
・平成２８年７月相模原市の障害者支援施設で起きた利用者殺傷事件を受けて、可茂学園でも昼間の園内の見回り、夜間の閉扉

マニュアル策定など、不審者対策、災害・防災対策に取り組みました。

・公益財団法人JKAによる補助事業として、可児市東帷子にグループホームを完成させることができました。この事業の目的は

施設からの地域移行とより支援度の高い在宅障がい者の施設で受け入れることです。

・社会福祉法人改革により定款や規程を大幅に変更したほか、評議員選任・解任委員会を設置するなど法人組織体系の

見直しを行いました。

月・日 場　　所 　　内　　　　容

H28.4/16 藤掛病院　研修室 ○平成28年度、第1回理事会の開催。主な議題として

・社会福祉法人可茂会理事長の互選について

4/20 御嵩町役場 ○寺本公行御嵩町副町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。

5/20 可茂学園 ○平成27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～）

5/27 可茂学園 〇可茂会理事、監事、評議員にお集まりいただき、可茂学園施設見学を行う。

5/27 藤掛病院　研修室 ○平成28年度、第2回理事会、第１回評議員会の開催。主な議題として

・平成２７年度　社会福祉法人可茂会・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報告について

・平成２７年度　社会福祉法人可茂会・可茂学園・三ツ池ホーム・可茂学園相談支援センターの決算報告について

・社会福祉法人可茂会監事監査報告について

・公益財団法人JKA補助金交付申請について

・平成２８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

・赤い羽根共同募金の補助金申請について

・社会福祉法人可茂会就業規則の一部改正について

・その他

7/4 可児市役所 ○可茂会顧問である髙木可児市副市長、海老美濃加茂市副市長、寺本御嵩町副町長を訪ね、

美濃加茂市役所 平成27年度事業報告と決算報告、平成28年度事業計画と予算等について報告を行う。

御嵩町役場

7/23 藤掛病院　研修室 ○平成28年度、第3回理事会、第2回評議員会の開催。主な議題として

・グループホーム建築に係る指名競争入札の業者選定、入札の執行及び最低価格提示業者との契約について

・社会福祉法人可茂会欠員役員の選任（承認）について

・その他

9/3 藤掛病院　研修室 ○平成28年度、第4回理事会、第3回評議員会の開催。主な議題として

・グループホーム建築に係る指名競争入札の業者選定、入札の執行及び最低価格提示業者との契約について

・平成２８年度拠点区分（可茂学園・三ツ池ホーム）の第二次補正予算（案）について

・社会福祉法人可茂会給与規程の一部改正について

・その他

12/26 富士ＯＧＭエクセレント ○平成28年度、第5回可茂会理事会,第4回評議員会の開催。主な議題として

レストランフローラ ・社会福祉法人可茂会定款変更について

・評議員選任・解任委員会運営細則の制定について

・評議員選任・解任委員の選任について

・評議員候補者の推薦と選任・解任委員会の招集について

・社会福祉施設整備費補助金等に係る協議書の提出について

・グループホーム建築に係る契約及び経過報告について

・可茂学園の調理業務委託に係る契約更新について

・社会福祉法人可茂会サービス検討委員の選任について

・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

・その他

第１号議案　平成28年度　事業報告について

１．理事会、評議員会等の開催に関すること



29.2/28 可茂学園 〇平成２８年度第１回評議員選任・解任委員会を行う。理事会で推薦された５名が選任された。

3/18 藤掛病院　研修室 ○平成28年度、第6回理事会、第5回評議員会の開催。主な議題として

・平成28年度拠点区分（可茂学園、三ツ池ホーム）の第三次補正予算（案）について

・平成28年度指導監査結果報告について

・平成29年度サービス区分（本部、可茂学園、麦の丘、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29年度拠点区分（可茂学園、三ツ池ホーム）の当初予算（案）について

