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＜事業概況＞ 

平成３０年は全国的に災害が多発し、北海道内でも９月に台風２１号と胆振東部地震

が各所で甚大な被害をもたらした。北海道リハビリーでは幸い人的な被害はなかったも

のの、停電の影響で工場の生産がストップし、入所利用者の生活や通所事業にも支障が

出た。また、観光客の減少等により、クリーニング部門の収益が一時大きく落ち込んだ。 

平成３０年度の北海道リハビリーは、前年度の赤字決算という厳しい現実を踏まえ、

「収益の拡大」「経費の圧縮」「生産性の向上」の３点を意識した事業展開を進めた。ク

リーニング部門においては、クリーニング事業本部が総合的に収益拡大と効率化を進め、

特にクリーナースの生産強化のテコ入れを実施した。また、印刷事業の再構築を含むエ

イトの見直しは、３年計画の初年度としての作業を進めた。 

また平成３０年度は障害福祉サービスの報酬改定の年に当たり、法人経営への影響が

懸念されたが、「福祉・介護職員処遇改善加算」は一部が拡充され、当法人はキャリア

パス制度を導入したことにより、最上位区分の加算を獲得することができた。この他、

処遇改善の面では、休日の増加、有給休暇の取得促進に力を入れた。 

人材の確保は依然として重い課題となっているが、長期展望に立って求人活動に力を

入れた結果、平成３０年春に２名の新卒者を採用できたのに続き、平成３１年春にも２

名の新卒者が新たな仲間に加わった。今後も新卒採用活動を続けていく方針である。 

この他、理事会で決定した「内部管理体制の基本方針」に基づいて、法人の内部監査

を担当する「内部監査人」３名を指名し、内部統制の充実を図った。 

基本理念の大きな柱である福祉サービスの向上については、多くの職員が内外の研修

に精力的に参加し、スキルアップに努力した。社会福祉士２名、介護福祉士１名、１級

ボイラー技士１名など、多くの資格・免許を取得できた。また平成３０年度の目玉事業

として、「コミュニケーション活性化研修」を通年で実施し、風通しの良い職場作りを

目指した。 

平成２９年度の就労支援事業・工賃ランキングにおいて、道内２１６のＡ型事業所の

うち、当法人のクリーナースが１位、ウェルプラザやまはなが２位、おおぞらが３位と

なり、ベスト３を独占した。高い工賃を支給できるのは法人の誇りであり、利用者の励

みにもなる。また、就労移行支援においては、利用者４名が一般企業に就職することが

できた。さらに法人の新しい事業として、おおぞらとセルプさっぽろで就労定着支援事

業を開始した。今後とも利用者ファーストの精神を堅持していきたい。 

平成３０年度の就労支援事業について、まずクリーニング部門は全体として、収入が

前年をやや下回る結果となった。特にクリーナースは９月の地震の影響等で予算をクリ

アできなかった。 

一方、印刷部門は市場の厳しさが変わらず苦戦を余儀なくされた。契約額の適正化を

進めたものの、新規の受注が伸びず、収入は予算比で８６％の結果となった。５０年余

りに亘って続けている印刷事業は、今後の収支予測においても赤字基調が続く見通しで

あることから、事業の持ち方について継続して検討することとする。エイトは生活介護

など福祉面を充実・強化する方向で構造転換を図り、２０２０年度末までに新しい体系

に移行する。 

このような厳しい状況の中で、法人の決算は、サービス活動増減差額ベースで２期連

続の赤字となった。今後は、一日も早く赤字状態から脱却し、就労支援事業を正常な軌

道に戻すことが急務であると認識している。 

平成３０年度は重油の値上がりが続いた一年でもあり、前年度に比べ約 2100 万円の

コスト増となったことも収支に影響した。世界的に景気後退が予測される中で、当法人

を取り巻く経営環境も厳しさを増しているが、今後とも「利用者ファースト」の精神を

大切にし、北海道リハビリーの目的である、利用者が生きがいをもって暮らし働ける環

境作りと福祉サービスの向上を目指していく。 
 

１．事業概要  
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＜決算概況＞ 
 

１．事業活動収支 ＜法人全体＞  
 

①就労支援事業活動 

就労支援事業収益は、2,078,650 千円、前年比△105,315千円・95.2％の減収となった。 

印刷事業の売上が前年比△98,648 千円・80.1％と減少した影響が大きく、リハビリ

ー・エイトの事業転換による計画的減産に加え、商業印刷の需要減少により受注ロット

数等が減少したことが主な要因である。 

クリーニング事業の売上は、前年比△11,323千円・99.4％と僅かに減少した。ホテル・

病院等の新規契約を獲得した一方で、既存取引先の廃業による解約や胆振東部地震の影

響によりホテルリネンの入荷量が落ち込んだことが主な要因である。 

対する就労支援事業費用は、2,106,624千円、前年比△107,670千円・95.1％となった。 

印刷事業の製造原価及び販売管理費が前年比△101,590 千円・80.5％となった影響が

大きい。 

クリーニング事業の費用は、前年比△11,090千円・99.3％と微減した。重油価格上昇

により燃料費は増高したが、製造費用の削減努力とリネン消耗品費の会計処理を費用収

益対応の原則に則り、分割して費用化する方法に変更したことが主な要因である。 

 

この結果、就労支援事業のサービス活動増減差額は、△27,975 千円、前年比では＋

2,355千円・107.8％と良化したものの、２年連続の赤字決算となった。 

 

②福祉事業活動 

福祉事業収益は、911,867 千円、前年比＋47,448 千円・105.5％の増収となった。 

４月の報酬改定を受けてサービス区分別では収入の増減が生じたものの、利用者増

と福祉介護職員処遇改善加算の最上位区分を取得したことにより、前年度を上回る事

業収入を得た。 

尚、胆振東部地震の影響により、９月の障害福祉サービス等事業収益は前年比・予

算比ともに大きく減収した。 

対する福祉事業費用は、給与処遇改善による人件費増等により、890,928 千円、前年

比＋4,154 千円・100.5％の増となった。 

この結果、福祉事業のサービス活動増減差額は、20,939 千円、前年比＋43,294 千円・

293.7％と増収増益決算となった。 

これらの就労支援事業と福祉事業に収益事業等を合算したサービス活動増減差額は、

△5,381 千円、前年比＋46,529 千円・189.6％（予算比＋45,659 千円・189.5％）と、

赤字ながらも、前年比・予算比ともに良化した。 

 

③当期活動増減差額 

サービス活動増減差額、サービス活動外増減差額、特別増減差額を合算した当期活

動増減差額（当期純利益に相当）は 220,332 千円、前年比＋372,070 千円・345.2%とな

った。 

利益増の要因としては、リネン消耗品費の会計処理方法変更による過年度２ヶ年分

の修正額 238,621 千円（過年度の費用化済みのリネン消耗品費の一部を資産計上し直

した額）を今期に特別収益として計上したことが大きい。また、災害損失として、震

災による建物等修繕費用 5,274 千円を計上した。 

 

 

 



－３－ 

 

 

 

２．資金収支 ＜法人全体＞ 

事業活動収入は 2,998,920 千円、予算比△116,057 千円・96.3％の減収となった。 

対する事業活動支出は 2,804,447千円、予算比△52,920千円・98.1％の支出減となった。 

この結果、事業活動資金収支差額は、194,473 千円、予算比△63,137 千円・75.5％とな

った。 

施設整備等による収支では、施設整備等補助金収入 9,492 千円（クリーナースのボイ

ラ整備事業ほか）、設備資金借入金元金償還支出 69,813 千円（クリーナース・おおぞら・

エイト等の建設資金借入金返済分）、固定資産取得支出 144,106 千円（クリーナースのボ

イラ整備ほか）等を計上した。 

その他の活動による収支では、投資有価証券売却収入 100,000 千円（長期有価証券償還）、

投資有価証券取得支出 20,000 千円、積立資産支出 116,209 千円等を計上した。 
 

この結果、当期資金収支差額は、△10,821 千円・予算比△41,145 千円・△35.7％と、予

算を大幅に下回る決算となった。 

 

 

 

■事業活動収支（法人単位）                                        (単位：千円） 

 平成３０年度実績 

（Ａ） 

平成２９年度実績 増減額 

（Ａ）－（Ｂ） 

増減率 

（Ａ）／（Ｂ） サービス活動収益計 2,993,675 3,052,032 △58,357 △1.9% 

-3.3- サービス活動費用計 2,999,056 3,103,942 △104,886 △3.4% 

サービス活動増減差額 (1) △5,381   △51,910 46,529 89.6% 

内

訳 

就労支援事業収支差額 △27,975 △30,330 2,355 7.8% 

福祉事業収支差額 20,939 △22,355 43,294 193.7% 

収益事業収支差額 1,655 775 880 113.5% 

サービス活動外増減差額 (2) △4,294 

 

△289 △4,005 △1,385.8% 

経常増減差額 (3)=(1)+(2) △9,675 △52,199 42,524 81.5% 

特別増減差額 (4) 230,007 

 

