者と職員で楽器演奏の発表を行うと共に、クリスマスに合わせた食

事を楽しんだ。 

行事食 

季節感を取り入れたお弁当、利用者から味ポストへのリクエストメニューを実施した。 

利用者懇話会 

入所利用者と職員が集まり、お茶を飲みながら意見交換を行った。また、１２月にはグル

ープホームセレニテの入居者とハピネス浜野入所者合同で、保護者会のボランティアの協力

のもと、「ちゃんこ鍋パーティー」を実施し、懇親を深めた。 

オセロ大会 

利用者から４名を選抜し、1名が個人勝ち抜きトーナメントで 5位入賞。団体戦Ⅰ部で優勝

し、優勝トロフィーと 50回記念大会優勝盾が授与された。 

ハーティーコンサート 

利用者４名が出場し、音楽やゲームを通じて他施設利用者との交流を図った。 

リズム体操ボランティア 

ボランティア主導で季節の歌に合わせ、楽器でリズムを取りながら歌ったり体を動かした

りして楽しんだ。 

車椅子ダンスボランティア 

音楽に合わせて車椅子でのダンスを楽しんだ。 

パソコンサークル 

利用者個人のニーズに基づき、パソコンの指導を受けた。 

生け花ボランティア 

生花が一番良い表情になるように花瓶へ活け、ロビーへ飾るなどして施設内を彩った。 

歌を楽しむ会 

 ボランティアの楽器演奏と歌声に合わせて一緒に歌を歌い、練習の成果をクリスマス会で
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披露した。 

紙芝居 

 自転車に紙芝居を乗せ、衣装を着たボランティアの演じる紙芝居を楽しんだ。 

 

 

【利用者週間活動実施報告】 

    午 前 午 後 

月曜日 

 

ラジオ体操 レクリエーション 介

助浴（男性～１0月） 機械浴(男女)    

機能訓練 

各種活動 機能訓練 

 

火曜日 

 

 

ラジオ体操 レクリエーション 

機械浴 (男女)  介助浴（女性） 

機能訓練 

機械浴（男女）介助浴（男性） 

各種活動 機能訓練 

水曜日 

 

ラジオ体操 レクリエーション 

機械浴（男女） 

機能訓練 

各種活動  

誕生日会（最終週） 

機能訓練 

木曜日 

 

 

ラジオ体操 レクリエーション 

機械浴（男女） 

機能訓練 

各種活動 機能訓練 

訪問歯科（施設入所支援利用者のみ） 

金曜日 

 

ラジオ体操 レクリエーション 

機械浴（男女）介助浴（女性） 

機能訓練 

機械浴（男女）介助浴（男性） 

各種活動 機能訓練 

土曜日 

 

ラジオ体操 レクリエーション 

居室内環境整備 

余暇活動  外出活動 

居室内環境整備 

日曜日 

 

ラジオ体操 レクリエーション 

居室内環境整備 

余暇活動  外出活動 

居室内環境整備 

 

 

【ヒヤリハット・事故報告】 

１）ヒヤリハット 

内 容 件数 前年度件数 

転倒 ２件 １１件 

転落   １件 １件 

ずり落ち   ５件 ７件 

加害行為   ０件 １件 

服薬ミス  ５件 ４件 

傷害   ３件   ３件 

器物破損  ０件   １件 
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２）事故報告   ①～④は千葉市事故災害報告事項 

内 容 件数 前年度件数 

転倒 ２４件（①④） ３４件（うち１件

☆） 

転落 ２件  １０件 

ずり落ち  ９件 １０件 

加害行為   １件   ６件 

服薬ミス  ９件 ２０件 

傷害 １０件（②） ２３件 

器物破損 ７件   ６件 

送迎中 ３件  ３件 

誤嚥  1件（③）  ０件 

その他 １８件 ３９件 

合計 ８４件 １５１件 

 

 