・評議員候補者の推薦と選任・解任委員会の招集について

・社会福祉法人可茂会定款施行細則の全部改正について

・社会福祉法人可茂会経理規程の一部改正について

・その他

3/23 可茂学園 〇平成２８年度第２回評議員選任・解任委員会を行う。理事会で推薦された２名が選任された。

□各サービスごとの定員及び年間利用者数

○施設入所支援(定員60名）　延べ18,776名（約51名/日）　（前年度約52名）

○生活介護（可茂学園　定員85名）　延べ18,793名（約76名/営業日）　（前年度約75名）

○生活介護（麦の丘　定員15名）　延べ2,706名（約10名/営業日）　（前年度約11名）

○短期入所（定員３名）　延べ726名（約2名/日）　（前年度約2.1名）

○共同生活援助（定員８名）　延べ1,786名（約4.8名/日）　（前年度約4.3名）

○日中一時支援　延べ749回（約2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

誕生会のメニューや季節行事食の企画。利用者の嗜好や身体機能に合せた食事の提供。

・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。



月・日 場　　所 　　内　　　　容

Ｈ28.4/１ 可茂学園 ○辞令交付

4/9 可茂学園 ○平成28年度可茂会後援会総会の開催

　多目的ホール ○平成28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

4/14 可茂学園 ○更生保護を目的として、保護司からの依頼で保護観察の少年１名の実習を地域貢献活動として受け入れる。

○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。

5/9 可茂学園 ○連休帰宅、登園日。

5/24 可茂学園 ○更生保護を目的として、保護司からの依頼で保護観察の少年１名の実習を地域貢献活動として受け入れる。

5/31 可茂学園 〇南消防署、御嵩消防団のご協力を頂き防災避難訓練を行う。可茂学園西側歩道に設置された

消火栓の位置を確認するとともに、消防士による放水訓練を行う。

6/10 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、チェロなどの演奏を楽しむ。

6/11 可茂学園 ○可茂学園利用者及び該当職員の健康診断を実施する。

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。

花トピアゴルフクラブ ○保護者会主催の保護者、職員との懇親会に参加。

6/24 可茂学園 ○平成27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。

7/7 可児市役所 〇参議院選挙期日前投票に希望者を募り利用者20名が参加する。

7/18 可児市文化創造センターアーラ 〇アーラ主催「みんなのディスコ」に利用者６名が参加し演奏や踊りを楽しむ。

7/29 可茂学園 〇平成29年4月1日採用予定、職員採用試験の実施。

8/2～4 可茂学園 ○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。

8/9 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。

利用者向けに交通ルールに関する基礎知識や、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。

職員向けに可児警察署の交通課担当者より、市内の事故多発場所、自転車事故についての話をされた。

8/11～16 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。

9/9 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 ○辞令交付

10/3 PLANT6瑞穂店 〇(株)東北サファリパーク様のご厚意によりわくわく動物園の招待があり、麦の丘利用者11名で参加する。

10/16 可児市文化創造センターアーラ ○健康フェア可児に参加。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。

10/29 富山方面 ○親睦旅行Ａ班の実施。利用者、保護者、職員が参加する。帆船海王丸の見学や海鮮料理の

昼食を楽しむ。

11/5 信州方面 ○親睦旅行Ｂ班の実施。利用者、保護者、職員が参加する。諏訪湖間欠泉の観光や信州牛会席の昼食を楽しむ。

11/16 可茂学園 〇可茂学園利用者92名、職員58人がインフルエンザ予防接種を受ける。

12/10 南消防署 ○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。

12/14 可茂学園 ○もちつきの実施。小山寺さん、花園会さん、(株)ラインさん、保護者のボランティアの参加を頂きながら、

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。

12/19 可茂学園 ○クリスマス会の実施。KYB労働組合、ボランティア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（職員のレクリエーション、紙芝居、和知保育園園児の演劇）を楽しむ。

12/21 可茂学園 ○可茂県事務所（旧：中濃振興局）と可児市福祉課の指導監査を受ける。

福祉課の担当者５名が来園され施設と法人の監査をされる。

Ｈ29.1/12 可茂学園 〇可茂学園利用者自治会主催による新年会を行う。職員の出し物、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、みなさんに非常に好評であった。