△99,539 329,546 331.1% 

当期活動増減差額 (5)=(3)+(4) 220,332 △151,738 372,070 245.2% 

 

 

■資金収支（法人単位）                                           (単位：千円) 

 
平成３０年度 

 

差 異 

 

予算比 

 予算(A) 

予 算 

（Ａ） 

実績(B) (B)－(A) (B)／(A) 

事
業
活
動 

事業活動収入計 (1) 3,114,977 2,998,920 △116,057 96.3% 

事業活動支出計 (2) 2,857,367 2,804,447 △52,920 98.1% 

事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 257,610 

 

194,473 △63,137 75.5% 

施
設
整
備
等 

施設整備等収入計 (4) 70,000 10,327 △59,673 14.8% 

施設整備等支出計 (5) 294,501 

-2-△さ 

226,820 △67,681 77.0% 

施設整備等資金収支差額  (6)=(4)-(5) △224,501 

109,0710 

△216,493 8,008 103.6% 

そ
の
他
活
動 

その他の活動収入計 (7) 35,294 

1 

152,683 117,389 432.6% 

その他の活動支出計 (8) 38,079 

 

141,484 103,405 371.6% 

その他の活動資金収支差額 (9) = (7)-(8) △2,785 

 

55 

 

11,199 13,984 602.2% 

当期資金収支差額合計  (10) = (3) + (6) + (9) 30,324 △10,821 △41,145 △35.7% 

前期末支払資金残高 (11) 513,508 513,508 0 100.0% 

当期末支払資金残高 (10) + (11) 543,832 502,687 △41,145 92.4% 
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＜平成３０年度における主な事業実施状況＞ 

１．事業運営関係 

① キャリアパス制度を整備し、福祉介護職員処遇改善加算の最上位区分を取得 

② クリーニング事業本部主導によるクリーニング事業全体の生産性向上と収益拡大に

向けた取り組みを推進 

③ リハビリー・クリーナースにおいて、生活困窮者就労訓練事業を開始（５月） 

④ リハビリー・おおぞら及びセルプさっぽろにおいて、就労定着支援事業を開始（１０月） 

⑤ リハビリー・エイトの事業再構築に向けた取り組みを段階的に実施 

⑥ 内部監査人を設置し、３拠点に対する内部監査を実施 

⑦ 陽だまりにおいて、福祉サービス第三者評価を受審 

⑧ 台風２１号及び胆振東部地震への対応 

 

２．施設設備整備関係(大規模整備等) 

① リハビリー・クリーナース クリーニング作業棟の空調設備導入及びトイレ改修工事 (１０月完了) 

② リハビリー・クリーナース ホテルリネン作業棟の貫流ボイラー設置工事(１月完了) 

③ リハビリー・エイトの製本用自動無線綴機の更新(１１月完了) 

④ セルプさっぽろの軽作業室の拡張工事(入札不調・工事延期) 
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２-１ 法人本部  

１.法制度･施策対応関係 

① 改正障害者総合支援法及び障害福祉サービス等報酬改定への対応 

(ｱ) 施設運営等に関する新基準及び報酬算定構造等に沿ったサービス提供体制を確保

し、新設・改定された各種の体制加算等を取得した。 

(ｲ) 職位及び職務等に応じた任用要件等を定めたキャリアパス制度を整備し、福祉介護

職員処遇改善加算の最上位区分を取得した。 

(ｳ) 就労継続支援事業の利用者賃金・工賃の向上に向けた取り組みとして、賃金・工賃

向上計画の策定、賃金向上達成指導員の新規配置、作業評価等に基づく基本給改定を

行った。 

(ｴ) 法改正により新設されたサービス事業について、実施の是非等の検討を進めた。 

・障害福祉サービスでは、リハビリー・おおぞらとセルプさっぽろの２事業所におい

て就労定着支援事業を１０月から開始した。 

・介護保険制度改正により新設された共生型サービスについて、利用者の現状やニー

ズ、指定基準や報酬構造、介護保険事業のノウハウやサービス提供体制の確保等の

面から検討を継続することとしている。 

 

② 法制度等の改正に伴う組織体制及び諸規程等の整備と運用 

(ｱ) 監査法人ライトハウスを会計監査人に再任し、会計監査を継続した。 

(ｲ) 内部牽制の実効性を高めるため、内部監査人を設置し、関連する規程を整備した。（内

部管理体制の基本方針の改定、監事監査規程の改定、内部監査人監査実施要綱の制定）

平成３０年度は３拠点に対して内部監査が行われた。 

(ｳ) リスクマネジメント及びコンプライアンスを推進するための体制を整備し、関連す

る規程を制定した。（リスクマネジメント及びコンプライアンスを推進するための体制等に関する規程） 

(ｴ) 法人の内外からのコンプライアンス違反に関する相談・通報を受けるため、内部監

査人を「コンプライアンスに関する通報窓口」に指名した。（通報件数：０件） 

(ｵ) 改正労働契約法に基づき、有期労働契約者の無期労働契約への転換手続を整備し、

法人内に周知した。（転換希望者３名・２０１９年４月契約更改予定） 

(ｶ) 障がい者の法定雇用率改定に係る事務業務及び障害者雇用促進法に基づく実地調査

に適切に対応した。 

(ｷ) 働き方改革に関連する２０１９年度以降の労務対応に向けた準備を進めた。（年次有

給休暇の時季指定取得義務、時間外労働の上限規制、労働時間の把握義務範囲拡大ほ

か） 

 

③ 働きやすい職場環境の形成に向けた取り組み 

(ｱ) 年間休日数の年次段階的増に向けて、就業時間の変更や業務の見直しを進め、部門

により２日～６日の指定休日増を図った。 

(ｲ) 年次有給休暇の取得促進を図るため、取得勧奨、計画付与を促す希望聴取、啓発掲

示等を行った。（平成３０年度の法人全従業員の有給休暇取得率：64.4%（前年比＋0.5%） 

 

２．事業実施状況（拠点別）  
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 (ｳ) コミュニケーションの活性化により風通しの良い職場を形成するため、コミュニケー

ション活性化委員会を立ち上げ、諸活動を実践した。また、外部講師を招いた「コミュ

ニケーション活性化研修」を計７回実施した。 

 

２.人事･労務･処遇関係 

① キャリアパス制度を導入し、職位・職務・職責等に応じた任用要件等を明確にしたうえ

で、キャリア形成に必要なスキルや資格等の取得機会を提供した。 

② 従業員の給与改善については、人件費委員会の答申及び理事会決定に基づき、平成２９

年度から段階的な引き上げを図っている。平成３０年度においても、人事考課と連動した

昇給制度により、職員・契約職員・パート職員について給与改善を実施した。（平成30年.4

月職員基本給の平均昇給率：2.07%） 

③ 給与諸手当の認定に係る現況調査を実施した。扶養・通勤・住宅・寒冷地手当等の支給

要件の具備状況等を確認し、実態に即した適正な給与支給と人事労務管理の適正性の確保

に努めた。 

④ 新卒採用の取り組みとして、４月に大学新卒者２名を正職員として採用した。また、   

２０１９年度の新卒採用に向けて多面的な採用活動を展開し、２名の採用を決定した。（採

用活動：合同企業説明会・大学内説明会への参加、法人内説明会の開催、リクルート企業

の採用ツールの活用、ＷＥＢエントリーの導入、大学・専門学校への訪問による学生への

アプローチ活動、インターンシップの実施など） 

⑤ 中途採用（契約職員・パート職員）の取り組みとして、ハローワークや求人情報誌、新

聞チラシ折込、ポスティング等の媒体を活用したほか、行政機関が実施する再就職支援事

業へ参加するなど、通年で採用活動を継続した。（平成３０年度の採用者数：契約職員１

２人・パート職員５８人） 

⑥ 人材育成とキャリア支援の取り組みとして、職員研修計画に基づき、新卒職員・新任職

員・中堅職員を対象とした階層別内部研修を開催した。 

⑦ 生産現場を管理する中堅職員に対して、担当職務に係る専門知識や実務能力を高めるた

めのビジネスキャリア検定試験の受講機会を提供した。（平成３０年度:１０名受講中） 

 

３.財務・会計関係 

① 会計監査人監査、監事監査、税理士による税務調査を実施し、財務報告等に対する信頼

性の担保と経営の透明性の確保に努めた。会計監査人監査においては、平成２９年度計算

書類に対して「無限定適正意見」の表明を受けた。 

② 設備整備や大規模修繕等に備え、中長期的な設備計画と資金計画を立案している。 

③ 施設・設備整備の実施にあたっては、公的補助金及び民間助成金の活用に努めた。ホテ

ルリネン作業棟の貫流式ボイラー導入事業に対しては、経済産業省の「平成３０年度省エ

ネルギー投資促進に向けた支援補助金」を申請し 4,827 千円の交付決定を受けた。 

④ 設備整備等に係る入札・契約のあり方について、コンプライアンスの徹底と入札業務の

適正化・効率化を図るために入札執行のプロセスを検証した。また、１０月には常務理事

を委員長とする「入札等の効果的運用推進委員会」を立ち上げ、調達コストを低減する契

約・発注のあり方等について検討を進めた。 
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⑤ 自己資本の充実による経営の健全性確保に努めた。 