千葉市事故報告詳細 

①転倒・裂傷事故（男性 42歳）  

平成 28年 8月 14日（日曜日）16時 10分、2階トイレ内にて発生。 

  トイレ内でうつぶせに倒れて左まぶたより出血しているところを生活支援員が発見。発

見時、トイレのドアが閉まっており、照明もついていなかった。車いすが手の届かないド

ア付近にあったが、いつもなら車いすまで這って移動するが、午前中より傾眠傾向があ

送迎   ２件   ２件 

その他  ２２件   ０件 

合計 ４０件 ３０件 
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り、移動の際バランスを崩し、洗面台にぶつけたか、床に倒れこみけがをしたと考えられ

る。家族に報告した際、母よりトイレで発作が起きたのではないかと助言があった。協力

病院受診し、３針縫合の処置を受ける。一週間ほどで傷も回復し、本人の自発行動を確認

している。 

 

 

②骨折事故（男性 38歳） 

平成 28年 8月 30日（火曜日）10時 10分、2階食堂にて発見。 

  食堂にて看護師が本人の右足かかとの保護ガーゼを交換中、甲の腫れと足裏から第Ⅳ趾

付け根にかけて内出血に気づく。圧迫時に痛みがあることから、整形外科受診し、第Ⅳ趾

を主に第Ⅱ趾、第Ⅲ趾の中足骨遠位部の骨折と診断され、家族に報告する。発生原因は、

職員に聞き取り調査をしたが、事実確認ができかった。１ヶ月ほど保存治療し、移動時や

座位姿勢を保持する介助方法の見直しを行った。 

 

 

 

 

 

③誤嚥事故（男性 23歳） 

  平成 29年 2月 20日（火曜日）12時 15分、１階食堂にて発生。 

 生活支援員が昼食介助中、周囲の会話に本人が笑い出し、ペースト食を喉につまらせたと

みられ、呼吸困難になる。一時意識消失、顔面蒼白となる。看護師、生活支援員がタッピ

ング、吸引、酸素吸入などの処置を行うとともに救急車を要請し、到着した救急隊員の指

示で処置を継続し、自発呼吸も微弱ながら回復する。家族に連絡し、かかりつけ病院へ搬

送後、入院となる。肺炎が懸念されるので治療をし、１週間ほどで退院となる。嚥下状態

をよく観察しながら介助をしている。 

 

 

④転倒・裂傷事故（男性 51歳） 

平成 29年 3月 29日（水曜日）12時 50分、２階エレベーター内にて発生。 

他利用者がエレベーターに乗ろうと操作し扉が開くと、内部奥で本人がうつ伏せに倒れて

いるのを発見。生活支援員が駆けつけると、右眉上部が切れており、出血していた。本人

に確認すると、車椅子からずり落ちそうになったため、自分で体勢を整えようと立ち上が

った時にバランスを崩し、車椅子から転落、転倒したとのこと。看護師が、患部の確認を

行い、止血、消毒、ガーゼ保護の処置。家族に連絡後、協力病院を受診し、５針縫合の処

置を受ける。頭部ＣＴの結果は異常なし。処置後から、普通生活する。移動はフリーの利

用者なので、声掛けにより座位姿勢と行先を確認している。 

 

【苦情等について】 
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「みんなの声」ポストで利用者からの意見を吸い上げ、各部署で検討するとともに、 

利用者や家族に対し迅速な連絡と丁寧な説明を心がけて、コミュニケーションを図るよ

う取り組んだ。苦情は０件であった。 

 

 

 

 

 

 

 

相談支援事業所ハピネス浜野 

（計画相談支援・障害児相談支援） 

 

支援方針 

・地域生活が円滑に行えるよう相談者の希望に沿った計画・立案することで、充実した福祉

サービスが受けられるよう支援する。 

・法制度の変動を踏まえ、各関連機関との連携を図り、迅速な対応に努める。 

目 標 

・障害児・者や家族の思いをくみ取った丁寧な対応に努める。 

・施設内外での研修や勉強会に参加し、スキルアップを図る。 

 