2/23 可茂学園 〇可児警察署の指導により不審者対応講習を受ける。施設内に不審者が現れた際の対処方法や

さすまたの取り扱いなどを学ぶ。

２．法人、学園事業に関する主なこと

5/3 可茂学園



月・日 場　　所 　　内　　　　容

Ｈ28.4/22 羽島市文化センター 〇平成28年度障害支援区分認定調査員、市町村審査会委員初任者研修に支援員2名が参加する。

5/9 恵那峡グランドホテル ○第1回一般社団法人岐阜県知的障害者支援協会施設長・管理者会・理事会に出席する。

5/26 日本真ん中センター ○平成28年度岐阜県知的障害者支援協会総会に出席する。学園職員に加え可茂学園保護者

数名が参加する。

6/8 恵那たんぽぽ ○第１回岐阜県知的障害児者生活サポート協会理事会に出席する。

6/21 シェア金沢（仏子園） 〇保護者会主催先進施設見学に保護者、職員合わせて１２名が参加する。

障がい者と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。（安倍首相が見学したことでも有名）

7/7～8 岐阜グランドホテル○第54回東海地区知的障害関係施設職員等研究協議会に参加する。

テーマは「障害者福祉と支援の本質を、私たちの現場から発信しよう」であった。

7/21 可茂学園 〇園内研修を実施する。虐待防止について実際に障害者施設で起こった虐待事例をもとに

虐待を起こさない仕組みづくりについて検討する。

8/4 福祉農業会館 ○第2回一般社団法人岐阜県知的障害者支援協会施設長会に出席する。

9/12 障がい者総合
相談センター 〇強度行動障がい者支援者養成研修（基礎研修）に生活支援員2名が参加する。

9/15 〇第55回東海地区知的障害関係施設長等研究協議会に参加する。

テーマは「支援の質を高めるために制度と人材育成を考える」であった。

11/9 岐阜都ホテル 〇社会福祉法人制度改革対応セミナーに参加する。

定款変更や組織体制の変更（理事会、評議員会）に関わる内容であった。

12/9 中濃総合庁舎 〇障害者虐待防止・権利擁護研修（障害者福祉施設における障がい者虐待の防止とその対応）に

サービス管理責任者が参加する。

Ｈ29.2/10 羽島市文化センター 〇相談支援従事者専門コース別研修会に参加する。

3/6 愛光園（南知多） 〇支援主任者会先進施設視察研修に参加する。一人一人の障害の特性に応じ幅広い日中活動を

行っている施設であった。

3/8 岐阜清流プラザ 〇岐阜県知的障害者支援協会50周年式典に職員と利用者が参加する。

３．総会、施設長会、研修に関する主なこと

静岡プラザヴェル
デ



1.グループホーム建築に関すること（公益財団法人JKA補助事業）

月・日 場　　所 　　内　　　　容

Ｈ28.3/25 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。

4/11 毎日ビルディング大阪 〇この補助事業における事務手続き説明会に参加し、補助金内定通知書を頂く。

5/27 可茂学園 〇平成２８年度第２回理事会第１回評議員会の承認を経て補助金交付申請書を提出する。

6/9 県障害福祉課 〇担当者とこの事業に係る事前協議を行う。

6/13 可茂学園 〇公益財団法人JKAより補助金交付決定通知書を頂く。

6/29 可茂学園 〇(株)ぎふ建築住宅センターに建築確認申請書を提出する。

7/1 可茂学園 〇補助金交付決定を受け、この事業にあたり責任をもって遂行する旨の誓約書を送付する。

7/5 可茂学園 〇都市計画法施行規則第60条の規定による適合証明書が可児市より交付される。

7/15 可茂学園 〇景観計画区域内における行為の制限の適合通知書が可児市より交付される。

7/15 可茂学園 〇(株)ぎふ建築住宅センターにより建築確認済書が交付される。

