平成27年度、社会福祉法人可茂会・可茂学園事業報告

平成２４年１０月から障害者虐待防止法が施行されました。平成２８年４月からは、「障害を理由とする差
別の解消に関する法律（障害者差別解消法）」が施行となり、障がい者の権利擁護が法整備されるように
なりました。このように障害者福祉を取り巻く現状は刻々と変化しております。また、本人や保護者のニー
ズも変化してきていることから、本人の意思決定を尊重して個別の対応をしていく事が重要だと考えます。
１．理事会、評議員会等の開催に関すること
月・日

場

所

H27.4/14 可児市役所

内

容

○髙木伸二可児市副市長を訪ね可茂会顧問として、可茂会可茂学園へのご協力ご指導を
お願いし委嘱状をお渡しする。

5/13 可茂学園
〃

○平成26事業年度可茂会監事監査の実施（午前～）
○可茂会サービス検討会議の開催（午後～）

5/23 藤掛病院 研修室 ○平成27年度、第1回理事会、評議員会の開催。主な議題として
・平成26年度社会福祉法人可茂会（拠点区分可茂学園・三ツ池ホーム）事業報告・決算報告について

・社会福祉法人可茂会監事監査報告について
・社会福祉法人可茂会就業規則の一部改正について
・障害者支援施設可茂学園ならびに短期入所事業に係る運営規程の一部改正について
・その他
6/25 美濃加茂市役所 ○可茂会顧問である海老美濃加茂市副市長、を訪ね、平成26年度事業報告と決算報告
平成27年度事業計画と予算等について報告を行う。
6/27 藤掛病院 研修室 ○平成26年度、第2回可茂会理事会、評議員会の開催。主な議題として
・社会福祉法人可茂会可茂学園施設長人事について
・その他
6/30 可児市役所
御嵩町役場

○可茂会顧問である髙木可児市副市長、纐纈御嵩町副町長を訪ね、平成26年度事業報告と
決算報告、平成27年度事業計画と予算等について報告を行う。

9/19 藤掛病院 研修室 ○平成27年度、第3回可茂会理事会,評議員会の開催。主な議題として
・平成27年度拠点区分（可茂学園、三ツ池ホーム）の第一次補正予算（案）について
・男性用グループホームの新築整備について
・その他
12/26

富士ＯＧＭエクセレント

○平成27年度、第4回可茂会理事会,評議員会の開催。主な議題として

レストランフローラ ・平成27年度拠点区分（可茂学園）の第二次補正予算（案）について
・社会福祉法人「可茂会」就業規則の一部改正について
・可茂学園運営規程の一部改正について
・可茂学園の調理業務委託に係る契約更新について
・その他
H28.3/26 藤掛病院 研修室 ○平成27年度、第5回可茂会理事会,評議員会の開催。主な議題として

・平成27年度拠点区分（可茂学園）の第三次補正予算（案）及び拠点区分（三ツ池ホーム）の
第二次補正予算（案）について
・平成２７年度指導監査結果報告について
・平成２８年度サービス区分（本部、可茂学園、三ツ池ホーム、可茂学園相談支援センター）の
事業計画（案）について
・平成２８年度拠点区分（可茂学園、三ツ池ホーム）の予算（案）について
・社会福祉法人可茂会役員（理事・監事）の選任について
・その他

２．法人、学園事業に関する主なこと
月・日

場

所

Ｈ27.4/１ 可茂学園

4/11 可茂学園
多目的ホール

内

容

○辞令交付
○平成27年度可茂会後援会総会の開催
○平成27年度可茂学園保護者会総会の開催
・個人所持金・障害基礎年金監査、グループ・個人懇談

4/7 可児市役所
5/2 可茂学園
5/7 可茂学園
5/28 武芸川

○岐阜県議会議員選挙の期日前投票に、希望者を募り投票に出掛ける。
○春祭りの開催。利用者、保護者、職員、その他ボランティアさんなど、多くの方が参加し楽しむ。
年間個別支援計画に捺印を頂き、連休帰宅に入る。
○連休帰宅、登園日。
○平成27年度岐阜県知的障害者支援協会総会に出席。学園職員に加え可茂学園保護者

生涯学習センター 数名が参加する。

6/13 可茂学園

○可茂学園利用者及び該当職員の健康診断の実施。
多数の保護者の方の付添支援を頂き、比較的スムーズに実施できた。

6/13

富士ＯＧＭエクセレント

○保護者会主催の保護者、職員との懇親会に参加。来賓として可児市西田福祉部長の臨席を頂く。

レストランフローラ
7/4 可茂学園
7/7～9 可茂学園

○平成26年度決算報告書、事業活動報告書、現況報告書を可茂学園ホームページにおいて情報公開する。

○障がい者歯科巡回サービスの受け入れをする。歯科医師と歯科衛生士による学園利用者の
歯科検診及び歯磨き指導の実施。

8/4 可茂特別支援学校 ○可茂特別支援学校の文化祭に招待されハンドベル演奏を行う。
8/7 可茂学園

○交通安全教室の開催。可児市交通安全指導員による交通安全指導をして頂く。
交通ルールに関する基本的なことや、交通事故に遭わないために気を付けることなどの話をされた。

