
平成 29 年度社会福祉法人明清会事業報告 

 

１ 運営状況 

  平成 29 年度は、社会福祉法人制度改革のスタートの年度であり、本法人にとっても、節目の年

度となりました。 

  様々な改革の中で、経営組織のガバナンスの強化については、評議員及び理事、監事の選任と

併せ、理事会や評議員会の権限・責任等に係る諸規程も整備しました。 

  財務規律の強化のうち、社会福祉充実残額の算定については、２月に算定方法が変更になった

ことから、社会福祉充実計画を作成しなければならないほどの残額は生じませんでした。今後も、

事業内容や収支均衡に留意しつつ、適正な法人運営に努めていきます。 

  地域貢献活動については、地域の役員の方々との協議を通して、地域の課題やニーズを把握し、

地域の方々と一体となってイベント等に取り組んできました。今後は、イベントに加え、よりき

め細かな地域貢献活動についても検討していきたい。 

  ほびき園の運営状況を見てみますと、施設入所支援と生活訓練については、年間を通して 20 人

前後の利用状況で、これまでの利用状況と比較してかなり低い利用者数となっています。このよ

うなことから、利用者の確保を図るため、県外を含めた病院や相談支援事業所等にＰＲ活動を行

い、見学や体験を踏まえて順次入所決定をしているところであります。このような中で、３月の

県の一般検査説明会の折りに、各法人に対し利用定員の遵守が強く求められました。これまでは、

報酬算定可能な利用定員 20 人の 125％である 25 人を一つの基準として利用者の確保に努めてき

ましたが、今後は年間の平均利用者数が利用定員を超えないよう、利用者の出欠状況等を勘案し

ながら、利用者の確保に努めていきます。 

  就労移行支援についても、十分な利用者の確保ができず、利用定員を割るような状況となって

おり、安定した利用者の確保が喫緊の課題となっています。また、この度の報酬改定により、就

労移行支援については、就労定着率に応じた基本報酬となりますことから、就労定着率の維持・

向上に向けた一般就労への支援がより一層重要となってきます。平成 29 年度は、就労移行支援か

らの一般就労については２人でしたが、６ヶ月継続者１人という就労定着率の関係から平成 30 年

度の報酬は大きく減となります。今後は、就職教室の充実に努めるなど、より一層一般就労に向

けた支援を強化し、就労定着率の向上に努めていきます。 

就労継続支援Ｂ型については、就労移行支援の利用期間満了者の受け皿ともなっており、平成

29 年度の利用者は、利用定員を下回る 9 人程度となっています。就労継続支援Ｂ型には利用期限

がないことから、大幅な利用者減にはなっていませんが、Ｂ型から一般就労する利用者もおり、

継続した利用者の確保と就労支援についてもより一層力を注ぐとともに、工賃向上に向けて、農

作業とのバランスを考慮しつつ施設外作業の拡充に努めます。 

グループホームについては、４箇所 18 人の利用定員に対し 85％前後の入居率となっており、

この数年間はほぼ同様の入居状況となっています。平成 30 年４月からは４個所を２箇所に統合し、

利用定員は減算を考慮して 20 人としました。現在、４～５人の入居が可能ですが、生活訓練終了



者からの入居が数人見込まれることから、日中活動としての就労移行支援等の利用定員や生活訓

練利用者の利用期限等を勘案しながら適正に対応していきます。 

  地域生活支援事業については、市町村からの受託事業として、相談支援、地域活動支援センタ

ー、土浦サテライトでの生活訓練等の３事業を行っています。就労継続支援Ａ型事業所が増えた

ことにより、かすみがうら本部や土浦サテライトの利用からＡ型事業所の利用へと移られる利用

者が多く、かすみがうら本部、土浦サテライトともに利用者の減が顕著になっており、新たな利

用者の確保が喫緊の課題となっています。 

  計画相談支援事業については、サービス提供事業所との連携を図りながら、利用者の意向に沿

ったサービスが受けられるよう支援しています。就労継続支援Ａ型事業所等の就労支援事業所が

増えていることもあり、平成 29 年度はほぼ３人の職員で 200 件以上のサービス等利用計画を作成

しており、継続分も合わせ県内トップクラスの実績となっています。支援サービス別の件数でも、

Ａ型事業所が最も多くなっています。計画相談支援事業についても報酬改定がありましたことか

ら、改定内容を精査し、遺漏のないよう対応していきます。 

 