7/26 可茂学園 〇平成２８年度第３回理事会、第２回評議員会の選定を経て指名業者へ入札通知書を送付する。

8/12 藤掛病院　研修室 〇法人役員の方にも立ち合いをお願いし、入札執行する。入札金額が予定価格を下回らなかったため

不成立となる。

9/5 可茂学園 〇平成２８年度第４回理事会、第３回評議員会の選定を経て指名業者へ入札通知書を送付する。

9/16 藤掛病院　研修室 〇指名業者の範囲を広げ、2回目の入札執行する。入札金額が予定価格を下回らなかったが、最低価格

提示業者との話し合いの結果、予定価格で工事を請け負っていただくことになる。

9/30 可茂学園 〇株式会社土屋R＆Cと建築工事請負契約を取り交わす。

10/4 東帷子 〇帷子自治連合会長、愛岐ケ丘、中切自治会長をお尋ねし、工事業者が決まり工事が始まる旨を説明し

地元住民のこの事業に対するご理解、ご協力をお願いする。

10/12 東帷子 〇帷子自治連合会長、愛岐ケ丘、中切自治会長にも出席いただき起工式を執り行う。

10/13 可茂学園 〇株式会社土屋R＆Cに契約金を支払う。

10/24 可茂学園 〇公益財団法人JKAへ請負業者決定に関する報告書と中間報告書を提出する。

11/17 可茂学園 〇公益財団法人JKA担当者より補助金額の減額の連絡がある。

理由は空調設備工事の一部が補助対象外であったためである。

3/9 県障害福祉課 〇担当者とこの事業に係る第2回目の事前協議を行う。

3/9 可茂学園 〇建築基準法第7条の規定による検査済証が(株)ぎふ建築住宅センターより交付される。

3/9 東帷子 〇消防署の検査を受け、消防用設備等検査済証を受理する。

消防用設備は、消火器、スプリンクラー設備、自動火災報知設備である。

3/15 東帷子 〇建築施工業者株式会社土屋Ｒ＆Ｃより完成届をいただき、建物の引き渡しを受ける。

3/15 〇新築棟の火災、地震保険に加入する。

3/23 〇株式会社土屋R＆Cに残金を支払う。

4/10 可茂学園 〇公益財団法人JKAへ補助金支払い申請書を提出する。

5/16 可茂学園 〇公益財団法人JKAより補助金が振り込まれる。

5/16 可茂学園 〇公益財団法人JKAへ補助事業完了報告書を提出する。

5/29 東帷子 〇関係者に出席いただき竣工式を行う。

6/1 東帷子 〇グループホーム事業開始。

４．施設整備に関する主なこと



２.可茂学園多目的車両購入に関すること（愛のともしび基金補助事業）

月・日 場　　所 　　内　　　　容

H28.8/18 可茂学園 ○かねてより申請をしていた可茂学園多目的車両に係る補助金の配分決定（750,000円）の内示を

愛のともしび基金より受ける。

11/4 〇スズキソリオ購入のため、下記指名業者による指名競争入札を行う。

・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

11/11 可茂学園 〇入札の結果、吉田整備(株)が落札する。

11/14 可茂学園 〇吉田整備(株)と車両購入に係る契約書を取り交わす。

H29.1/18 可茂学園 〇注文車両（スズキソリオ）が納車される。

1/23 可茂学園 ○吉田整備㈱に支払いをするとともに、この事業の実績報告書を可茂県事務所に提出する。

1/27 可茂学園 〇可茂県事務所担当者が来園され車両を視察される。

3/17 ○補助金の交付申請を提出する。

4/10 ○この事業の補助金額750,000円が岐阜県愛のともしび基金より振り込まれる。

３．可茂学園新館居室空調改修工事に関すること

月・日 場　　所 　　内　　　　容

H28.12/14 可茂学園 ○可茂学園新館棟新築整備以来使用していた利用者居室のエアコンが、老朽化により故障が多かったため

～16 改修工事を行った。3業者見積り合わせの結果、東三冷凍機(株)が改修工事を行う。

（今年度は西側の居室8部屋を行った。東側は来年予定である。）


