
平成 27（2015）年度事業報告 

 1 / 7 

 

 

平成27(2015)年度事業報告書 

 

                           社会福祉法人 シャローム福祉会 

指定就労継続支援Ｂ型事業所 シャローム 

 

１. 活動状況  

  

 平成２７年度の重点課題として「制度の変化への理解と家族や他機関との連携の強化」

「園芸活動の充実とハーブを使った商品開発」「六番町の雑貨屋さんとハーブガーデンでの

活動の再確認」「日帰り旅行」の４つをあげていました。 

 それらとは別に、グループホーム建設に向けて、具体的に動き始めました。 

 

制度の変化への理解の深化と家族や他機関との連携の強化 

・経過期間を経て、今年度からサービス等利用計画が必須となりました。計画相談支援サー

ビスを利用する方もいますが、シャロームの利用者の大半はセルフプランを選択しました。 

・セルフプラン作成のために、利用者と家族に対して、個別の相談と合わせて、全体の説明

を行いました。 

・障害程度区分から障害支援区分への変更もあり、認定調査をシャロームで行うケースもあ

りました。 

・ガイドヘルプ事業所や障害者地域生活支援センターなどと、必要に応じて個別に支援会議

を持ちました。 

 

園芸活動 

・２年目になり、水やりや挿し芽などの作業の手際が良くなりました。 

・ハーブや花に加えて、野菜も栽培。大型のプランターや植木鉢を増設。 

・今年も利用者家族がトマトやキュウリを植え付けてくださったが、今夏は自分たちでもナ

スとピーマンを栽培し、収穫、そして調理実習時に食べるという一連の流れを体験しました。 

・ハーブの「におい袋」作りが本格化。 

・六番町に通う途中、新湊川沿いの緑道の清掃活動。 

 

六番町の雑貨屋さんでの活動 

・前年度の売上が低かったため、今年度は寄贈物品の確保に努めましたが、商品と客のニー

ズとのマッチングが課題。 

・日ごろ、接客にかかわっている利用者は、イベント等外部での販売活動においてもスムー

ズな対応ができるようになっています。 

 



平成 27（2015）年度事業報告 

 2 / 7 

 

 

日帰り旅行（７月２日） 

・西脇市のフォルクスガーデン黒田庄と多可町のラベンダーパーク多可へのバス旅行。 

・都市農村交流バス助成制度を利用。 

・利用者（１２名）、保護者（４名）、ボランティア（２名）が参加。 

 

情報公開 

・ブログに事業報告書と財務諸表を６月に掲載。 

・ホームページを作成し、財務諸表と事業報告書を掲載。 

・ホームページ作成した旨は神戸市に報告し、社会福祉法人現況報告書にURLを記載してい

ますが、監査指導課の社会福祉法人一覧にリンクは貼られていません（5月10日現在）。 

・シャロームだより第５５号を８月に発行し、ブログとホームページのＵＲＬを公表。１２

月には第５６号、３月に第５７号を発行。 

 

その他 

・監事監査が５月７日にありました。 

・５月の第３５回理事会・評議員会にて理事・評議員の改選がありました。 

・理事会・評議員会は、５月、１１月、３月に開催。 

・シャロームのパンフレットを作成。 

 

グループホーム作り 

・５月の第３５回理事会・評議員会で事業計画を立てるようにとの発言がありました。 

・家族との勉強会を８月と１０月に開催。その間、「ケアホーム宙」（神戸市中央区）、

「やまぼうしの家」（東大阪市）を見学し、「シティライト」（神戸市兵庫区）から助言を

受けました。神戸市に対しては、１０月に障害者支援課と計画について協議し、資金調達以

外の面では一応の了解を得ています。 

・１２月、家族と積水ハウスとの話し合いは建設にかかる費用について折り合いがつかず、

別の建築士に設計を依頼。 

・１月に利用者と家族と職員が、東灘区の「わっはの家」を見学。 

 

 

２．利用者数  

 

・４月は登録者数１３名。 

・８月から利用者が一人増えましたが、当初から移籍を勧め、目標の３ヶ月間で無事に移籍でき

ました。１１月６日で契約終了。 

・１０月後半から週１日・半日のみ通所する利用者がいます。 
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３．開所日・開所時間  

 

・月曜から金曜の午前９時３０分から午後４時がサービス提供時間。 

・第２水曜は自治会のあと午後２時解散、第４水曜は午後１時解散。 

・夏季休暇・冬季休暇をそれぞれ９日間、３月末日に春季休暇として１日とりました。 

 冬季休暇の最終日は希望者対象のイベントを設定しました。 

 

 

４．利用者支援  

 

生産活動 

①自主製品の制作：紙漉き、ビーズ小物、ハーブを使った香り玉・におい袋 

  ②園芸活動：苗づくり 

  ③印刷・製本・発送作業 

  ④割箸の袋入れ作業 

  ⑤自主製品等販売 

    

工賃支給 

・４～６月分の工賃を７月に、７～９月分の工賃を１０月に、１０～１２月分を１２月に、

１～３月分を３月に支給。 

・工賃支給総額は514,930円。一人当たり平均月額3,140円。 

 (平成26年度の支給総額は483,910円、平均月額は3,102円) 

