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平成28(2016)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・重点課題  

 

平成２８年度の重点課題として、法人では「社会福祉法改正による制度の変化への対応」

「グループホーム建設に向けての資金と人材の確保」、事業所では「一泊旅行と少人数の宿

泊訓練」「常勤職員の休職中も安定した支援ができる職員体制の確保」「園芸活動の拡大」

「作業プログラムの細分化」「日々の活動のＰＲ」をあげていました。 

 

（１）社会福祉法改正による制度の変化への対応 

５月の理事会・評議員会では、その時点でわかる範囲で、制度改革の概要と新体制発足ま

でのスケジュールのあらましを説明しました。 

期限も含めた制度改革の詳細が明らかになった１２月までの間、説明会やインターネット

からの情報収集に努め、定款変更の準備や、新しく設置される評議員選任・解任委員や評議

員などの候補者の人選を進めました。そして、１月に申請した定款変更も承認され、３月に

評議員選任・解任委員会によって７名の新評議員が選任されました。 

 

（２）グループホーム建設に向けての資金と人材の確保 

４月、ご家族から紹介を受けた設計事務所に新しく設計図を書いていただき、建築にかか

る費用については、具体的に計上できる金額と地質調査によって左右される金額、工事業者

選定にかかる諸事情などを説明していただきました。また、その後の保護者会では、自己資

金の目標額、資金調達の方法、出資可能な金額など、かなり具体的な話をし、保護者による

「グループホームしゃろーむ建設準備会」が作られ、資金集めのための口座を開設しました。 

が、その時に課題としてあげられた、寄付あるいは出資を募るための呼び掛け文や資金調

達の方法の詳細を記した説明文などは来年度の課題となりました。 

 

（３）一泊旅行と少人数の宿泊訓練 

今年度、一泊旅行を含めた宿泊は、グループホームの利用も視野にいれて、家族と離れた

生活体験を目的としています。 

少人数の宿泊訓練については、女性利用者３名（当日１名病欠したため）と職員２名が西

脇市の知人の家で一泊しました。食事・入浴・就寝などすべて自分たちで行い、気心の知れ 
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た同じようなペースのメンバーだからか、とても穏やかにスムーズに過ごすことができまし

た。 

一泊旅行については、家族やボランティアの同行はなく、３月に大阪市・舞洲のロッジに

職員含めた少人数のグループで宿泊しました。移動は公共交通機関を利用し、海遊館、舞洲

陶芸館、新世界、天王寺動物園、大阪城と、テレビなどで「見たことがある」場所を選び、

自分の足で「行ってみる」体験をしました。 

 

（４）常勤職員の休職中も安定した支援ができる職員体制の確保 

常勤職員１名は５月は有給休暇を取り、６月～９月は休職の扱いになりました。その間、

新しく男性の非常勤職員１名を有期雇用（５月～１０月）し、これまで勤務していた女性の

非常勤職員にも月に２～４日程度多く出勤してもらいました。そのため、実際にシャローム

（五番町）を職員２～３名で担当することができました。また、管理者を常勤職業指導員と

兼務することにしたため、職業指導員と生活支援員を常勤換算すると１.８名となり、人員

配置区分がⅡ型（一般型）からⅠ型（強化型）に上がり、訓練等給付費収入が多く入ること

になりました。 

常勤職員の復職後も、男性非常勤職員を継続雇用しました。これは、職員の負担が軽くな

ること、利用者の３分の２以上が男性であるシャロームにとって、男性職員の必要性がある

こと、平成２９年度に重度重複障害者を受け入れる予定があること等から判断しました。 

 

（５）園芸活動の拡大 

五番町でプランターを使っての園芸作業を多くしています。 

 

（６）作業プログラムの細分化 

細分化できる作業工程をさらに細分化し、たとえ全体としての効率が下がっても、多くの

人が関われる部分を増やそうとしています。特に、新しく入った下請作業ではその点を重視

しています。 

また、紙漉では、“勘とコツ”に頼っていた部分をマニュアル化して、上手に漉ける人を

増やしたいと思い、試行錯誤しているところです。 

 

（７）日々の活動のＰＲ 

シャロームだより５８号を８月に、５９号を１２月に発行。ブログは遅れがちながらも、

少しずつ更新しています。 

平成２７年度事業報告書・財務諸表をブログとホームページに、社会福祉法人現況報告書

をホームページに掲載しました。 
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２． 法人の活動  

 

（１）理事会・評議員会等 

・理事会は５回開催されました。 

 第３８回（5/28）、第３９回（11/12）、第４０回（12/22）、第４１回（2/11）、第４２

回（3/11）。 

・評議員会は４回開催されました。 

 第３８回（5/28）、第３９回（11/12）、第４０回（12/22）、第４１回（3/11）。 

・社会福祉法人制度改革に伴い、評議員選任・解任委員会が３月４日に開催されました。 

 

（２）苦情解決 

 今年度、第三者委員への直接の苦情や相談はなく、苦情受付担当者への苦情も特にありま

せんでした。 

 