２ 理事会、評議員会 

  平成 29 年度は、理事会を５回、評議員会を２回開催しました。その内容等については、次のと

おりです。 

 〇第１回理事会（平成 29 年５月 27 日（土）） 

   第１号議案 平成 28 年度社会福祉法人明清会事業報告について 

   第２号議案 平成 28 年度社会福祉法人明清会決算 

   第３号議案 社会福祉充実残額の算定結果について 

   第４号議案 社会福祉法人明清会事務処理規程の制定について 

第５号議案 平成 29 年度定時評議員会の開催について 

   そ の 他 ①LED 照明への切替について 

②神立地区へのグループホームの設置について 

③土浦青年会議所からの寄付の受入について 

         ④第 14 回収穫祭の結果について 

         ⑤送迎用自動車の購入について 

 〇第２回理事会（平成 29 年６月 11 日（日）） 

第１号議案 社会福祉法人明清会理事長の選任について 

〇第３回理事会（平成 29 年９月９日（土）） 

   第１号議案 基本財産の取得（グループホームの設置）について 

   第２号議案 平成 29 年度社会福祉法人明清会第１次補正予算  

   報告第１号 障害者支援施設ほびき園の利用状況について 

 そ の 他 ①グループホーム設置の現地視察 

      ②共同募金会からの助成による送迎車の購入について 

      ③第 15 回ほびき祭りの開催について 



      ④LED 照明への切替について 

      ⑤土浦青年会議所からの寄付受入について 

〇第４回理事会（平成 29 年 11 月 25 日（土）） 

   第１号議案 社会福祉法人明清会定款の一部改正について 

   第２号議案 グループホームほびきハウス運営規程の一部改正について 

第３号議案 社会福祉法人明清会経理規程の一部改正について 

   第４号議案 臨時評議員会の開催について 

報告第１号 新たなグループホームの設置に向けた現況について 

報告第２号 ほびき園の利用状況について 

   そ の 他 社会福祉事業功労者としての感謝状授与について 

  〇第５回理事会（平成 30 年３月 24 日（土）） 

   第１号議案 平成 29 年度社会福祉法人明清会第２次補正予算 

第２号議案 平成 30 年度社会福祉法人明清会事業計画について 

   第３号議案 平成 30 年度社会福祉法人明清会予算 

   第４号議案 社会福祉法人明清会育児休業等に関する規則の一部改正について 

   第５号議案 社会福祉法人明清会介護休業等に関する規則の一部改正について 

   報告第１号 神立ホームの現況について 

報告第２号 ほびき園の利用状況について 

そ の 他 第 15 回収穫祭の開催について 

 

 〇第１回評議員会（平成 29 年６月 11 日（日）） 

   第１号議案 平成 28 年度社会福祉法人明清会事業報告について 

   第２号議案 平成 28 年度社会福祉法人明清会決算 

   第３号議案 社会福祉法人明清会理事の選任について 

   第４号議案 社会福祉法人明清会監事の選任について 

   そ の 他 社会福祉充実残額の算定結果について 

〇第２回評議員会（平成 29 年 12 月３日（日）） 

   第１号議案 社会福祉法人明清会定款の一部改正について 

   報告第１号 新たなグループホームの設置に向けた現況について 

   そ の 他 ①ほびき園の利用状況について 

②社会福祉事業功労者としての感謝状授与について 

 

３ 業務体制 

  平成 29 年度は、次の業務体制で事業を執行しました。 

 ◎ 職員３１人（内非常勤職員１３人） 《平成 30 年３月末現在》 

 ・管 理 部 門   管理者１ 事務員１ 

・入 所 支 援   生活支援員１ 栄養士１ 調理員４(非常勤) 



 ・生 活 訓 練   サービス管理責任者１(兼務) 生活支援員８(内兼務２、非常勤２) 

 ・就労移行支援   サービス管理責任者１(兼務) 生活支援員１ 就労支援員１ 

 職業指導員１(非常勤) 

・就労継続 B 型   サービス管理責任者１(兼務)  目標工賃達成指導員１ 生活支援員１ 

職業指導員１(非常勤) 

・共同生活援助   サービス管理責任者１(兼務) 世話人６(内非常勤３)  生活支援員２(兼務) 

 ・地活･相談支援   相談支援専門員４ 指導員３(内兼務２(内非常勤１)) 

 