   

  

 

 
平成25（2013）年度 平成26（2014）年度 平成27（2015）年度 

4～9月 10～3月 4～9月 10～3月 4～9月 10～3月 

開所日数 123日 119日 121日 120日 120日 120日 

平均利用者数 12.2名 11.7名 12.2名 11.8名 12.2名 12.0名 

在籍利用率 87.1％ 83.6％ 87.0％ 90.7％ 91.7％ 86.7％ 

 平成26（2014）年度 平成27（2015）年度 

 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 

最高 15,090 9,220 13,790 16,300 13,760 14,732 11,600 12,150 

最低 2,670 2,270 2,940 4,350 2,350 3,424 3,320 2,550 

平均 

(1か月) 
3,412 2,182 3,113 3,702 3,048 3,552 2,892 2,986 
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調理実習 

・毎週火曜日。 

・第２金曜・第４木曜は保護者による調理実習。 

・自分の昼食を自分が作る「一人調理実習」を女性２名が、7月に一度行いました。 

・全員が簡単な自分の昼食を作る調理実習を４月に１回行いました。３月には、レンジを使

うことをテーマに、冷凍食品を選んで温めて食べる実習をしました。 

 

ビジネスマナー 

・留守番電話にメッセージを入れる練習、来客への対応（お茶を出したりテーブルの清拭な

ど）など、ロールプレイを組み込みながら練習しました。 

・「働くために必要なこと」として、職員が(株)ダイキンサンライズ摂津工場を見学した際

の報告をしました。 

 

防災訓練 

・６月１１日に六番町の第二作業場で、９月１日に五番町で避難訓練。 

・１月１４日にシェイクアウト訓練に参加。事前学習として、室内の危険な物・場所の確認。

シェイクアウト訓練の後、建物の外への避難訓練。 

 

所外学習 

・お花見：須磨浦公園、4/2 

・ＷＡＫＫＵＮ作品展：元町・ギャラリーVie、4/23、希望者のみ 

・布引ハーブ園：強風のためロープウェイ運行停止のため中止、6/18。 

・子どもの教会交流会：西神戸教会子どもの教会、垂水区・西神戸教会、8/7。 

・いもほり：市立おもいけ園、垂水区・若葉学園、11/20。 

・まなぶ部会「グループホームを考える」：長田区自立支援協議会まなぶ部会、ピフレホー

ル、利用者３名と家族１名、玉井、12/1。 

・グループホーム「わっはの家」見学会：わっはの家、神戸市東灘区、利用者４名と家族６

名、玉井・笹倉、1/14。 

 

ロングウォーク 

・今年度は、ゆっくり歩くグループが中心。 

・行先は東尻池・川崎重工工場、元町・南京町、兵庫大仏、中島公園、柳原戎、兵庫宮、総

合運動公園、観音山等。 

・夏の暑い時期は中止。 

 

販売活動 

・摩耶山リュックサックマーケット：摩耶山再生の会、掬星台、6/20(土)、玉井・笹倉。 
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・長田中央いちば：ネットワークながた、中央いちば、6/25・6/29・7/9。 

・ＳＯ神戸ふれあい夏祭り：スペシャルオリンピックス日本・兵庫神戸、西神南駅前星の広

場、7/11（土）。 

・ハートでアート（紙漉体験）：中央区社会福祉協議会、県立美術館、9/10・9/11。 

・おもいけフェスタ：市立おもいけ園、10/24（土）。 

・一七市拡大版：一七市拡大版実行委員会、新長田駅南鉄人広場、11/22（日）。 

・ひと・まち・出会いフェスティバル：長田公民館、2/25。 

 

自治会 

・当番の役割の再確認。 

・トイレの清掃の仕方の再確認。 

・日帰り旅行の行先、所外学習の行先、いもほり等イベントに関すること。 

 

全体ミーティング 

・セルフプランの作成。 

・バーベキュー・パーティ（5/8）や日帰り旅行、所外学習、おもいけフェスタの準備、新 

年会の企画等、イベントに関係すること。 

・ＳＯふれあい夏祭りで売上数と売上高が一致しなかった件。 

 

健康診断 

・３月１０日と１７日の２回に分けて、兵庫駅南の健康ライフプラザで希望者１０名が受診。 

・今年度から、職員は別の日に各自で受診。 

 

休日のイベント 

・運動会：ＮＰＯ法人ネットワークながた、ポートアイランド・ニチイ学館体育館、5/30、

参加利用者10名。 

・新年会：長田神社・湊川神社（・生田神社）への初詣と食事会、1/6、参加利用者10名。 

・高取山耐寒スタンプテーリング：新長田鉄人広場から高取山へ、2/11、参加利用者３名、

ボランティア１名、玉井・井筒。 

 

その他 

・家族参加のバーベキュー・パーティ：六番町のハーブガーデン、5/8。 

・家族・ボランティア参加のバーベキュー・パーティ：六番町のハーブガーデン、11/9。 

・クリスマス会：県民会館、12/22。 

・ごくろうさん会：3/29。 

 