（３）監査 

・５月１８日、監事監査チェックリストに基づき、監事監査が行われました。 

・１１月２５日、神戸市保健福祉局監査指導課による指導監査および障害者支援課による実

地指導が行われました。実地指導については、１２月に改善報告を提出し、指導監査につい

ては助言事項のみでした。 

 

（４）その他の活動 

・六番町七丁目２番地に新たに土地を購入しました。 
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３． 事業所の活動  

 

（１）利用者数 

・４月は登録者数１４名。 

・平成２７(２０１５)年１０月後半から週１日・半日のみ通所していた利用者が、９月下旬

に北海道の実家に戻ったことで９月３０日に契約終了となりました。 

・一週毎にショートステイする利用者の家庭の状況も変わりません。 

・平成２９(２０１７)年３月末の登録者数は１３名。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）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９日間、冬季休暇９日間をとりました。年度末の３月３１日は利用者のみ休日と

しました。 

 

（３）利用者支援 

１．生産活動 

６月から下請作業に「三角くじ」が加わりました 

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 

③印刷・製本・発送作業 

④三角くじ 

⑤割箸の袋入れ作業 

⑥自主製品等販売 

    

２．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月～１２月分を１２月に、

１月～３月分を３月に支給しました。今年度も月額工賃の平均 3,000円を超えることがで

きました。下請作業の種類が１つ増えたこと、臨時の印刷・発送作業があったこと等から、

下半期では工賃収入が増えました。 

 開所日数 平均利用者数 在籍利用率 

平成26(2014)年度 
 4月～9月 121日 12.2名 87.0％ 

10月～3月 120日 11.8名 90.7％ 

平成27(2015)年度 
 4月～9月 120日 12.2名 91.7％ 

10月～3月 120日 12.0名 86.7％ 

平成28(2016)年度 
 4月～9月 120日 11.7名 83.1％ 

10月～3月 118日 11.1名 85.4％ 
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工賃の支給基準について、実地指導において障害者支援課から、就労継続支援Ｂ型の主旨

を踏まえて、休まず通所すれば 3,000円の工賃が支給されるようにすればどうか、と提案

されました。支給基準の見直しを来年度に行う予定です。 

                                                     単位（円） 

 
最高 最低 

平均 

（1ヶ月） 

平均 

（1年） 

平成26 

(2014) 

年度 

4月～6月 15,090 2,670 3,412 

3,140 
7月～9月 9,220 2,270 2,182 

10月～12月 13,790 2,940 3,113 

1月～3月 16,300 4,350 3,702 

平成27 

(2015) 

年度 

4月～6月 13,760 2,350 3,048 

3,102 
7月～9月 14,732 3,424 3,552 

10月～12月 11,600 3,320 2,892 

1月～3月 12,150 2,550 2,986 

平成28 

(2016) 

年度 

4月～6月 11,150 2,720 2,757 

3,295 
7月～9月 13,160 3,560 3,251 

10月～12月 10,810 4,640 3,061 

1月～3月 17,100 4,880 4,111 

 

 ３．健康診断 

・３月３日に健康ライフプラザで、希望者のみ１０名で受診しました。 

・他の医療機関で受診した３名は診断書を出してもらいました。 

 

４．避難訓練 

・８月９日、六番町で行いました。 

・１０月１３日、五番町で行いました。 

・五番町は１１月１０日に、六番町は１月１７日に、それぞれの場所で津波を想定した避難 

訓練を行いました。 

高台の避難所までの最短ルートを、時間を計測しながら避難しましたが、そのルートの危 

険性、通行不可能の場合の他の避難ルートの選択、災害時の情報収集の方法、連絡伝達の方

法など、多くの課題が見えてきました。 

・１月１７日、五番町と六番町に分かれて全市一斉のシェイクアウト訓練に参加しました。

ひきつづき、六番町では上記のとおり避難訓練をし、五番町でも通常の避難訓練をしました。 

 

５．販売活動 

・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、7/9(土)。 

・一七市拡大版、新長田駅前広場で開催される予定でしたが、雨天中止。11/27(日)。 

・ひとまち出会いフェスティバル、長田公民館、3/2(木)。 
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６．調理実習 

・毎週火曜日。当番１名と職員１名が全員の昼食を作ります。 

・第２金曜・第４木曜は保護者による調理実習。年間を通して１３回実施しました。 

・自分で自分のかんたんな昼食を作る調理実習を２回しました。 

 

７．自治会 

・主な議題は次のとおり。 

 ６月の所外学習の行先・７月のレクリエーションの希望・いもほりの後の昼食・六番町の 

 トイレの使い方・クリスマス会の役割分担・自治会主催新年会の相談（しないことに決 

 定）・夏休みのレクリエーション・一泊旅行で行きたい所・花見の行先・・・等。 

・話し合うことがない、とのことで、ビジネスマナー教室に変更された日もありました。 

 