４ 研修実施・参加状況 

平成 2９年度の職員研修についても、法人の研修計画に基づき、施設外研修に加え、OJT と施

設内研修の充実に努めました。 

施設内研修については、「感染症対策」、「虐待防止」及び「リスクマネジメント」の３点につい

て、毎月行っている全体会議の終了後６回実施しました。 

施設外研修で学んだ「キャリアパス対応」や「メンタルタフネス」等の研修報告会も４回実施

しました。 

それぞれの研修内容等については、表１のとおりです。 

表１ 施設内研修 

事  項 月 日 内           容 

感  染  症 

 

５／12 食中毒予防マニュアルについて 

11／10 嘔吐物処理から学ぶ感染症対策 

虐 待 防 止 ６／９ 職員自身のストレスチェック 

３／11 虐待事例の検討 

リスクマネジ

メント 

７／７ 研修報告（リスクとは、ヒヤリハット等） 

２／９ スポーツ活動におけるリスクマネジメント 

研 修 報 告 ９／１ 新任職員研修（仕事の進め方） 

10／13 キャリアパス対応生涯研修 

12／８ メンタルタフネス研修 

１／12 生活対応力向上研修 

 

施設外研修については、研修の目的と研修内容を精査しつつ、できる限り多くの職員が受講で

きるよう配慮し、延べ 71 人の職員が受講しました。また、社会福祉法人創志会のご厚意により、

つくばライフサポートセンターみどりので年６回開催されている新任職員研修（精神保健福祉基

礎講座）にも、参加させていただいています。 

平成 29 年度の施設外研修の参加状況については、表２のとおりです。 

 

 

 



表２ 施設外研修参加状況 

 月 日 研   修   内   容 参加人数 

４月 

５月 

 

 

 

６月 

 

 

 

 

 

 

 

７月 

 

 

 

 

８月 

 

 

９月 

 

 

10 月 

11 月 

 

 

 

 

 

 

12 月 

 

 

 

26 日 

12 日 

18・19 日 

26 日 

31・6/1 日 

４日 

７日 

９日 

12・19 日 

13 日 

16 日 

19 日 

28 日 

10 日 

11・12 日 

22 日 

24 日 

27 日 

１日 

28 日 

31 日 

７日 

13・14 日 

25 日 

21・22 日 

５日 

８日 

9・10 日 

10 日 

24 日 

24 日 

27 日 

１日 

４日 

５日 

14 日 

障害者地域福祉政策勉強会 

新任職員研修（精神保健福祉基礎講座） 

社会福祉施設職員等新任職員研修 

茨城県精神障害者支援事業者協会相談支援部会 

メンタルタフネス研修（初級） 

茨城県精神保健福祉士会第１回研修会 

茨精支協 就労支援部会 

ファンドレイジング講座 

精神障害者地域生活支援従事者基礎研修 

リスクマネジメント研修Ａコース 

茨精支協 入所支援部会 

食品表示法に関するコンプライアンス研修会 

障害者地域福祉政策勉強会 

普通救命講習会 

福祉職員キャリアパス対応生涯研修初任者コース 

茨精支協 管理職研修 

新任職員研修（精神保健福祉基礎講座） 

心神喪失者等医療観察制度運営協議会専門部会 

茨城県社会福祉法人経営者協議会セミナー 

アンガーマネジメント研修 A コース 

医療観察法セミナー 

相談支援従事者研修 

職場内研修担当者養成研修 

新任職員研修（精神保健福祉基礎講座） 

相談支援従事者研修 

メンタルケア協議会研修会 

精神保健福祉専門講座 

職業リハビリテーション研究・実践発表会 

アンガーマネジメント研修 B コース 

生活対応力向上研修 

精神障害者地域移行支援リーダー研修会 

新任職員研修（精神保健福祉基礎講座） 

精神科医療を考える集い 

土浦市民間社会福祉施設協議会研修会 

土浦市基幹相談支援センター研修会 

茨城県社会福祉法人経営者協議会セミナー 

  １人 

  １人 

  １人 

  １人 

  １人 

  １人 

  ３人 

  １人 

  １人 

  １人 

  １人 

  １人 

  １人 

  １人 

  １人 

  ３人 

  １人 

  １人 

  １人 

  １人 

  １人 

  １人 

  １人 

  １人 

  １人 

  １人 

  １人 

  １人 

  １人 

  １人 

  １人 

  １人 

  １人 

  １人 

  １人 

  １人 



 

 

１月 

 

 

 

 

 

 

 

