
 

 

平成 29 年度 社会福祉法人 亮和会 

事 業 報 告 
 
平成29年度 第１回理事会 

平成29年6月1日（木） 13時30分開会   亮和会 会議室 
第1号報告 職務執行状況報告について（平成29年4月から平成29年5月まで） 
第2号報告 理事相原力氏の辞任について 
 
第1号議案 平成28年度事業報告に関する件 
第2号議案 平成28年度収支決算及び監査報告に関する件 
第3号議案 次期役員候補者選任に関する件 
第4号議案 定時評議員会の開催に関する件 
 

平成29年度 第1回評議員会 
平成29年6月17日（土） 13時30分開会   亮和会 会議室 
第1号報告 職務執行状況報告について（平成28年4月から定時評議員会まで） 
第2号報告 理事相原力氏の辞任について 
 
第1号議案 平成28年度収支決算及び監査報告に関する件 
第2号議案 役員選任に関する件 

 
平成29年度 第2回理事会 

平成29年6月17日（土） 14時50分開会   亮和会 会議室 
第1号報告 職務執行状況報告について（平成29年4月から平成29年5月まで） 
第2号報告 役員選任について 
 
第1号議案 理事長選任に関する件 

 
平成29年度 第3回理事会 

平成29年10月28日（土） 15時30分開会   亮和会 会議室 
第1号報告 予算の進捗状況に関する件 
第2号報告 職員退職に関する件 
第3号報告 リース車に関する件 
第4号報告 グループホーム新設の補助金申請に関する件 
第5号報告 フードバンク茨城との契約に関する件 
第6号報告 蛸屋・霽月庵早坂に関する件 

 
平成28年度 第4回理事会 

平成29年3月11日（土） 14時45分開会   亮和会 会議室 
第1号報告 予算の進捗状況に関する件 
第2号報告 職員退職に関する件 
第3号報告 グループホーム新設の補助金申請に関する件 
第4号報告 栃木県実地指導に関する 
第5号報告 作業状況に関する件 
 
第1号議案 平成30年度事業計画（案）に関する件 
第2号議案 平成29年度補正予算（案）に関する件 
第3号議案 平成30年度収支予算（案）に関する件 
第4号議案 グループホーム運営規定変更に関する件 
第5号議案 グループホーム契約書変更に関する件 

 



 
 

平成 29 年度 障害者支援施設「サフラン工房」 
就労継続支援B 型・生活訓練・就労移行支援 

特定相談支援事業・障害児相談支援事業 
 

事 業 報 告 
 

1. 総括 
   平成 29年度事業計画の目標である利用者の就労及び定着に関して、平成27年度4名、平成28年度2名、平成

29 年度 1 名が就労いたしました。現在も定着支援をしながら 7 名全員継続しています。利用者に関しては定

員に対する利用率は 47.0％・登録人数に対する利用率は 77.3％でありました。 
作業面に関してはマドラー製造検品をし納品しています。また、箱折作業に関しては蛸屋及び霽月庵が会社

更生法により再生中ですが、スポンサーに坂東太郎がなり現在は前年度と変わりない数を納品をしています。

また入金も末締め翌月末払いで入金もあります。メインの業者以外にも三社の箱折も請け負っています。特

定相談支援事業・障害児相談支援事業では計画・モニタリングも順調に行っています。これからも施設目標として

いる就労支援に力を入れていきたいと思っています。今後も運営して行く中で情報等をいち早くキャッチし、

職員へ情報提供をし、より利用者へのサービスを向上に努めていきたいと思います。 
 

2. 利用者状況  (就労継続支援B型・生活訓練・就労移行支援) 
登録者・新規利用者・退所者状況及び施設利用状況    
平成29年4月1日現在登録者数 

      23名 (B型 14名  生活 4名  移行 5名) 
    平成29年度新規利用者数 
      10名 (B型 15名  生活 3名  移行 2名)   
    平成29年度新事業所内移動者数 
      12名 (B型より移行 1名 生活よりB型 1名)  
    平成29年度退所者数                   
      18名 (B型 15名  生活 1名  移行 2名) 
    平成30年3月31日現在登録者数 
      25名 (B型 15名  生活 5名  移行 5名) 
    平成29年就職者数 
      21名 (B型 10名  生活 0名  移行 1名) 
  