[報告事項] 

計画相談の対応については、相談員の体制などを考慮しながら新規契約は１８件対応

し、利用者・家族と向き合いながら相談支援を行った。 

困難事例と思われる利用者・家族に対し、担当区の障害支援課・社会福祉協議会・地域

包括支援センター・訪問介護事業所等と連携を図りケース会議を行い、成年後見人の方と

地域で暮らすことについて検討、情報共有と支援実施を行った。 

対応利用者の千葉市から他市・県等への転居において、他相談支援事業所へ引き継ぎを

行い、利用者がサービスにおいて不利益な事態にならないよう努めた。 

千葉県実施のスキルアップ研修に参加し、各種障害の理解と地域生活において相談支援
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【当初予算対比】 

 実 績 予 算 予算対比 

計画相談支援事業収入（千円） 2,886 3,003 △117（ 96.1％） 

障害児相談支援事業収入（千円） 940 500 440（188.0％） 

合 計 3,826 3,503 323（109.2％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【直近５年間の利用者の推移】 

（計画相談支援）※平成 24 年 6 月 1 日事業開始 

 28 年度 27 年度 26 年度 25 年度 24 年度 

計画書作成件数（件） 87 72 106 52 8 

モニタリング件数（件） 155 178 105 52 12 

新規契約件数（件） 12 21 51 46 8 

3 月 31 日時点契約件数（件） 112 100 89 54 8 

事業収入（千円） 2,886 3,130 3,211 1,559 332 

 

 

 

（障害児相談支援）※平成 27 年 2 月 1 日事業開始 

 28 年度 27 年度 26 年度 25 年度 24 年度 

計画書作成件数（件） 26 12 2 － － 

モニタリング件数（件） 81 17 0 － － 

新規契約件数（件） 6 10 2 － － 

3 月 31 日時点契約件数（件） 18 12 2 － － 

の充実を図れるように努めた。 



- 31 - 

 

事業収入（千円） 940 470 34 － － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グループホームセレニテ 

（共同生活援助） 

基本方針 

・地域において自立した生活を営むことができるよう、入居者の心身状況等に応じたサービス

の提供に努める。 

・本人のニーズ、能力に合わせた日常生活が送れるよう各事業所と連携を図る。 

サービス方針 

・入居者同士の思いをくみ取りながら、楽しく、安全に生活できるよう援助する。 

・共同生活における暮らし方を入居者と共に構築できるよう援助する。 

目 標 

・生活環境に慣れ、生活スタイルを確立できるよう援助する。 

・利用者主体で行事の計画を立て、実施する。 

[報告事項] 
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利用者の日中活動先の変更や、スケジュール変更に伴いセレニテでの送り出し・入浴時間な

どの調整を行い、状況に応じてサービスの提供に努めた。 

利用者自身が取り組めることは、取り組めるように支援を行い、利用者の生活能力の維持・

向上を目指した。 

体調管理では、昨年度は体重の増加が数名見られたが、年間を通じ徐々に減量をして平均体

重に近づいているので今後も様子を見る。１名が体重増量してきており、糖尿の既往歴もある

ので、今後は注視していく必要がある。 

行事は利用者の希望なども取り入れ、外出やバーベキューなど計画を立て実施した。 

 

【入居者年齢構成】                   平成２９年３月３１日時点 

 １０代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代 計（人） 

ｾﾚﾆﾃ 

入居者 

男 0 1 0 1 1 0 0 3 

女 0 1 0 2 0 0 0 3 

計 0 2 0 3 1 0 0 6 

 

【当初予算対比】 

 実 績 予 算 予算対比 

利用者延べ人数（名） 2,086 2,113 △27.0（98.7％） 

１日あたり平均利用者数（名） 5.7 5.8 0.1（98.3％） 

事業収入（千円） 17,477 15,284 2,193（114.3％） 

 