並行して職員には可児警察署の交通課担当者より、市内の事故多発場所についての話を頂く。
8/12～17 可茂学園

○夏期休暇として大半の入所利用者の方がご家族と一緒に過ごされる。

9/21 岐阜市マーサ２１ ○岐阜県ふれあい福祉フェアーに参加。可茂学園ハンドベル部が演奏を行う。
10/1 可茂学園
10/18
10/22

○辞令交付

可児市文化創造センターアーラ

○可児市健康フェアーに参加。麦の丘パン販売や可茂会後援会による日用品バザーなどを行う。

長良川メモリアルセンター

○岐阜県障害者スポーツ秋大会に希望者を募り参加する。秋空の下フライングディスクなどの競技を行う。

可児市文化創造センターアーラ

〇新日本フィルハーモニーのオープンシアターコンサートに参加し、ヴァイオリン、チェロなど7重奏の演奏を楽しむ。

10/24 飛騨高山方面

○親睦旅行Ａ班の実施。利用者、保護者、職員が参加。飛騨高山祭りの森見学や飛騨牛会席の
昼食を楽しむ。

11/7 福井・若狭方面
11/14 南消防署

○親睦旅行Ｂ班の実施。利用者、保護者、職員が参加。若狭・小浜の観光や蟹会席の昼食を楽しむ。

○可茂消防南消防署の担当者による救急救命講習会の開催。可茂学園、麦の丘、三ツ池ホームの

生活支援員、世話人等が参加しＡＥＤなどの取扱や応急手当等の方法について講習を受けた。
11/24 可茂学園
花フェスタ公園
11/19・26 可茂学園

○花フェスタ記念公園との防災協定に基づく総合防災訓練の実施。延焼が収まらないという想定で、

花フェスタ職員の協力を得ながら花フェスタ公園駐車場へ二次避難をするという訓練を実施する。
○福祉事務所との懇談会の実施。利用者の出身地域の福祉事務所担当官と、利用者本人、
担当支援員で利用者状況や現状の課題、本人の願い等について確認する機会を設けた。

12/9 可茂学園

○もちつきの実施。花園会婦人部さんや(株)ラインさん、保護者さんのボランティア参加を頂きながら、

もちつきを実施する。利用者全員がもちつきを体験し、その後つきたてのお餅を頂く。
12/16 可茂学園

○クリスマス会の実施。KYB労働組合、第三者委員さん等の参加を得ながら、クリスマスパーティーや

アトラクション（職員のダンス、紙芝居、和知保育園園児の演劇）を楽しむ。
12/24 可茂学園
Ｈ28.1/8 可茂学園

○可茂県事務所（旧：中濃振興局）の指導監査を受ける。福祉課の担当職員２名が来園され施設の監査をされる。

〇可茂学園利用者自治会主催による新年会を行う。園長挨拶の後、ゲームなどで楽しむ。
昼食は委託業者による寿司のバイキングで利用者さんに非常に好評であった。

3/25 可茂学園

〇障害者グループホーム建築補助金要望に係る補助金内定の案内を頂く。

□各サービスごとの年間利用者数

○施設入所支援 延べ18,955名（約52名/日）
○生活介護（可茂学園） 延べ18,684名（約75名/営業日）
○生活介護（麦の丘） 延べ2,873名（約11名/営業日）
○短期入所 延べ796名（約2.1名/日）
○共同生活援助 延べ1,597名（約4.3名/日）
○日中一時支援 延べ1,024名（約2.8名/日）
□各部会、委員会ごとの取り組み
・行事部会
グループごとの一日外出（年2回春・秋）、年度末慰労会を行う。障害者スポーツ大会への参加。もちつき大会、クリスマス会等の開催。

・対外部会
地域で行われる各種福祉行事（公民館まつり等）、近隣施設でのイベントへの参加。
・研修部会
職員の資質向上のための各種施設外研修会への参加。職員間の情報共有のための施設内ケース検討会議の開催。

・食事健康部会
医食同源という考え方に立ち食品衛生、栄養面に配慮した食事の提供。
・保護者部会
毎月の保護者会の開催。親子親睦旅行、懇親会などの主催。各種研修会への参加。
・防災委員会
毎月の避難訓練や、花フェスタ記念公園との合同訓練の実施。
・医務委員会
毎月の定期通院や、医療に関する利用者、職員の健康管理など。
・麦の丘
カフェ＆ベーカリー麦の丘でのパン製造販売、喫茶業務のほかに地域で行われる各種イベントでのパン販売。