3. 利用者の帰結状況   
   就職の為つくばの事業所へ 1名  大王パッケージ株式会社 
   他事業所へ        3名 
   体調不良         4名 
 
4. 利用者状況  (特定相談支援事業・障害児相談支援事業) 

障害者 
    計画相談及びモニタリング数  29年度183回  28年度158回  27年度221回  26年度170回 
   障害児 
    計画相談及びモニタリング数  29年度139回  28年度682回  27年度656回  26年度627回 
 
5. 研修 
  ァ 施設内研修 

29年 5月 12日 
顧問医と職員研修 施設職員 8名 メンバーの病状と指導方法 

29年 12月 8日 
顧問医と職員研修 施設職員 8名 メンバーの病状と対処方法 

 
 
 
 
 



ィ 施設外研修及び会議等実施報告 
29年4月11日 

第1回古河市相談支援事業連絡調整会議 1名 
     各事業所の現状報告と近隣資源の情報交換 総和中央病院の児童通所施設について 

29年5月9日 
第2回古河市相談支援事業連絡調整会議 1名 

     各事業所の現状報告と近隣資源の情報交換 事例検討会 
29月年5月24日 

茨城県精神障害者支援事業者協会 相談支援部会研修 1名 
     相談支援のこれから 講師 NPO法人スペース空 相談支援専門員 稲嶺裕子氏 

29年5月25日 
茨城県精神障害者支援事業者協会 活動支援部会研修 1名 

     社会福祉法人 木犀会 ケアステーションモリヤ 事業所見学等 
29年6月9日 

第3回古河市相談支援事業連絡調整会議 1名 
     各事業所の現状報告と近隣資源の情報交換 相談支援従事者研修会について 
     事業所紹介 医療法人桂樹会 遼（はるか） 

29年6月16日   
精神障害者地域移行支援研修会 1名 

   精神障害者の地域移行と地域生活支援 
29年6月17日 

茨城県精神障害者支援事業者協会 就労支援部会研修 1名 
     株式会社 アダストリア・ゼネラルサポート（特例子会社）事業所見学 

29年6月22日 
障害者就業・生活支援センター慈光倶楽部連絡調整会議 1名 

     障害者雇用情勢について 障害者支援について等 
29年7月10日 

第4回古河市相談支援事業連絡調整会議 2名 
     各事業所の現状報告と近隣資源の情報交換 事例検討会 

29年7月22日 
茨城県精神障害者支援事業者協会 管理職研修会 1名 

   知的障害がある方への支援の実際 
29年8月10日 

第5回古河市相談支援事業連絡調整会議 1名 
   各事業所の現状報告と近隣資源の情報交換 事例検討会 
29年度事業年8月24日 8月25日 9月1日 

    SST初級リーダー養成2DAYワークショップ 1名 
     SSTリーダーを目指す研修会 

29年9月8日 
第6回古河市相談支援事業連絡調整会議 1名 

     各事業所の現状報告と近隣資源の情報交換 事業所紹介 紙ひこうき 放課後等デイサービス 
29年9月16日 

独）福祉医療機構 障がい福祉サービス経営セミナー 1名 
     障害者総合支援施策動向について等 

29年10月10日 
第7回古河市相談支援事業連絡調整会議 2名 

     各事業所の現状報告と近隣資源の情報交換 事業所紹介 芳香会病院青嵐荘療育園 自立訓練(機能訓練)  
29年10月25日 

第１回古河市相談支援従事者研修会 「現任者研修」2名 
     講意思決定支援について（研修復命報告） 
     成年後見制度と身元引受支援について 一般社団法人 しんらいの会 理事長 青木 規幸様 