 



平成 27（2015）年度事業報告 

 6 / 7 

 

５．職員関係  

 

研修・講習 

・指導監査説明会・研修会：神戸市指導監査課、神戸文化ホール、5/19、笹倉。  

・商品力向上セミナー「『ふれあい商品』商品力向上支援制度」：神戸市(保健福祉局障害

福祉課・企画調整局デザイン都市推進部)・神戸市社会福祉協議会、中央区・デザ

イン・クリエイティブセンター神戸（KIITO）、5/21、玉井・笹倉。 

・ヒューマンサービスコース2015ベーシックプログラム・活動力アップコース「地域・福

祉・活動の基本を学ぼう！」：神戸市社会福祉協議会市民福祉大学、中央区・こう

べ市民福祉交流センター、6/17、井筒。 

・感染症対策研修会：神戸市保健所予防衛生課、中央区神戸市教育会館、6/30、玉井。 

・ハーブの楽しみ方（入浴剤の作り方）：花と緑のまち推進センター、中央区・同センター、

7/12(土)、玉井・笹倉。 

・障がい者グループホームセミナー：積水ハウス、グランフロント大阪ナレッジキャピタル、

7/15、玉井・笹倉。 

・自閉症カンファレンスNIPPON2015：自閉症カンファレンスNIPPON2015実行委員会・朝日新

聞厚生文化事業団、早稲田大学、8/22・8/23、玉井・笹倉。 

・グループホーム見学：ケアホーム宙（ＮＰＯ法人海）、中央区、9/2、岡田・玉井・笹倉。 

・社会福祉法人人事・労務管理研修（労務編）：兵庫県社会福祉協議会、のじぎく会館、 

9/25、井筒。 

・グループホーム見学：やまぼうしの家（社会福祉法人青山会）、東大阪市、10/16、笹

倉・高島（家族）・澤下（家族）。 

・事務職員講座「積立金と積立資産について」：神戸市社会福祉協議会市民福祉大学、こう

べ市民福祉交流センター、11/2、笹倉。 

・工場見学：労働社会学会、(株)ダイキンサンライズ摂津工場、11/6、笹倉。 

・苦情解決セミナー：兵庫県福祉サービス運営適正化委員会、兵庫県福祉センター、11/12、

玉井。 

・まなぶ部会「グループホームを考える」：長田区自立支援協議会まなぶ部会、ピフレホー

ル、希望者３名と家族１名、12/1、玉井。 

・グループホーム「わっはの家」見学会：わっはの家、神戸市東灘区、利用者４名と家族６

名、1/14、玉井・笹倉。 

・事業者説明会：兵庫県・神戸市、神戸文化ホール、3/16、井筒。 

・自主研修・輪読会：「8/29付神戸新聞、職場の障害者虐待２割増し」、8/31。「障害のあ

る子の親である私たち―その解き放ちのために・34／37、福井公子」、10/29。 

  「知的障害×自閉症×支援力UPプロジェクトhttp://teamaoi2003.com/」より「自閉

症支援・虐待：行動の原因を取り除く」「障害者虐待：人手不足・専門性のなさが

原因ではない」「障害者虐待：その支援、ほかの人に見せることができますか？」、

2/22。「転倒予防法」、3/7。 
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６．地域交流  

 

・進路情報提供会：神戸市手をつなぐ育成会、長田区・育成会館、7/4(土)、玉井・笹倉。 

・長田ボランティアセンター（子どもいちば、一七市拡大版等） 

・子どもいちば関係者会議 

・一七市拡大版実行委員会 

・小学生の体験受入れ：室内小学校・宮川小学校（子どもいちば）、池田小学校 

・長田区自立支援協議会 

・長田区自立支援協議会・防災プロジェクト 

・防災訓練：新長田北安心・安全の防災福祉コミュニティ、市立蓮池小学校、10/18、笹倉

（長田区自立支援協議会のスタッフとして参加） 

・ゆうあい定例会議 

・県立神戸特別支援学校の生徒の見学受入れ（7/28） 

・県立視覚特別支援学校の生徒の実習受入れ（11/17・18） 

・五番町一丁目自治会 

 

 

７．設備・備品  

   

・８月に印刷機のリース契約更新をしましたが、３月に新しくカラー印刷機を導入しました。 

・サンコウ消毒による１回目の害虫駆除と防除作業を８月２８日に行い、２回目は３月２５ 

日に六番町のみ行いました。 

 

 

８．その他  

 

・近所のパン店で利用者がパンをさわっていることを家族から聞き、謝罪と説明。（４月） 

・長田東交番から、利用者が地下鉄駅で小学生に時間を尋ねたとの通報があり、問い合わせ 

の警官が来所。（６月）  

・近所の事業所から利用者の行動についての苦情。（８月） 

・雑草が伸びすぎていると、隣接する駐車場の地主から苦情。（９月） 

・利用者が散歩中に転倒、メガネを壊す。（２月） 

・長田警察署の巡回。（３月） 