３月末の主な経営指標値 自己資本比率  ： 63.8％(期首比 103.9％) 

流動比率    ：211.1％(期首比 123.7％) 

手元流動性比率 ：2.17 月(期首比  96.9％) 

 

４.内部統制･情報公開関係 

① 内部統制の実行状況について 

(ｱ) 評議員会、理事会、監事の各機関の役割・権限・職責において、重要事項等の審議、

決議がなされ、かつ理事の職務執行を監督するなどの内部牽制が行われている。 

(ｲ) 監事監査の環境整備として、理事会・評議員会への出席、四半期毎の定期監査の実施、

会計監査人とのコミュニケーションの場の設定、監事の職務執行を補助する職員の配置

など、監査業務の適正性を確保するための体制整備に努めた。 

(ｳ) 業務を執行する理事及び施設長等で組織する経営会議を定期的又は臨時に開催し、業

務執行上の重要事項等について、組織的・機動的・多面的に審議し、決定した。 

(ｴ) 役職員が執行する重要業務においては、組織的な意思決定を行うとともに、弁護士や

苦情相談委員、外部専門家等に法令遵守に関する事項を相談する体制を確保している。 

(ｵ) 内部牽制の実効性を高めるため、各事業所及び職員等の職務執行状況をコンプライア

ンス等の観点から監査する「内部監査人」を設置した。※再掲 

(ｶ) 法人の内外からコンプライアンス違反に関する相談・通報を受けるため、内部監査人

を受付窓口とする「コンプライアンスに関する通報窓口」を設置した。※再掲 

(ｷ) リスクマネジメント及びコンプライアンスを推進するための体制を整備し、関連する

規程を制定した。※再掲 

(ク) 大規模災害の発生に備え、対応組織や連絡体制、基本行動等を定めるマニュアルを適

宜見直すとともに、総合防災対策委員会を核とした組織的な防災対策と定期的な訓練を

通したリスク管理を継続した。 

② 情報公開の実施状況について 

(ｱ) 法人ホームページを全面リニューアルし、１０月に公開した。（コンテンツ及びデザ

インの全面改良、スマートフォン及びタブレット端末対応、採用情報＋ＷＥＢエント

リー対応等） 

(ｲ) 事業運営の透明性を確保するため、次により経営情報等を開示した。 

・法人ホームページにおいて、基本理念、行動規範、定款、現況報告書、事業計画書、

事業報告書、計算書類、役員名簿、役員等報酬支給基準などを公表。 

・独立行政法人福祉医療機構が運営する「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」

において、現況報告書及び計算書類を公表。 

・福祉サービス第三者評価の受審結果について、法人ホームページ及び福祉医療機構の

ＷＡＭネットにおいて公表。 

・地域に向けた社会貢献の実践状況について、法人ホームページ及び全国社会福祉法人

経営者協議会のＷＥＢサイトにおいて、「地域における公益的な取り組み」と「地域貢

献活動」に分類整理して公表。 

・広報誌「かがやき」について、利用者保護者・行政機関・学校・社会福祉関係団体等

へ広く送付するとともに、法人ホームページ上での閲覧を可能とした。 
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５.福祉サービスの向上・自己評価関係 

○ 福祉サービス第三者評価を計画的に受審し、評価結果を公表している。平成３０年度は、

児童自立援助ホーム「陽だまり」が受審した。（評価機関：サードアイ） 

 

 ６.その他（胆振東部地震等による事業活動への影響について） 

○ ９月に発生した台風２１号及び胆振東部地震により、各事業所でライフラインが寸断さ

れ、約３日間に亘って福祉サービスの提供が困難になるとともに、生産活動の停止を余儀

なくされた。幸いにも人的被害はなかったが、構内樹木の倒木、建物及び構築物等の一部

に軽微な損傷・損壊等の被害を受けた。 

就労支援及び生活介護を提供する事業所では、通所サービスの全部又は一部を休業した

ことから、障害福祉サービス等収入が減少した。また、クリーニング事業のホテルリネン

部門では、取引先ホテルの宿泊者減等により入荷量が減少し、売上が大きく落ち込んだ。 

発災時の対応においては、消防計画及び非常災害対策計画等に基づいて、利用者の安全

確保と生活維持を最優先とした対応を行った。震災後は、防災対策委員会等での検証を踏

まえて、災害備蓄品の追加整備を含む防災対策の強化に努めた。 

 

台風２１号及び胆振東部地震による法人全体の被害・損失等の額 

支援費等収入減 作業収益減 修繕・復旧費 備蓄品補充・追加整備費  合計(税抜) 

４，２７０千円 １０，３００千円 ７，０６１千円 １，５５０千円 ２３，１８１千円 

 

７.特別検討課題 

○ 人事情報の効果的活用と人事労務業務の効率化に向けて、人事データベースの改良等の

検討を進めている。今期では、人事考課とキャリア形成との連動性及び人材育成の連続性

を保つため、考課面談に用いる個人面談シート(自己評価・目標設定・達成度確認・面談

内容等を記載)を標準フォーマット化し、人事データとして蓄積･一元管理を始めた。 
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２-２ クリーニング事業本部 

１.基本計画の遂行 

① クリーニング事業本部は、クリーニング事業を主な作業科目としているクリーナー

ス・おおぞら・やまはなの３事業所及びクリーニングに係る営業活動や請求事務を含む

顧客対応に加え、病院ハウスキーパー・ホテルリネン室・取次店などの出先機関と外務

員・集配ルートを管理するクリーニング事業部を一体化し、その全体を掌握したうえで、

クリーニング事業の入り口から出口まで、トータルに事業を見直すことを計画の柱に据

えている。 

クリーナースの生産現場では、円滑かつ効率的な生産ラインの再構築を目的として、

人員増や作業方法の見直しを進めた結果、生産効率は大幅に向上し、残業作業が解消さ

れるなど、勤務の正常化を果たすとともに、生産余力を生み出した。また、更なる大幅

な生産拡大への準備段階が終了し、次年度からホテルリネン作業棟の２交代制、日曜稼

働、エイトとの共同作業、生産設備の増設が計画に沿って執り行われることとなった。 

おおぞらの生産現場では、新たに月間売上約５０万円の新生児用おむつセットの作業

が増え、スペースを確保し、利用者３名を配置して作業指導に取り組み、生産体制を整

備した。また、作業改善に取り組み、生産量の増加も現状体制の中で吸収することがで

きた。 

クリーニング事業部では、生産力の増強に合わせて、新規顧客獲得と契約単価のアッ

プを基本とする事業拡大を目指し、新規契約獲得件数１５件、単価アップ１３件を果た

したが、契約開始時期の関係で、収入実績には十分に反映されず、地震等のマイナスも

有り、クリーニング全体の就労支援事業の予算比・前年比、共に0.6ポイント届かなか

った。 

 

２.人員体制強化の取組 

① クリーナースに対しては、人員不足を補うために、大学新卒者１名の他、他部門からの

配置転換４名、計５名の増員を行い、年度内では、作業現場の退職者の補充など、適正人

員数の維持を意識した労務管理、生産管理を行いながら、人材確保・労働力の強化の他に

多能工の育成など、今後の事業拡大と働き方改革による休日増加への対応を行った。 

② 2交代制・日曜稼働の次年度実施に向けて、学生アルバイトやダブルワーク、在宅高齢

者、主婦層が働きやすい労働条件（短時間・短日数・不特定・特定曜日、可）を提示し、

順次必要数の人員を確保することができた。 

 

３.生産資源の一体的効率的活用と他部門からの協力 

① 洗濯機器等の共同使用は、衛生管理の点で制約があるが、リネン倉庫のスペース提供

など、建物の共同使用を推進した。 

② おおぞらからクリーナースへの１時間３名の補助作業員派遣を常態化させるととも

に、クリーナース内部においても、日々の生産量に合わせて作業工程間の人員繰りを行

うなど生産管理を基本とした効率化に取り組んだ。下期では、クリーナースに生産余力

が生まれ、おおぞらへの作業協力を行う事も出来た。 
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③ 繁閑差を意識した指定休日の振り分けを行ったことから、繁忙期の作業員不足を、あ

る程度解消することができた。同時に時間単位・曜日単位の生産量を記録分析しており、

次年度の休日指定及び工程間の人員繰りに活かしていく。 

 

４.生産管理責任者の異動 

○ 本年度は、クリーナース・おおぞら・やまはな間で、生産管理責任者の異動を行った

ことにより、３工場の相互理解と一体感が生まれた。今後は係長クラスのキャリアアッ

プを含め、人事交流を拡大しながら組織力強化に努める。 

 