２月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月 

 

 

16 日 

19 日 

16 日 

 

20 日 

24 日 

25・26 日 

29 日 

29・30 日 

30 日 

２日 

２日 

６日 

８日 

14 日 

17 日 

20 日 

21 日 

27 日 

28 日 

９日 

12 日 

15 日 

15 日 

22 日 

23 日 

 

コンボ亭 学ぶことで薬を減らそう 

障害者虐待防止・権利擁護研修 

障害者就業・生活支援センター事業運営連絡会議（農福

連携） 

心のネットワークセミナー 

障害者地域福祉政策勉強会 

サービス管理責任者研修 

新任職員研修（精神保健福祉基礎講座） 

ファシリテーション研修 

経営改善支援研修 

リーダーシップとコミュニケーション 

茨精支協 就労支援部会 

社会福祉法人等管理・代表者研修（リーダーシップ） 

茨精支協 活動支援部会 

水害・土砂災害への備えに関する説明会 

茨精支協 管理職研修会（報酬改定等） 

人を集めるホームページ作成のポイント研修会 

障害者虐待防止・権利擁護研修 

メンタルヘルス入門講座 

工賃向上のための事業所研修会 

茨精支協 相談支援部会 

新任職員研修（精神保健福祉基礎講座） 

障害者相談支援従事者研修（地域リーダー養成研修） 

いなしき相談支援事業所研修会 

茨精支協 入所支援部会 

障害福祉サービス事業所説明会 

 

  １人 

  １人 

  １人 

 

  ３人 

  １人 

１人 

  １人 

  １人 

  １人 

  １人 

  ２人 

  ２人 

  １人 

  １人 

  ３人 

  １人 

  １人 

  １人 

  １人 

  １人 

  １人 

  １人 

１人 

１人 

１人 

(延 71 人) 

 

５ 消防防災訓練等実施状況 

  平成 29 年度は、火災や地震を想定した消防防災訓練を３回実施しました。実施状況については、

次のとおりです。 

① 平成 29 年７月 28 日（金） 参加者３３人（入所者 22 人、職員 11 人） 

  ・夜間の火災を想定した当直職員による通報訓練及び避難誘導訓練 

② 平成 29 年 11 月 28 日（火） 参加者５７人（利用者 37 人、職員 20 人） 

  ・火災を想定した通報訓練、避難誘導訓練及び水消火器を用いた消火訓練 

③ 平成 30 年３月 30 日（金） 参加者４０人（利用者 29 人、職員 11 人） 

  ・地震を想定した避難誘導訓練 



 