 

 

【直近５年間の利用者の推移】 

 28 年度 27 年度 26 年度 25 年度 24 年度 

利用者定員（名） 6 6 － － － 

１日あたり平均利用者数（名） 5.7 3.4 － － － 

稼働率（％） 95.0 56.7 － － － 

稼動日数（日） 365 336 － － － 

利用者延べ人数（名） 2,086 1,152 － － － 

事業収入（千円） 17,477 8,949 － － － 

１人あたり利用単価（円） 8,378 7,955 － － － 

平均障害支援区分 3.4 3.2 － － － 

 

【活動実施報告】 

月 活  動 場 所 

4月 花見 大百池公園 

6月 バーベキュー セレニテ 
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10月 
ハピネス祭り ハピネス浜野 

諏訪神社祭礼 諏訪神社 

11月 紅葉狩り 泉自然公園 

12月 鍋懇話会 ハピネス浜野 

12月 クリスマス会 セレニテ 

土日 浜野周辺の散歩・買い物・お菓子作り等 

 

【ヒヤリハット・事故報告】 

内容 事故件数 ヒヤリハット件数 

転倒 ６件 ０件 

転落 ０件 ０件 

ずり落ち ０件 ０件 

服薬ミス ０件 １件 

器物破損 ０件 １件 

送迎中 ０件 ０件 

その他   ０件   ５件 

合計   ６件   ７件 

  

 

 

児童通所支援事業所ハピネス浜野 

（児童発達支援・放課後等デイサービス） 

 

基本方針 

・子供の気持ちを尊重し、楽しく過ごせる居心地のよい場所を提供する。 

・心身の健やかな成長と、集団生活における基礎を培い、地域で豊かに生活することを目指す。 

・ご家族、ご本人が安心して生活できる様支援する。 

 

【当初予算対比（児童発達支援事業＋放課後等デイサービス）】 

 実 績 予 算 予算対比 

児童発達支援利用者延べ人数（名） 87 240 △153（ 36.3％） 

放課後デイ利用者延べ人数（名） 740 640 100（115.6％） 

合 計（名） 827 880 △53（ 94.0％） 

児童発達支援１日あたり平均利用者数（名） 0.3 0.9 △0.6（33.3％） 
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放課後デイ１日あたり平均利用者数（名） 2.9 2.8 0.1（103.6％） 

合 計（名） 3.2 3.7 △0.5（86.5％） 

児童発達支援事業収入（千円） 877 4,025 △3,148（ 21.8％） 

放課後デイ事業収入（千円） 9,790 9,411 379（104.0％） 

合 計（千円） 10,667 13,436 △2,769（ 79.4％） 

 

【直近５年間の利用者の推移（児童発達支援事業＋放課後等デイサービス）】 

※平成 27 年 10 月事業開始 

 28 年度 27 年度 26 年度 25 年度 24 年度 

利用者定員（名） 5 5 － － － 

１日あたり平均利用者数（名） 3.2 2.2 － － － 

稼働率（％） 64.0 44.0 － － － 

稼動日数（日） 259 128 － － － 

利用者延べ人数（名） 827 281    

１日あたり平均利用者数（名） 3.2 2.2 － － － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児 童 発 達 支 援 

 

サービス方針 

・心身の発達を促すため、個別的、集団的に適切な支援を行う。 

・療育、機能訓練、医療的ケア（吸引、経管栄養など）、相談支援などを提供する。 

・幅広いニーズに応えられるよう、保育士、理学療法士、看護士などが連携して取り組む。 

・個別支援計画に基づき、一人ひとりの発達に合わせた個別支援を行う。 

目 標 

・様々な経験を積み重ね、遊びの中から自発性や、自己表現力を育てる。 

・療育やリハビリを通じて、持っている力を発揮できるよう取り組む。 

・集団での活動により、家族以外の大人や子供同士の関わりを広げる。 

 