５.営業戦略 

① クリーニング事業部による新規顧客開拓等の営業活動により、年度内に 15 件、契約金額

ベースで年間約 4,780 万円の新規契約が獲得できた。また、次年度のクリーナースの生産力

拡大時期に合わせて、新規顧客導入の交渉を進めている。 

② 総体売上げの0.7％の値上げ目標に向けて、順次値上げ交渉を行い、年度内に１３件、

平均16.3％、総体売上げの0.72％となる1,180万円の料金改定を行った。 

 

 

２-３ リハビリー・クリーナース  

１.施設運営 

① ホテルリネン作業棟において、利用者が安全・安心に作業が出来る環境整備に努め、

福祉職員による作業指導及び相談支援等、迅速な対応が出来る体制の構築を図った。 

② クリーニング作業棟の衛生・作業環境の改善を目的とした空調設備の導入及びトイレ

改修事業は１１月末で工事を完了した。 

③ おおぞら及び近隣相談支援事業所等との連携を図り、Ａ型利用者５名の新規雇用に繋

がった。 

④ クリーニング事業拡大を図るため、クリーニング事業部と新規物件獲得に繋がる情報

の共有に努めるとともに、他部門との協力体制のもと生産における効率化を図った。 

⑤ ５月に生活困窮者自立支援法に基づく、生活困窮者就労訓練事業の認定を受けたこと

から、近隣の生活就労支援センター及び自立相談支援機関等との連携を図り、就労に対

し困難を抱える生活困窮者への就労機会等の提供体制の構築に努めた。 

⑥ 台風２１号及び胆振東部地震の発生による人的被害はなかった。しかし、地震により、

施設内の床及び施設内外の壁に多数のクラックが発生するとともに、敷地内道路の陥没

及びアスファルトの隆起等の発生による被害を受けた。なお、地震発生後の対応では利

用者の状況確認を最優先するとともに他部門と連携し、個々の安全確保に努めた。 
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２.福祉事業  

① 利用者の健康診断結果に基づき、要再検者への通院促進や服薬確認、食事改善等の必

要な情報提供を行った。また、障がいの重度化が進行した利用者の健康状態の把握に努

めるとともに、医師の所見や利用者家族の意向を踏まえた健康維持管理に努めた。 

② 他部門及び関係団体との連携を図り、全体で１１名の利用者増となったが、高齢化、

障がいの重度化及び一般就労等により８名が退所したことから、定員充足率 95.0％、利

用率は 76.6％に留まった。 

③ 職員の育成及び資質向上を図るため、内外研修会への積極的な参加に努めるとともに、

月２回実施している個別支援計画作成会議において、外部研修会参加者による伝達研修

を行い、情報の共有に努めた。 

④ 西の里地域たすけあい会議を通じて、西の里夏祭りの運営等への参加や専門職の集会、

各施設行事の相互訪問を通じて、各福祉事業所等との連携及び地域との交流を深めた。 

 

３.就労支援事業 

① 生産の安定化を図るため、入荷から出荷に至る課題を洗い出すとともに、設備機械の

性能を充分に活かした、工程別の製品の流れに重点を置いた改善を行った。 

② 繁忙期と閑散期に対応した勤務体制の構築とともに、他部門からの人員協力により、

取引先に対する納品遅延等はなかった。また、新規物件の受注に伴う人員確保を図るた

め、新規採用に向けた働きやすい労働時間を設定するとともに、部門内職員の多能工化

を図った。 

③ 新規物件の受注増による生産稼働時間の延長に対応するため、ホテルリネン作業棟内

に、省エネ性能に優れるとともに単独で稼働可能な貫流ボイラーを、１月末に設置した。 

④ 若手職員及び中堅職員のクリーニング技術向上を図るため、関係業者と連携し、洗剤

処方及び機械メンテナンスに係る内部勉強会を実施した。また、職員４名及びＡ型利用

者１名がクリーニング師資格を取得した。 

 

４.特別検討課題 

○ 施設運営の安定化及び労働環境改善を図るため、生産工程の見直しによる効率化及び

勤務体制の改変により、超過勤務の大幅な削減に繋がった。また、新規物件受入れに伴

う受注増への対応を図るため、作業員の求人募集の際に、柔軟な勤務条件を提示し、人

員の体制整備を推進した。 
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２-４ リハビリー・おおぞら 

１.施設運営 

① ４月に採用した新卒職員１名の育成に努めるととともに、次世代を担う若手職員の採用

を図るため、人事課と協調し、情報収集及び説明会への参加を行った。また、サービス管

理責任者資格取得の為の研修に参加させ、有資格者は合計５名となった。また、クリーニ

ング師資格の受験者へ向けて、有資格者による勉強会を実施し２名が資格取得した。 

② 一般就労に向け、民間企業との連携を図った結果、利用者２名の職場体験実習が決定し、

現在も実習中である。 

③ 利用者の就職後の生活面の課題把握及び解決に向けた支援体制の強化を図るため、１０

月１日付で「就労定着支援事業所」を開設した。 

④ 新札幌～北広島施設間の送迎体制をマイクロバス１本に集約し、効率的な利用者送迎体

制に努めた。 

⑤ 利用者の多様な障がい特性及び作業適性に対応した作業体制を整えるとともに、利用者

の近くで作業指導が可能な生産ラインへの見直し及び職員配置に努め、常に効果的な職業

指導が出来るよう体制とした。 

⑥ 台風２１号及び胆振東部地震の発生による人的被害はなかったが、地震により、ロード

ヒーティング用不凍液漏洩、建物内壁・床の破損、事務所及び食堂内ダクトの破損等、300

万円強の修理費用が発生した。 

⑦ 停電により２日間操業停止になったが、就労支援事業収入には大きな影響はなかった。

利用者に対するサービス提供では、通所サービスを１日休止したことにより、福祉事業収

益は約400千円の減収となった。 

 

２.福祉事業 

① 障がい特性に対応した外部専門研修への積極的な参加に努めるとともに、研修参加者に

よる研修内容の報告を通して情報共有を行った。また、個別支援計画策定会議に現場職員

を参画させ職員相互の意見交換に努めた。 

② ハローワークや各相談事業所及び支援学校等との連携強化を図るとともに、積極的な実

習及び見学を受け入れたが、目標の定員充足率100％には至らなかった。（定員充足率

95.8％、利用率79.1％） 

③ 毎朝、職場朝礼及び職制ミーティング等を実施し、支援員、指導員の情報交換・共有を

図り、利用者の動向に合わせた福祉サービスの提供に努めた。 

④ 利用者からの相談及び聴き取り回数が増加傾向であるとともに、相談内容が多種多様化

していることから、対応職員の増員を図り、相談支援体制の強化に努めた。 

 

３.就労支援事業 

① クリーニング事業部との連携を図り、リネン契約に基づく使用状況の確認及び在庫確

認・調整を適時実施し、リネン品購入費の抑制に努めたことから、購入費は31,001千円減

予算比80.7％となった。 
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② エネルギー消費量削減を図るため、電力消費量の見える化を継続実施し、職員の省エネ

意識の向上を図った。また、乾燥機２台を、省エネタイプのものへ更新した。 

③ 機械設備メーカーとの連携を図り、定期的にメンテナンスが必要な箇所の洗い出し及び

適切な整備に努めた。また、クリーンデーを設け、煤払い等を実施し、工場内の衛生環境

向上に努めた。 

④ 最適な生産ラインへの見直し等を随時実施し、作業の効率化に努めるとともに、作業棟

の一斉休日を予定通り実施し、燃料費、電力費及び人件費削減に努めた。 

⑤ 新人職員や他部門からの異動職員に対し、施設内部署間（病院寝具・ダイアパー・支援

事務間）で、現場作業体験を実施するなど、相互に作業協力することにより効率的かつ効

果的な生産体制に努めた。 

⑥ 施設内部署間で作業協力を行うなどして、有給休暇の取得促進に努めたが、慢性的な人

員不足から十分な取得には至らなかった。 

 

４.特別検討課題 

○ クリーナースホテルリネン作業棟に、おおぞら職員数名が通常日及び一斉休日に作業協

力するなど、継続的作業協力体制と連携強化に努めた。 

 

２-５クリーニング事業部 

 

１.事業運営 

① クリーニング事業全体の就労支援事業収益は、予算比99.4％ 前年比99.4％となり、受託

物件の閉鎖、解約及び災害の影響等により目標達成には至らなかった。 

② クリーナースの就労支援事業収益は、予算比97.9％ 前年比97.2％となり予算比及び前年

比とも目標達成には至らなかった。 

  要因としては、契約先ホテル２件の閉鎖、ホームクリーニング店舗１件の閉鎖、解約店舗

１件などがあげられクリーニング事業売上として厳しい中、胆振東部地震によるクリーニン

グ全体の落ちこみなどが加わり収益増へ繋げる事ができなかった。 

  ただし、新規ホテル１件の獲得、下洗い物件２件の獲得及び契約料金の見直し４件などに

より、売上げ増目標4,470万円に対し、3,070万円 68％強の売上貢献を行ったが、全体的な

売上げ目標達成には至らなく厳しい営業活動となった。 

③ おおぞらの就労支援事業収益は、予算比100.3％ 前年比100.9％となり、予算比及び前年

比共に目標を達成することができた。 

  主な内容は、福祉施設等の寝具、タオル及び病院白衣リース（ユニホーム）の新規受託11

件、ベビーオムツの下洗い業務１件を受託するとともに、契約料金の見直し９件を行い、目

標達成に貢献することができた。ただし、地方病院の受託料金減額及び取引資材変更による

契約料金減額があり、計画で見込んでいた収益増には至らなかった。 

  また、来期を見据えた営業活動として、新規白衣リース、ユニホームリースを主とした営

業活動を行った。 

 