８．全体ミーティング 

・一泊旅行の説明、1/20(金)。 

 

９．ロングウォーク 

・コスモスの丘（総合運動公園）、10/26。 

・初詣ウォーク（生田神社、湊川神社、湊川公園）、1/6。 

・平野町・祇園神社前～御所公園、3/30。 

 

１０．所外学習 

・王子動物園、4/1。須磨水族園、6/9。いもほり（おもいけ園）、11/2。 

 

１１．その他 

・特別企画：女性利用者・職員が西脇市の民家での宿泊体験、4/28(木)・29(金・祝)。 

・休日のイベント：野球観戦、ほっともっとフィールド、利用者1名と職員１名、5/29(日)。 

・こどもの教会との交流会、利用者８名と職員３名、8/4(木)。 

・夏休みのイベント：外食（昼食）とカラオケ、利用者９名と職員５名、8/18(木)。 

・昼食会（回転寿司）と平井さんのお茶会、9/30(金)。 

・休日のイベント：サッカー観戦、ノエビアスタジアム、利用者１名と職員１名、10/1(土)。 

・クリスマス会、県民会館、12/22(木)。 

・高取山耐寒スタンプテーリング、長田区、利用者１名と職員１名、2/11(祝･土)。 

 積雪のため欠席者がいました。 

・リズム体操教室、NPO法人おーけすとら・ぴっと、長田区・旧二葉小学校、利用者３名と 

 職員１名、3/5(日)。 

 



 

7 

 

４．職員関係  

 

（１）研修・講習 

・２０１６年第５回リビングウィル勉強会「障害をもつこと、老いること～障害者の自立支 

 援と「６５歳」問題（介護保険優先の規定）～」、あすてっぷKOBE、4/17(日)。 

・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、5/17(火)。  

・２０１６年人権歴史マップ連続セミナー「新湊川と番町」、ひょうご部落解放・人権研究 

 所、5/21(土)。                          ⇒研修報告5/26 

・事業者説明会・社会福祉法人制度改革施行に向けた説明会、神戸市監査指導課、県庁会議 

 室、8/2(火)。 

・市民福祉セミナー「“合理的配慮”できてますか？―障害者差別解消法を知ろう！」、こ 

 うべ市民福祉交流センター、8/27(土)。               ⇒研修報告8/29 

・事業者説明会・障害者支援施設等における非常災害対策について、兵庫県・神戸市、神戸 

 文化ホール、11/10(木)。 

・県民講座「年代により変わりゆく患者さんの悩みについて」、11/13(日)。 

                              ⇒伝達講習1/12 

・社会福祉法人財務管理研修、神戸市、のじぎく会館、11/30(火)。 

・社会福祉法人制度改革に向けた担当者会議、神戸市、東灘区民ホール、１2/14(水)。 

・サービス管理責任者ブラッシュアップ研修、 

 兵庫県、西部市民会館（明石市）、1/18(水)。 

 兵庫県、福祉のまちづくり研究所（神戸市西区）、2/17(金)。 

・事業者説明会、兵庫県・神戸市、神戸文化ホール、3/21(火)。 

・平成２８年度兵庫医療大学・第３回学術講演会・熊谷晋一郎「障がい者との共生社会を考 

 える」、兵庫医療大学オクトホール（神戸市中央区）、2/24(金)。 

・平成２８年度障害者虐待対応力向上研修、兵庫県、県立のじぎく会館、3/18(土)。 

                                  ⇒伝達講習3/20 

（自主研修） 

・虐待防止について、職員主導で虐待防止マニュアルの改訂作業を行う中、日常の支援を振

り返りました。また、障害者虐待対応力向上研修の受講者による伝達講習が行われました。 

・視覚障害と知的障害の重度重複障害者について、資料を回覧・検討して、重複障害による

困難や支援の方法を探りました。 

 

（２）健康診断 

・非常勤職員１名は利用者と同時に健康ライフプラザで受診。常勤職員３名は別日にそれぞ

れ受診しました。 
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５．地域交流  

 

・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：池田小学校、11/14。 

・子どもいちばの受入：長田小学校、10/18。宮川小学校、12/8。 

・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 

    長田南小学校１・１７のつどい～防災訓練、1/17 

・長田区社会福祉法人連絡協議会 

・県立視覚特別支援学校の生徒の実習受入れ（7/11～13、10/20・21、2/14、3/13･24･27) 

・五番町一丁目自治会総会、5/14(土)。 

・五番町一丁目クリーン作戦、6/5(日)雨天、12/4(日)。 

 

 

６．設備・備品  

   

・印刷機のリース 

・車検 

・六番町の害虫駆除と防除作業、サンコウ消毒、8/26(金)、3/24(金) 

・ＡＬＳＯＫの点検、12/20(火) 

・関西電力の点検、1/10(火) 

 

 

７．その他  

 

・保護者会：主にグループホーム建設について話し合われました。 

（4/13、4/25、5/18、6/10、12/2） 