[報告事項] 
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個別支援を中心に、玩具等を使用した感覚遊び、絵本の読み聞かせ、外気浴等を組み合わ

せて療育を実施した。今後、利用児複数で相互に関われる場面を創設していきたい。家族

へ、療育や関係機関に関する情報を提供し、コミュニケーションを図った。 

個別支援計画に基づいた支援及び連携が不十分であった為、今後、計画内容を精査した上

で、適切な支援につなげていきたい。 

 

【直近５年間の利用者の推移】 

 28 年度 27 年度 26 年度 25 年度 24 年度 

１日あたり平均利用者数（名） 0.3 0.1 － － － 

稼動日数（日） 259 128 － － － 

利用者延べ人数（名） 87 2 － － － 

事業収入（千円） 877 18 － － － 

１人あたり利用単価（円） 10,080 9,000 － － － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放課後等デイサービス 

 

サービス方針 

・ご家族、学校との連携を密に、本人にあった支援を提供する。 

・幅広いニーズに応えられるよう、保育士、理学療法士、看護師などが連携して取り組む。 

・一人ひとりの、ニーズにあわせた支援を行う。 

目 標 

・一人ひとりの状態に合わせながら、快適な時間を送れるよう配慮する。 

 

 

[報告事項] 
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児童の特性に応じて、玩具等を使用した感覚遊び、風船バレーやボッチャ等の運動、ゲーム、

音楽活動、装飾物等の製作活動、DVD鑑賞、外出等の活動を実施した。 

感覚遊びでは、音、色、手触りなどを繰り返し楽しむ姿が見られた。運動では、声や笑顔も

見られた。季節感を取り入れたポスターや折り紙で壁面装飾を毎月作成した。外出では、社会

活動の目的で、ショッピングモールに出かけて買い物を実施した。クッキー作りにも挑戦し、

自分たちで作ったものを食べるおいしさも味わった。 

しかし、集団活動を主にすることが多く、個別支援計画に基づいた支援が不十分であった。

今後、計画内容を精査した上で、適切な集団・個別支援につなげていきたい。 

 下校後の児童の疲労度を見極め、横になって休息時間を多く取り、体調管理に努めた。 

医療的ケアが必要な児童のサービス利用や利用に関する相談が増加傾向にあるので、家族、

学校との連携を強化し、安心・安全な対応に努めていきたい。 

 

 

【直近５年間の利用者の推移】 

 28 年度 27 年度 26 年度 25 年度 24 年度 

１日あたり平均利用者数（名） 2.9 2.2 － － － 

稼動日数（日） 259 128 － － － 

利用者延べ人数（名） 740 279 － － － 

事業収入（千円） 9,790 3,335 － － － 

１人あたり利用単価（円） 13,230 11,953 － － － 

 

 

 

 

 

 

 

 

【行事等実施報告】 

月 行事内容 場 所 

８月 ハピネス祭り                                 

外出活動（ドライブ・ショッピング） 

ハピネス浜野        

イオンモールおゆみ野

（サーティーワン） 

蘇我グローボ   

（二木の菓子） 

１１月 ハロウィン（仮装） ねむの木広場 
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２月 
諏訪神社節分会（豆まき） 

バレンタインデー（おやつ作り） 

諏訪神社 

ねむの木広場 

＊月間活動：壁面装飾作成  

＊週間活動：個々の状況にあわせた活動提供 

（散歩、ＤＶＤ鑑賞、ゲーム、ボーリング、ペープサートなど） 

 

 

【ヒヤリハット・事故報告】 

内容   事故 ヒヤリハット  

テーブル返却忘れ  ２件    ０件 

ベルト返却忘れ   １件    ０件 

むせ込み    ０件   １件 

      合計   ３件 １件 

 

 