－１４－ 

 

 

 

④ リネン品資材の適正在庫を含めた管理徹底を図り、顧客先及び工場内のリネン管理及び棚

卸の強化を行い、無駄のないリネン運営に努めた。また、リネン資材の価格、品質、耐久性

を検証し、資材の入替え等も行い経費削減に努めた。 

⑤ ホームクリーニング店舗の業務内容を見直し、店舗営業時間の短縮と業務省力化を進め、

交代勤務の効率化等により人員削減を行った。 

 

２.特別検討課題  

① クリーナース工場生産拡大に合わせ、集配ルートの効率化を図るとともに、新規ホテルリ

ネン集配も直営集配ルートと合わせ検討を行い、効率的人員運用に努めた。 

② 直営集配体制の強化を図るため、ルートの細分化を進め、柔軟性のある集配ルートの編成

に努めた。 

 

 

２-６ リハビリー・エイト 

１.施設運営 

① 利用者の障がい特性に対応した適切なサービス提供により、利用者個々の利用率向上

に努めるとともに、利用定員の充足に向け、特別支援学校等から施設見学や体験実習を

積極的に受入れ、来年度、再来年度の利用者受入れに繋げる対応に努めた。 

＜新規利用者４名・実習１１件(１３名)・施設見学２３件(５８７名)＞ 

② 年間研修計画に基づき、外部研修に積極的に参加し、福祉職員としての資質・専門技

術の向上及び社会福祉諸制度への適切な対応に努めるとともに、法人主催のコミュニケ

ーション活性化研修へ参加した職員が講師となって、他の職員へ研修内容を伝達する内

部研修を実施する等、福祉サービス支援に対する意識強化を図った。また、サービス管

理責任者の計画的育成として、申請を行っていた相談支援従事者研修及びサービス管理

責任者研修は、各１名ずつ受講した。 

③ 利用者の障がいの重度化や高齢化に対応した支援体制の構築を図るため、就労支援課

職員２名を生活支援課へ異動するなど、組織体制の一部見直しを実施した。また、印刷

事業の縮小による福祉事業の拡充を踏まえ、機器移設や改修によるスペース確保等の工

場内整備やサービスの拡大に係る事業体制整備等についての検討を進めた。 

④ 台風２１号及び胆振東部地震の発生による人的被害はなかったが、地震により作業棟

１階の吸気口４ヶ所に亀裂が入った。また、地震発生後の大規模停電が発生当日の夜ま

で続いた影響により、工場での作業は翌日まで停止した。給食提供については、一部災

害備蓄食を使用し提供した。 

震災時の状況を振り返り、防災用品等について再確認を行うとともに追加整備した。 
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２.福祉事業 

① 個々の障がい状況を考慮し、起床・食事・トイレ・入浴・保清・通院などの日常生活に係

る個別支援を実施するとともに、情報の共有や支援技術の講習を行い、支援の質の向上に努

めた。また、利用者個々の希望等に沿って、安全で生活しやすい居室内スペースの確保など、

生活環境整備に努めるとともに、リフト付車両や電動ベッドを導入する等、重度化・高齢化

している利用者への支援の充実を図った。 

② 利用者の障がいが重度化していることから、配置基準以上に支援員を配置しているが、更

なる支援体制強化のため、継続して支援員補充に努めていきたい。また、日中活動について

は、創作ゲームなど、利用者の身体状況に合わせたプログラムを提供するとともに、施設外

レクリエーションとして花見など、利用者の意向に沿った室内外の活動に努めた。 

③ 支援職員間で介護技術についての実践指導及び意見交換を実施するとともに、利用者個々

の介護支援方法を確認・検討し、職員の介護技術の向上及び支援の標準化に努めた。 

④ 総定員数８０名に対し現員７５名で推移しており、定員充足率は 93.8％と目標を達成し

たが、利用率については 79.2％となり、わずかに目標に届かなかった。 

⑤ 利用者個々の状況等を踏まえて、作業訓練内容・時間・環境などに配慮し、精神的・情緒

的安定を図り、就労に関わる基本的習慣の確立と作業意欲・作業能力の維持向上及び対人ト

ラブルの回避・改善に努めた。また、５月から利用者の作業時間を９：００～１６：３０に

変更したことにより、作業時間外に作業の準備・段取り・調整等が可能となり、利用者支援

体制の効率化が図れた。 

⑥ 一般就労を希望する利用者に、日常における挨拶や言葉遣い等に係るマナー研修及び文字

を意識して綺麗に書くための美文字研修を実施した。また、以前に就職した利用者に対して、

就労状況の確認及び職場内トラブルの改善支援を実施した。 

 

３. 就労支援事業／印刷事業部 

① 営業課職員の減員分を、全員でカバーしながら営業活動をしているため、組織強化は進ん

でいないが、積算内容等の見直しによる受注額改善の取り組みを積極的に進めた。 

受注状況については、年度当初は繁忙期の余波で順調に推移したが、閑散期における既存

物件及び新規物件が、ともに思うように伸びず、予算額 460,000千円に対し、達成率 86.3％、

約 63,240千円の減となり、売上目標額には達しなかった。 

新規受注については、７２件で、前年度に対し 270千円減の 4,360千円に留まるとともに、

既存顧客からの新規物件の受注については３９９件で、前年度に対し 375 千円減の 31,200

千円となった。平成２９年度と比較して受注件数は増えたが、単価の低い小ロットのものが

多かったことから売上額については平成２９年度に届かなかった。２０１９年度においても

価格の適正化、業務の効率化を進め、積極的に収支改善を図っていくこととする。 

② 印刷市場の縮小により印刷物の受注が減少していることから、ホームページ製作の受注件

数を増やすとともに、関連するＷｅｂ広告及びＳＮＳ広告の受注に繋げる、提案型営業活動

の積極的な展開に努め、印刷以外での売上拡大を進めた。また、デジタル印刷への移行を見

据えた生産体制の構築を図るため、制作部門と製本部門の連携強化及び効率化に努めた。 
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③ 積算単価の見直しによる受注価格の適正化を進めるとともに、不採算物件については、黒

字への転換を図ったことから、冊子や広報誌等の受注件数の減少はあったが、前年に比べ、

１件当たりの単価は改善した。 

生産コストについては、オンデマンド出力の損紙削減の強化及び多面付出力による、カウ

ンターコストの抑制に継続して取り組むとともに、配置人員や機器類の稼働状況を考慮した

体制の見直しによる合理化を図ることで、経費の削減に取り組んだ。 

 

４.特別検討課題 

○ 事業検討会議からの提言を踏まえ、２０２０年度末までに、段階的に就労支援事業内容を

変更することとし、機器の移設及び改修工事を含めた事業スペースの変更等についての検討

を進めた。 

また、印刷事業については、オフセット印刷からデジタル印刷へシフトすることを踏まえ、

生産ラインの人員体制、作業効率、設備整備、経費等について見直しを進めた。 

 

２-７ 美しの森 

１.施設運営 

① 利用者個々のライフステージにおいて、身体的及び知的能力の範囲において可能な行動に

着目し、本人への働きかけを行うとともに、自身で考え、行動出来るような支援に努めた。 

② 利用者の利用状況等を把握し、利用率向上を図るため、毎月開催の職員会議において、

サービス改善及び利用者支援技術の検討に努めた。 

③ 台風２１号及び胆振東部地震の発生における、人的被害はなかった。しかし、台風によ

り敷地内の樹木２本が倒木し、内１本が隣接の商業施設側に倒れたことから、当該施設所

有のフェンス等を破損させるとともに、当施設の排水用側溝が破損した。また、地震によ

り、敷地内のアスファルトのひび割れ及び建物北側壁面と地面との間に乖離現象が発生し

たが、両災害による建物本体への被害はなかった。 

 

２.福祉事業  

① 介護福祉士実習指導者資格を持つ職員が、他職員へ利用者個々に対応した介護技術を教

示し、支援員の資質向上を図るとともに、適切で安全なサービス提供に努めた。 

② 利用者の高齢化及び障がいの重度化に伴い、適切な福祉用具の活用を図り、ＡＤＬの維

持及びＱＯＬの向上に努めた。 

③ 看護師を中心に支援員と協調して、利用者個々の健康状態の把握に努めるとともに、健

康診断の結果等を踏まえた、医療機関との連携による健康維持に努めた。 

④ 特別支援学校等との連携強化を図り、新規の就労継続支援Ｂ型利用者４名を受入れ、利

用率向上に取り組んだ。 
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⑤ 生活介護利用者のニーズに基づいたサービス提供に努め、新規利用者９名を受入れた