古河市後見サポートセンターの現状と課題 古河市社会福祉協議会   係 長 廣野 功太郎様 
29年11月10日 

第8回古河市相談支援事業連絡調整会議 1名 
     各事業所の現状報告と近隣資源の情報交換 障害者支援法等の動向 古河市基幹相談支援センター 

 



29年11月15日 
茨城県精神障害者支援事業者協会 総会 2名 

     総会・専門部会報告・今年度の部会研修について 
29年11月19日 

茨城県障害者虐待防止・権利擁護研修 
     虐待防止の理解・現状と課題等 

29年12月8日 
第9回古河市相談支援事業連絡調整会議 1名 

     各事業所の現状報告と近隣資源の情報交換 精神障害者の支援について 
29年12月14日 

茨城県経営協セミナー 1名 
     ここで差がつく明日からの社会福祉法人経営等 

29年12月20日 
発達障害者支援員育成研修 1名 

     幼児期における発達障害児の早期発見等 
30年1月10日 

第10回古河市相談支援事業連絡調整会議 1名 
     各事業所の現状報告と近隣資源の情報交換 平成29年度全国相談支援ネットワーク研修大会 行政報告 

30年1月25日 
ふれあい十周年記念のつどい 1名 

   特定非営利活動法人 ふれあい 十周年記念 
30年1月29日  

地域障害者雇用連絡会議 1名 
     最近の雇用失業情勢について 障害者の業務取扱状況について等 

30年1月29日・30日 1名 
茨城県ファシリテーション研修 

     ファシリテーションで響きあうチームを現実にしよう等 
30年2月9日 

第11回古河市相談支援事業連絡調整会議 2名 
     各事業所の現状報告と近隣資源の情報交換 障害者相談支援業務サポートシステム[ミラクルQ]について 

30年2月10日 2月11日 2月19日 
    障害者相談支援従事者研修 「現任者研修」1名 
     障害者ケアマネジメントの実践 茨城連における地域生活支援の実際と課題 

30年2月2日 
茨城県精神障害者支援事業者協会 就労支援部会研修 1名 

   ㈱カシマ 会社の見学 障害者雇用率20％の事業所 グループワーク等 
30年2月13日 

茨城県精神障害者支援事業者協会 活動支援部会研修 1名 
     社会福祉法人亮和会 サフラン工房見学 作業プログラムの体験 グループワーク等 

30年2月17日 
茨城県精神障害者支援事業者協会 管理職研修会 5名 

     これからの地域移行支援～進むべき共生社会～ グループワーク 
30年2月16日 

障害福祉事業経営セミナー 1名 
     全国経営協の活動動向と地域共生社会における社会福祉法人の役割等 

30年2月17日 
茨城県精神障害者支援事業者協会 管理者研修会 5名 

   これからの地域移行支援 進むべき共生社会 
30年2月21日 

障害者就業・生活支援センター慈光倶楽部連絡調整会議 1名 
     障害者雇用情勢について 障害者就業・生活支援センター慈光倶楽部状況報告等 

30年2月21日 
茨城県障害者虐待防止・権利擁護研修 

     虐待防止の理解・現状と課題等 
 
 