・三ツ池ホーム（GH)
食事の提供、入浴などの生活援助。誕生日会、クリスマス会などのホーム独自の催し物を計画。
・相談支援センター
計画相談、モニタリング、一般相談の通常業務に加え、各種研修会、会議への参加。

３．総会、施設長会、研修に関する主なこと
月・日

場

所

Ｈ27.4/17 恵那峡グランドホテル

内

容

○第1回岐阜県知的障害者支援協会施設長会に出席する。

4/19 関市総合福祉会館 ○平成27年度障害支援区分認定調査員・市町村審議会委員初任者研修に3名の職員が参加をする。
障害支援区分認定調査員の資格取得のための研修であった。（今年度は御嵩町より調査の依頼あり）

5/7 恵那たんぽぽ
5/14

名古屋ガーデンパレス

○第１回岐阜県知的障害児者生活サポート支援協会理事会に出席する。
○第1回日本知的障害者福祉協会東海地区代表者会議に出席する。

6/29～30 東京国際フォーラム ○全国知的障害関係施設長等会議に出席する。

テーマは「障がい者福祉の動向と今後の展望～安定した福祉サービスの提供に向けて～」であった。

7/9～10

伊勢志摩ロイヤルホテル

○第53回東海地区知的障害関係施設職員研修会に参加する。
テーマは「知的障害者の合理的配慮とは何か～当事者の豊かな生活を目指して～」であった。

7/11 可茂学園

〇園内職員研修として障害者虐待防止法をテーマに研修を行う。
意見交換や情報共有をすることで、施設内での虐待を未然に防ぐための仕組みづくりについて検討する。

9/17～18 名古屋ガーデンパレス ○第54回東海地区知的障害関係施設長研究協議会に参加する。

テーマは「サービス向上に必要なもの～知的障害福祉の課題と事業者のあるべき姿を問う～」であった。

10/13 岐阜都ホテル

○社会福祉トップセミナーにに参加する。テーマは「社会福祉法人を取り巻く状況と、これからの
経営戦略について」であった。

10/20 恵那たんぽぽ

○第２回岐阜県知的障害者支援協会理事会に出席する。

12/8 可茂学園

〇日中活動支援部会が開催される。テーマは「多くの支援を要する人たちの豊かな生活に向けて」であった。

H28.1/20 中濃総合庁舎

〇障害者虐待防止・権利擁護研修に参加する。次年度には虐待防止委員会を設置する予定である。

1/27、28 岐阜グランドホテル 〇第４回障害者支援施設部会全国大会に参加する。テーマは「利用者本位の支援とは何か？

～今、改めて支援の本質を支援施設の役割から考える～」であった。
2/9 シェア金沢（仏子園） 〇支援主任者会先進施設視察研修に参加する。高齢者など地域住民との共生を実施している施設であった。
2/12 恵那たんぽぽ

○第３回岐阜県知的障害者支援協会理事会に出席する。

2/18 可茂学園

〇園内職員研修として防災士の足立育雄氏を講師に招き施設の防災をテーマに研修を行う。
災害時に必要な物資、職員の対応、地域との連携について学ぶ。

3/11 有明コンベンション 〇全国支援スタッフ委員会代表者会議に参加する。
3/23 恵那たんぽぽ

○第４回岐阜県知的障害者支援協会理事会に出席する。

４．施設整備に関する主なこと
1.相談支援事業用車両購入に関すること（共同募金会）
月・日
H26.12/25

場

所

可茂学園

内

容

○かねてより申請をしていた相談支援センター用の車両に係る補助金の配分決定の内示を
共同募金会より受ける。

H27.3/27 可茂学園

○この事業に係る正式な配分決定通知書を共同募金会より頂く。

4/17

○下記の５業者に指名競争入札通知文書を持参する。
・広和自動車 ・ウェルハート ・JAめぐみのオートショー ・吉田整備（株） ・岐阜スズキ可児

4/28

○最低金額提示業者であった吉田整備（株）と契約する。

5/25 可茂学園

○相談支援専用車両（ワゴンR)が納車される。

6/1

○車両納入業者に支払いをするとともに、この事業の実績報告書を共同募金会に提出する。

6/2

○補助金の交付申請をする。

6/15

○この事業の補助金が岐阜県共同募金会より振り込まれる。

2.職員室の空調改修工事について
月・日

場

H28.2/23 可茂学園

所

内

容

○可茂学園創立以来使用していた職員室のエアコンが老朽化により故障が多かったため、改修工事を

行った。