が、利用者の入院、震災等により、利用率は 97.3％に留まった。 

 

３.就労支援事業  

① 個々の障がい特性に対応した作業マニュアルを基に作業指導を行うとともに、ＳＳＴの

実施による働く意識の向上を図り、利用者間トラブルの減少及び円滑な作業進行に努めた。 

② 福祉施設の全館清掃業務及びパン販売の既存取引に加え、地域行事等におけるパン販売

の実施により、年間の利用者工賃額は、前年比 4.0％の増となった。 

 

４.特別検討課題  

① 当施設の主たる事業は、生活介護事業であり、近年重度障がい者の利用が増加するととも

に、需要も増加傾向にあるため、生活介護職員のマンパワーが今後更に必要となることが予

測されることから、就労支援事業の、施設外就労(清掃等)について、将来的な法人内他施設

への移管を踏まえた計画案を作成するとともに、課題及び問題点等についての検討を進めた。 

② 共生型サービスの実施について、施設内高齢利用者への聞き取り等を行い、ニーズを調査

した結果、障がい福祉サービスの継続利用を希望しているとともに、地域における介護保険

事業所数が十分であることから、将来的な利用者及び社会のニーズの変化に備え、導入方法

等の検討を継続する。 

 

 

２-８ セルプさっぽろ／ウェルプラザやまはな 

１.施設運営 

① 軽作業室の拡張工事に係る入札を９月１４日に実施したが、９月６日に発生した胆振東部

地震の影響により入札参加業者３者のうち２者が辞退し、１者入札の結果、予定価格に達せ

ず不調となったことから、競争原理が十分に働かなかったこと等の事情を勘案し、工事実施

を次年度に延期した。 

② 地域における公益的な取組みとして、生活困窮者就労訓練事業の実習生６名(月寒事業所

４名、やまはな事業所２名)を受入れ、個々の将来的な希望や困窮した原因・背景等に配慮

した就労訓練に努めるとともに、障がいを有する実習生１名を就労移行支援事業のサービス

利用に繋げた。また、地域の小中学生との職場体験交流を行うなど、地域社会との積極的な

交流促進に努めた。 

③ 平成３０年４月に施行された改正障害者総合支援法に基づき、一般就労へ移行した利用者

の就職後の様々な生活面の課題解決に向けた支援を実施するため、「就労定着支援事業」を

１０月から開始し、一般就労した２名の就労定着支援を行った。 

 

 

 

 



－１８－ 

 

④ 台風２１号及び胆振東部地震による人的被害や建物・設備等への被害はなかった。しかし、

停電や公共交通機関の運休等により、月寒事業所では２日間の事業活動停止と自治会旅行が

中止となり、やまはな事業所においては１日の事業活動停止、直営店舗が２日間の臨時休業

を余儀なくされた。 

 

２.福祉事業  

① 保護者（月寒事業所４０家族、やまはな事業所４家族）との個別相談及び作業見学会を開

催し、日々の作業訓練や支援状況を見て頂くとともに、家庭生活での課題や年金、就職、地

域移行等の相談に応じるなど、保護者との情報共有や相互理解を深めた。また、成年後見支

援センターの協力を得て、保護者から要望の多かった「成年後見制度研修会」を開催し、「父

母の会」活動の支援を行った。 

② 一般就労を希望する利用者に対し、定期的に就労支援プログラム(ＳＳＴ）を実施した。

また、就職した利用者に対し、ハローワークや障がい者職業センター等の各関係機関との連

携を図り、チームによる継続的な定着支援に努めた。 

③ 福祉職員としての知識・資質向上を図るため、個人目標を定めた研修計画を策定し、外部研

修への積極的な参加に努めるとともに、個別支援計画策定に係るケアマネジメント技術の習

得、発達障がい者への支援ノウハウ、障がい者虐待防止・権利擁護等の内部研修を７回実施す

るなど、計画的な職員の育成に努めた。 

④ 関係機関からの情報提供等を基に、施設利用を検討している方への積極的な働きかけを行っ

た結果、５名（月寒事業所２名、やまはな事業所３名）の新規利用が決定した。 

  また、特別支援学校や相談支援事業所等との連携を強化し、施設見学や体験実習の積極的な

受入れに努めるとともに、就労継続支援Ｂ型を希望する特別支援学校卒業予定者に対する就労

アセスメントの実施に努め、平成３１年度に４名の新規利用が決定した。 

⑤ 多様化する障がい特性や作業適性に対応した、きめ細かな利用者支援の充実・強化に努め、

定員充足率は 106.0％、利用率は 92.8％であった。 

⑥ 利用者自治会とのミーティングを定期的に開催し、レクリエーションの希望内容を踏まえた

土曜日開所を実施するとともに、自治会活動への積極的な支援を行い、利用者との信頼関係向

上に努めた。 

＜自治会主催行事：焼肉会（７月）、クリスマス会（１２月）＞ 

＜施設見学・施設外レク：（４月、５月、６月、７月、１０月）＞ 

＜施設内レク：（１１月、１月、２月、３月）＞ 

⑦ 利用者４名が一般企業に就職し、平成１８年の障がい者自立支援法施行後の就職者は、延

べ４４名となった。 

 

３.就労支援事業  

（１）セルプさっぽろ 

① 既存物件の安定的な受注継続を図るため、取引先等を通じ、受注動向の的確な把握に努

めるとともに、運送業界の価格動向を踏まえた配送料金に改定し、安定した収益の確保に

努めた。また、縫製部門における特別養護老人ホームの制服や健康管理センターの検診服

等大型物件のスポット受注や軽作業部門における取引先の拡大など、新規物件の積極的な

獲得及び受注量の増加に努めた。 
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② 利用者工賃について、平成２９年度の就労支援事業活動の収支状況を踏まえて時間給を

引き上げた結果、月額平均支給額は、前年比９.６％増の 20,774円となった。 

③ 多様化する障がい特性に対応した作業環境の整備に努めるとともに、個々の作業適性に

配慮した作業工程の細分化を行うなど、個別支援計画の定期的なモニタリングに基づいた、

適切なケアマネジメントによる支援体制の強化に努めた。 

④ 縫製部門において２名、軽作業部門において１名の職員を採用し、将来を見据えた人材

育成と支援体制の強化を図った。 

⑤ セルプさっぽろ(ウェルプラザやまはな含)の就労支援事業収益は、実績 84,785千円で、

予算比 110.4％ 7,960千円の増、前年比 107.0％ 5,527千円の増となった。 

⑥ 平成２９年度における就労継続支援Ｂ型利用者の工賃実績が月額平均 18,983円となり、

全道８００事業所中２５０位であった。 

（２）ウェルプラザやまはな(従たる事業所) 

① 直営店舗における売上及び顧客満足度の向上を図るため、クリーニングの専門知識や接

客マナーに関する内部研修等を行い、職員の資質向上に努めた。また、店舗外の販促活動

に積極的に取り組み、札幌市重度障がい者寝具洗濯乾燥事業やスキー場レンタルウェアの

受注など、新規物件の獲得と売り上げ向上に努めた。 

② 就労支援事業収益は、店舗他 15,216千円、会社産業 25,212千円、合計 40,429千円で、

予算比 100.3％ 129千円の増、前年比 98.5％ 623千円の減となった。 

③ 平成２９年度における就労継続支援Ａ型利用者(やまはな)の賃金実績が月額平均

148,001円となり、全道２１６事業所中２位であった。 

 

４.特別検討課題  

○ ウェルプラザやまはなにおける中長期事業計画の策定に係る検討を行い、クリーニング

事業の拡充や新たな軽作業の導入に取り組み、新規利用者の増を図ることで、将来、単独

事業所の開設を目指すこととした。 

 

 

２-９ エルフィンホーム／地域福祉推進室 

１.施設運営 

① 地域たすけあい会議や福祉教育活動への積極的な参加及び町内会活動や行事への参加・協

力を通じ、地域への貢献と地域住民との交流促進に努めるとともに、地域に根ざした事業運

営に努めた。 

② 自治会活動の充実を図るため、スポーツ観戦や社会見学など、自治会員の意向に基づいた

行事の実施に努めた。 

③ 利用者の生活の質向上を図るため、地域清掃活動等の町内会行事への積極的な参加及び支

援に努めるとともに、地域住民との交流促進に努めた。 

④ 入居者定員の充足を図るため、見学者や体験入居の積極的な受入れに努めるとともに、相

談支援事業所や特別支援学校との連携及び情報共有を図り、入居希望ニーズの把握に努めた。 
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⑤ 台風２１号及び胆振東部地震の発生による、人的被害及び建物本体への損害はなかった。