30年2月28日  
工賃向上のための事業所研修会 1名 

     事業概要 実践報告等 
30年3月1日 

障碍者権利擁護・虐待防止セミナー 2名 
     障害者虐待防止と権利擁護 より良い支援のために等 

30年3月5日 
古河保健所地域移行支援連絡協議会 2名 

     茨城県内・管内の精神保健福祉の状況について等 
30年3月5日 

古河市障害福祉サービス事業者等連絡会議 1名 
 古河市障害福祉サービス事業者等連絡会会則の一部訂正について等 

30年3月9日 
第12回古河市相談支援事業連絡調整会議 1名 

    各事業所の現状報告と近隣資源の情報交換 平成30年度古河市相談支援体制について（年間予定等） 
30年3月9日 

茨城県精神障害者支援事業者協会 相談支援部会研修 1名 
     なぜ計画相談支援はこんなにしんどいのか グループワーク等 

30年3月25日  
猿島厚生病院院内研修 2名 

     私を探す旅に出る 自分を知り、人との関わりを深める 交流分析入門 
30年3月31日  

書道家金澤翔子氏席上揮毫ならびに母 泰子氏講演会 1名 
     書道家金澤翔子氏による席上揮毫 母 金澤泰子氏による講演会 
 
6. 実習・ボランティア受入  

29年6月9日 29年6月16日 
境特別支援学校 
高等部現場実習 3年生 1名 

29年9月27日 29年9月29日 29年10月4日 29年10月6日 
境特別支援学校 
高等部現場実習 3年生 1名 

29年11月15日～29年11月17日 29年11月20日 29年11月22日 29年11月24日 
境特別支援学校 
高等部現場実習 3年生 1名 

29年7月19日 
境特別支援学校 
親子施設見学 1年・2年生・保護者・教員 18名 

  29月年4月から30年3月 
古河市社会福祉協議会登録ボランティア団体 
微助人の会  毎週火曜日 
 

7. 災害事故防止対策 

改善指導事項

損傷、改修

年2回 （実施日平成29年8月29日）
消防器具の点検 有

（実施日平成30年2月20日）

消防署の立入

建物・設備の

無

平成16年8月10日防火管理者職・氏名 管理者　牧川雅一 消防計画策定日

避難訓練

 
   平成29年8月29日 平成30年2月20日に防災避難訓練実施 
   防災設備の点検と器具備品の使用の周知 防災意識の徹底指導 
   8月・2月 消防署の指導の下、通報訓練・避難訓練・水消火器による消化訓練を行う 
 
 
 
 



7．レクリェーション 
15月10日  誕生会 メンバー16名参加  4月・5月合同 
15月23日  阿字ヶ浦 浜田館 バーベキュー メンバー15名参加 
6月27日  太平山あじさい見学  メンバー12名参加 

17月19日  誕生会 メンバー18名参加  6月・7月合同 
19月16日  誕生会 メンバー15名参加  8月・9月合同 
10月14日  ド・マンナカまつり メンバー12名参加 
10月18日  東京スカイツリー メンバー12名参加 
10月27日  吉泉苑 感謝祭  メンバー11名参加 
11月13日  古河フォーラム メンバー13名参加 
11月14日  誕生会 メンバー18名参加  10月・11月合同 
11月18日  ふれあいフリーマーケット メンバー11名参加 
12月13日  クリスマス会(すたみな太郎)  メンバー16名参加 
11月10日  誕生会 メンバー17名参加 112月・1月・2月合同 
11月18日  初詣 大谷寺 カルビー工場見学 メンバー14名参加 
13月28日  古河桃まつり メンバー15名参加  
13月21日  誕生会 メンバー16名参加  
13月31日  金澤翔子・泰子共に生きる 席上揮毫と講演会 メンバー11名参加 
 

 
 

 
 
 
 

平成 29 年度 共同生活援助グループホーム「サフラン」 
事 業 報 告 

 
   
平成 30年 3月末現在で 6名の障害者が入居し、共同生活を行っています。世話人と入居者とのコミュニケーシ

ョンも良く、世話人が自炊の指導や服薬指導等の生活援助を行い、自立生活の手助けを行ってます。また、入居

者は、日中の活動場としサフラン工房へ通所し和菓子の箱折・マドラー検品等の作業、余暇としてレクリエーショ

ンの日を設け、利用者の作業に対するモチベーションの維持を図っています。 
 

 
入居者数 6名      
  30代 1名     男 4名 
  40代 1名     女 2名 
  50代 1名 
  60代 3名 