６ 地域貢献活動実施状況 

  地域貢献活動については、本法人の地域における大きな役割と捉え、これまでも積極的に取り

組んできましたが、平成 28 年３月の社会福祉法の改正により、社会福祉法人においては「地域に

おける公益的な取組」の実施が義務化されました。「地域における公益的な取組」については、①

地域のニーズを踏まえた社会福祉事業又は公益事業を ②地域において、心身の状況、家庭環境、

経済状況等により支援を必要とする者に対し、③無料又は低額な料金で実施するというものであ

ります。 

  本法人においても、これまでの行政に対する災害時の緊急避難所、非虐待障害者の避難所とし

ての協力や地域のイベント等への協力に加え、新たな地域における公益的な取組についても検討

してきたところですが、支援を必要とする者を把握することが難しいこともあり、引き続き牛渡

地区の役員やかすみがうら市社会福祉協議会と協議をしていきたい。 

  平成 29 年度の地域貢献活動としては、次のような活動を行ってきました。 

① 土浦市との協定による災害時の緊急避難所の提供及び移送の協力 

② 土浦市社会福祉協議会との契約による非虐待障害者への居室の提供 

③ 生活困窮者自立支援事業（就労支援事業）短期職場体験協力事業所に登録 

④ 土浦市生活困窮者支援事業（子どもの学習支援事業）への支援 

⑤ 牛渡地区住民の災害時緊急受入れ（牛渡地区で火災を含めた災害が発生した場合は、ほびき園

で一時避難を受け入れることを地区の役員、住民に対し申し入れた。牛渡地区区長会との協定

についても協議したい。） 

⑥ 児童養護施設（茨城県道心園、窓愛園）の幼児・児童へのイチゴ狩り無料招待（毎年５月４日） 

⑦ 牛渡地区地域感謝デイ（地域住民への低額でのイチゴ狩り。毎年 12 月 31 日） 

⑧ 牛渡地区歩く会の共同開催（廃校となった牛渡小学校からの支援がなくなり、コニュニティ活

動の場としての歩く会の存続が厳しい状況となったことから、資金面、運営面で全面的に支援

することで継続開催している。平成 29 年度は、ほびき園をトイレ、休憩等の場所として提供

した。） 

⑨ 荒廃農地等の管理（現在、野菜畑５ヶ所、栗畑２ヶ所、柿畑１ヶ所） 

⑩ 施設（会議室等）・物品（テント・テーブル等）等の貸出し 

⑪ 段ボール等の資源ごみの子ども会への提供 

⑫ 地区内の清掃活動 

 

７ 地域交流事業 

平成 29 年度も、次のような地域交流事業を実施しました。 

① 収穫祭（地域の団体・事業者等参加） 

② 児童養護施設（窓愛園）との交流会 

③ 地域一斉清掃参加（５月、８月、３月） 



④ ほびき祭り（あゆみ太鼓等地域の団体参加） 

⑤ 上高谷２区いも煮会に参加 

⑥ アール医療福祉専門学校学生との交流会 

⑦ アイラブいばらき（児童 30 数人）ほびき園見学 

⑧ お城市に参加 

⑨ あゆみ祭りに参加 

⑩ かすみがうら祭りに参加 

⑪ 土浦市イベントへの参加（かすみがうらマラソン、障害者・児スポーツ大 

会、健康まつり、産業祭、蔵まつり等での販売） 

 

８ その他の主な行事 

地域貢献活動や地域交流事業以外にも、利用者の健康管理やレクリェーション等を目的として、

次のような事業を実施しました。 

・健康診断 （５月、11 月）  ・歯科健診  ・栄養教室（毎月１回）  

・茨城県精神障害者スポーツ大会（ソフトバレー大会） 

・ソフトバレー交流会  ・ソフトボール交流会  

・日帰り旅行（成田方面）  ・一泊旅行（那須・日光方面） 

・観劇（劇団四季）  ・映画鑑賞  偕楽園観梅 

・初詣  ・もちつき大会  ・節分  ・花見会  ・クリスマス会 

 

９ 実習生・ボランティアの受入れ 

  平成 29 年度も、実習生やボランティアの受入れを積極的に行い、特にボランティアの方々につ

いては、利用者も心待ちにしている状況であります。 

  実習生については、土浦保健所からの依頼のみにとどまっており、各大学からの精神保健福祉

援助実習等については、地理的な影響もあり、依頼がない状況となっています。 

  ・実 習 生   筑波大学、茨城県立医療大学、つくば国際大学等 

  ・ボランティア  かすみがうら市更生保護女性の会（毎月１回４～５人）、 

個人ボランティア（土浦サテライト、イベント等） 

 

10 苦情の対応状況 

平成 29 年度の苦情については２件ありました。 

(1) 苦情受付箱に入っていたショートスティ利用者からの苦情がありました。誠実に対応し解決

に至りました。 

(2) 電話による就労継続支援 A 型事業所利用者からの苦情がありました。誠実に対応し解決に

至りました。 



  《苦情解決体制》 

   苦情解決体制周知のためのポスターの貼付や苦情受付箱を設置し、周知を図っています。 

   また、利用にあたっての重要事項説明書においても、詳細に説明しています。 

   ・苦情窓口担当者  海﨑真知子（相談支援専門員） 

   ・苦情解決責任者  市川昇（施設長） 

   ・第三者委員    関和郎（評議員） 平山勝代（評議員） 

 

 

11 虐待防止 

子どもや障害者等への死に至る虐待は、度々報道されていますが、特に障害者に対しては、平

成 24 年 10 月に障害者虐待防止法が施行され、虐待防止に向けた取組みが義務化されました。福

祉サービス提供事業所にとって、利用者への虐待はあってはならないことであり、人権意識や支

援技術の向上という職員一人ひとりの努力とともに、組織として、安心・安全な質の高い支援の

提供が求められています。 

平成 29 年度も虐待防止検討会を２回開催し、本法人の虐待防止マニュアルを全員で確認すると

ともに、全国の虐待事例を検証しました。また、虐待防止研修を受講した職員から研修の報告を

受けるとともに、ワークシートによるチェックを行うなど、虐待防止の研修会等で学んだことを

全職員で確認し合い、虐待のない施設運営を全員で確認し合いました。 