しかし、屋外に設置している物置が、強風により台座から移動・落下し破損・変形したが、

職員による原状回復を行った。なお、オール電化である当施設は、２日間の停電発生により、

食事はカセットコンロを使用して提供し、入浴については中止とした。また、夜間における、

安全確保及び暗さへの不安感を和らげるため、備蓄品である懐中電灯やランタンを使用し

た。本災害を踏まえ、断水時や冬季における、非常時の対応策の確認及び検討を行い、カセ

ットガスストーブを始め、ポリタンクなどの防災備品を追加整備した。 

 

２.福祉事業 

① 入居者の日々の心身状況の把握に努めるとともに、利用者の家族及び関係機関との連携を

図り、健康維持、生活活動の安定化及び必要な支援の実施に努めた。 

② 利用者との個別面談や世話人会議により個々の状況把握に努め、ニーズに対応した、適切

な個別支援計画の作成に努めるとともに、意向及び目標に沿った支援に努めた。 

③ 職員の役職に対応した研修計画の作成及び研修計画に沿った施設内外研修への積極的な

参加に努めるとともに、研修内容を世話人間で共有し、専門性や資質向上を図った。また、

世話人会議の定期開催により、サービスの向上と均質化を図った。 

 

 

２-１０ 陽だまり／地域福祉推進室  

１.施設運営 

① 児童相談所及び各関係施設と連携し、一時保護の見極め等を通じて、利用者の意向や目標

等を確認し、個々の課題や意向等を重視した児童自立生活援助計画の作成に努めた。また、

就職先及び学校との連携を図り、入所者の目標到達に向け動機づけや状況に対応した支援に

努めた。 

② 利用者の自立生活促進を図るため、一時保護児童の受入れ時及び入所後の状況に応じて、

児童相談所をはじめとする各関係機関との連携に努めるとともに、心身の安定や就労定着を

図るため、自立支援施設の専門機能を活かした個別ワークの実施や、医療機関の活用に努め

た。また、利用者の自立に向けた動機付けを図るため、児童相談所の訪問など、支援機会の

確保に努めた。 

③ 支援者会議において、入居児童の状況把握及び情報共有を図り、サービスの向上と均質化

に努めた。また、職員が日中活動の場となる職場を見学し、入所者に対する理解を深め、相

談及び支援技術の向上に努めるとともに、入所者の就業意欲の向上に向け動機づけを行った。 

④ 施設外レクリエーションや町内会行事への積極的な参加・協力に努め、地域住民との交流

促進及び地域貢献に努めた。また、補習教育の一環として、利用者に勧奨した漢字検定の受

検を行った。 

⑤ 職員の資質向上と処遇技術等の専門性向上を図るため、研修計画を作成するとともに、研

修計画に沿った自主研修の実施や外部研修参加者による持ち帰り伝達研修の実施に努めた。 
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⑥ 福祉サービスの質の向上を図るため、第三者評価を受審した。利用者アンケートの実施及

びインタビュー等を行うとともに、自己評価の提出、訪問調査、管理者及び職員へのヒアリ

ングなどが実施された。１０月に評価結果が評価機関から福祉サービス第三者評価事業全国

推進組織全国社会福祉協議会に提出され、１２月には評価結果が確定した。評価結果を踏ま

え、福祉サービスの質の向上を目指して改善計画の策定に取り組んでいく。 

⑦ 台風２１号及び胆振東部地震の発生による人的被害及び建物本体への損害はなかった。な

お、２日間の停電発生により、食事はカセットコンロを使用して提供し、入浴については中

止とした。また、夜間における、安全確保及び暗さへの不安感を和らげるため、備蓄品であ

る懐中電灯やランタンを使用した。本災害を踏まえ、断水時や冬季における、非常時の対応

策の確認及び検討を行い、携帯ラジオ、ランタン、シャンプーシート、汗ふきシートなどの

防災備品を追加整備した。 

 

２.特別検討課題 

① 安定的な運営の推進を図るため、児童相談所との一時保護を含めた情報交換及び入居定員

の充足に努め、上半期では最大時４名の児童が入居となっていたが、２名が中途退所となり、

平成３０年度末では２名のみとなった。 

② 開設から５年が経過し、当ホームを取り巻く社会的状況や、入所児童の状況及び運営状況

に関する点検作業を行うとともに、関連施設からの意見等も聴取し、今後の方向性について

検証を行った。 

 
 
 

２-１１ ポプルス  

１.施設運営 

① 障がい福祉サービス事業所及び相談支援事業所との連携強化に努め、新規計画相談２８件

を受入れ、利用サービス等計画の作成を行った。 

② 特別支援学校卒業者等の就労継続支援Ｂ型の利用を図るため、就労アセスメントを実施

し、３名を計画相談として受入れ、卒業後の進路支援に努めた。 

③ 相談技術及びサービス等利用計画作成技術の向上を図るため、札幌市及び基幹相談支援セ

ンター主催の研修会等に参加し、技術の習得に努めた。 
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３-１ 地域における公益的な取り組み 

 

○ 生活困窮者自立支援法に基づく「認定就労訓練事業」を実施しています 
 

長期離職者、ニートやひきこもり、心身に課題があるなどにより、直ちに一般就労が難しい、ま

たは就労に困難を抱える生活困窮者に対し、職場体験実習や就労の機会等の提供を通じて、社会復

帰に向けた支援を行っています。 
 

 

○ 災害時に福祉避難所を開設します 
 

大規模災害発生時において、一般の避難所で生活することが困難な方々の避難場所として施設内

に「福祉避難所」を開設し、地域の障がい者や高齢者等の要配慮者を受け入れます。安心して過ご

せるよう、非常食・災害備品の備蓄や訓練を行っています。(北広島市と「災害時における福祉避

難所の設置及び運営に関する協定」を締結) 

 

○ 地域と連携した防災協力体制づくりに取り組んでいます 
 

・地域の医療機関、高齢者施設との３者による災害時の相互応援体制を定めています。 

  ・地域の連合町内会の自主防災計画において、災害時に法人から必要な支援を行うことを定めるな

ど、地域住民・事業所と連携した相互支援体制を構築しています。 

  ※道央圏の救急医療用ヘリコプター「ドクターヘリ」のランデブーポイント(場外離着陸場)として、

施設構内を提供しています。 
 

 

○ 季節労働者の通年雇用の促進に向けた支援を行っています 
 

冬期間に離職を余儀なくされる季節労働者の通年雇用を促進するため、北広島市季節労働者通年

雇用促進支援協議会と連携した就業支援を行っています。北広島市内に在住する季節労働者に対し

て、他業種で働く不安の解消や適性判断等を行うこと目的とした職場見学会や職場体験実習の機会

を提供しています。 
 

 

○ 「地域たすけあい会議」に参画し、地域の包括的ケア体制の構築に取り組んでいます 
 

西の里地域で働く福祉分野等の専門職による地域住民同士の助け合いの仕組みづくりや地域の

包括的ケアなどについて、協議・実践するための地域会議「西の里たすけあい会議」に参画してい

ます。年間を通じて、地域住民に向けた研修会や総合学習(車椅子体験学習等)を開催しているほか、

高齢者住宅等の除雪活動、地区夏まつりの準備協力、近隣高校が行うボランティア活動への協力な

どを実践しています。 

(１)生活困窮者支援 

(２)地域に向けた事業展開 

(３)地域の社会的ニーズへの支援 

(４)地域の社会資源等とのネットワークづくり 

３．地域に向けた社会貢献の取り組み状況  



－２３－ 

 

○ 地域交流イベント「ボランティアカーニバル」を毎年開催しています 
 

地域の障がい者・高齢者・住民との交流を目的とした施設開放イベントを毎年開催しています。

地域の年中行事として定着したこのイベントには、地域の活動団体等の出演・出展・出店のほか、

地元中学校の吹奏楽演奏の場の提供や大学生の会場設営ボランティアの参加などを通じて、地域コ

ミュニティの形成と活性化を図っています。毎年、1,000名を超す地域の皆さんの参加・来場を得

ています。 

 

３-２ その他の地域貢献活動 

 

○ 地域の自立支援協議会へ参加しています 
 

地域の障がい福祉関係者等による相互連携や支援体制等に関する協議を行う場として設置され

た「障がい者自立支援協議会」に委員として参加しています。地域の現状や課題等の情報共有や情

報発信、支援困難ケースの検討や障がいの理解を促進するための学習会の開催、障がい福祉計画に

対する意見提出など、地域福祉の推進と課題の施策化に向けたネットワーク活動を実践しています。 

 

○ 北広島市認知症高齢者等ＳＯＳネットワーク事業へ参加しています 
 

徘徊または徘徊の恐れのある認知症高齢者や障がい者が行方不明になったときに迅速に対応し、

早期発見・保護することを目的とした「北広島市認知症高齢者等ＳＯＳネットワーク事業」に参加

(登録)しています。行政、警察署等の地域の関係機関との連携の下に、情報の相互提供や捜索協力

などの支援を行っています。 

 

 

○ サロン活動や地域住民参加型の行事等を開催しています 
 

施設内にコミュニティ・カフェを設置し、地域住民が日常的に集うことができる居場所づくりに

取り組んでいます。また、地域住民参加型の施設開放行事の開催や町内会行事への参加等の相互交

流を通じて、地域コミュニティを生み出す活動に取り組んでいます。 

 

○ 施設周辺の環境美化活動を実施しています 
 

地域の環境美化に資する取り組みとして、春と秋の年２回、施設構内から周辺国道歩道にかけて、

ゴミ拾い清掃活動を行っています。また、グループホームと児童自立援助ホームにおいては、町内

会の一斉清掃や花壇整備活動へ参加しています。 

 

 

 

 

 

(５)地域とのふれあい交流活動～施設開放行事の開催 

(１)地域福祉の推進に向けたネットワーク活動 

(２)地域に向けた事業展開 



－２４－ 

 

○ 特定相談支援事業所における各種相談への対応 
 

特定相談支援事業所では、地域の障がい者が抱える様々な相談に対する窓口として、障がい福

祉サービスの利用の有無に関わらず、障がい者やそのご家族からの一般的な相談にも広く応じ、

必要な情報の提供や助言等を行っています。事業所が有する機能と専門性を地域に還元すべく、

サービス等利用計画に関わる計画相談支援のみならず、地域の障がい者の様々な相談ニーズに対

応しています。 

 

 

○ 地域の学校からの職場実習やインターンシップ等を受け入れています 
 

・地域の大学や専門学校から、実習生や研修生、インターンシップ等を多数受け入れています。 

・北海道教育委員会が実施する公立学校教員向けの「初任段階教員研修事業」の受け入れ施設とし

て事業に協力しています。施設内において、障がい者福祉に関わる講義研修や就労支援実習、介

護実習等の研修を提供しています。 

・地域の小中学校の総合学習授業への参加や職業体験・施設見学などを積極的に受け入れるなど、

学校との連携による教育支援を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３)地域の相談支援ニーズへの対応 

(４)地域に向けた福祉教育活動 



－２５－ 

 

 

 

開催日 審 議 内 容 等 

６月１３日 【定例理事会】 

  会場：北海道リハビリー 法人本部 会議室 (出席理事数 ５名) 

  決議事項 ①平成２９年度事業報告(案)について 

         ・第３期経営推進中期計画進捗状況含む 

       ②平成２９年度決算報告(案)及び社会福祉充実残額について 

         ・計算書類、第５４期決算報告書、会計監査報告、社会福祉充実残額 

       ③平成２９年度監事監査報告 

       ④平成３０年度定時評議員会の招集について 

         ・平成２９年度事業報告 

         ・平成２９年度計算書類及び財産目録の承認 

         ・平成２９年度監事監査報告 

         ・平成３０年度事業計画・予算 

         ・その他(会計監査人の再任) 

       ⑤内部管理体制の基本方針及び監事監査規程の改定並びに内部監査人 

監査実施要綱の制定について 

       ⑥平成３０年度労働組合の要求に対する回答について 

       ⑦夏期賞与について 

       ⑧施設利用者の精勤手当等について 

       ⑨施設設備整備の実施計画について 

         ・ホテルリネン作業棟の貫流ボイラーの導入(クリーナース) 

         ・クリーニング作業棟の空調設備の導入及びトイレの改修工事(クリーナース) 

         ・財務会計ソフトウェア及び給与計算等ソフトウェアの更新(法人本部) 

       ⑩建設委員会の権限について 

         ・ホテルリネン作業棟の貫流ボイラーの導入(クリーナース) 

         ・クリーニング作業棟の空調設備の導入及びトイレの改修工事(クリーナース) 

       ⑪利用者社会参加支援のための寄付金募集について 

  報告事項 ①事業実績及び資金繰りについて(２月～３月・４月) 

       ②運営状況報告について(３月～６月) 

       ③監事監査報告について 

         ・第４四半期監事監査報告 

       ④理事長からの業務報告について(理事長専決事項) 

       ⑤常務理事(業務執行理事)からの業務執行状況報告について 

       ⑥福祉サービス第三者評価の受審結果について(おおぞら、エルフィン) 

 

４．理事会・評議員会等  



－２６－ 

 

開催日 審 議 内 容 等 

６月２８日 【定時評議員会】 

  会場：北海道リハビリー 法人本部 会議室 (出席評議員数 ８名) 

  報告事項 ①平成２９年度事業報告について 

         ・第３期経営推進中期計画進捗状況含む 

       ②平成２９年度計算書類及び財産目録について 

         ・計算書類、第５４期決算報告書、会計監査報告、社会福祉充実残額 

       ③平成２９年度監事監査報告 

       ④平成３０年度事業計画及び予算について 

  そ の 他  会計監査人の再任について 

 

８月 ３日 【定例理事会】 

  会場：ホテルさっぽろ芸文館 (出席理事数 ７名) 

  決議事項 ①コンプライアンス及びリスクマネジメント規程の制定について 

       ②施設設備整備の実施計画について 

         ・ホテルリネン作業棟の貫流ボイラーの導入に係る建築工事等(クリーナース) 

         ・軽作業室の拡張工事(セルプさっぽろ) 

         ・製本用自動無線綴機の更新(エイト) 

         ・乾燥機の更新(おおぞら) 

  報告事項 ①財務分析及び長期資金計画について 

       ②理事長からの業務報告について(理事長専決事項) 

       ③事業実績及び資金繰りについて(５月～６月) 

       ④運営状況報告について(６月～８月) 

       ⑤施設設備整備の実施報告について 

         ・財務会計ソフトウェア及び給与計算等ソフトウェアの更新(法人本部) 

 

９月２８日 【定例理事会】 

  会場：ホテルノースシティ (出席理事数 ７名) 

  決議事項 ①就労定着支援事業の開始について 

        ・リハビリー･おおぞら／セルプさっぽろ 

       ②諸規程の改定について 

        ・運営規程(リハビリー･おおぞら／セルプさっぽろ) 

        ・経理規程 

  報告事項 ①理事長からの業務報告について(理事長専決事項) 

       ②常務理事(業務執行理事)からの業務執行状況報告について 

       ③監事監査報告について 

        ・第２四半期 監事監査報告 

       ④事業実績及び資金繰りについて(７月～８月) 

       ⑤運営状況報告について(８月～９月) 

 

 



－２７－ 

開催日 審 議 内 容 等 

１２月 ６日 【定時理事会】 

  会場：ホテルノースシティ (出席理事数 ６名) 

  決議事項 ①年末賞与について 

       ②利用者の精勤手当等について 

  報告事項 ①平成３０年度上半期事業状況について 

         ・平成３０年度上半期事業報告書(中期計画進捗状況含む) 

         ・第５５期上期財務諸表 

       ②監事監査報告について 

         ・第３四半期 監事監査報告 

       ③理事長からの業務報告について(理事長専決事項) 

       ④事業実績及び資金繰りについて(９月～１０月) 

       ⑤運営状況報告について(９月～１２月) 

       ⑥施設設備整備の実施報告について 

         ・クリーニング作業棟の空調設備の導入及びトイレ改修工事(リハビリー・クリーナース) 

         ・乾燥機の更新(リハビリー・おおぞら) 

         ・製本用自動無線綴機の更新(リハビリー・エイト) 

       ⑦その他報告事項 

         ・評議員懇談会の開催 

 

１２月１３日 【評議員懇談会】 

  会場：ホテルノースシティ (出席評議員数 ６名) 

  報告事項 ①平成３０年度上半期事業状況について 

         ・平成３０度上半期事業報告(中期計画進捗状況含む) 

         ・第５５期上期財務諸表 

       ②その他報告事項 

         ・台風及び胆振東部地震による被害状況及び事業活動への影響等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－２８－ 

開催日 審 議 内 容 等 

３月１３日 【定例理事会】 

  会場：ベルクラシック札幌フローラ (出席理事数 ７名) 

  決議事項 ①２０１９年度事業計画(案)及び予算(案)について 

         ・第４期中期計画及び予算(2019-2021)を含む 

       ②施設長等の任免について 

       ③諸規程の改定について 

         ・内部管理体制の基本方針、評議員会・理事会運営規程、就業規則、 

          給与規程、経理規程、利用者賃金・工賃支給要綱 

       ④施設設備整備の実施計画について 

         ・軽作業室の拡張工事(セルプさっぽろ) 

       ⑤２０１９年度労働組合からの要求に対する回答について 

       ⑥当座貸(借)越契約及び所内預金の保全措置について 

  報告事項 ①２０１８年度決算見込みについて 

       ②理事長からの業務報告について(理事長専決事項) 

       ③常務理事(業務執行理事)からの業務執行状況報告について 

       ④事業実績及び資金繰りについて(１１月～１月) 

       ⑤運営状況報告について(１２月～３月) 

       ⑥施設設備整備の実施報告について 

         ・ホテルリネン作業棟の貫流ボイラー導入(リハビリー・クリーナース) 

       ⑦福祉サービス第三者評価の受審結果について(陽だまり) 

 



－２９－ 

 

 
 

開催日 研 修 等 の 名 称 開催地 出 席 者 

４月 ２日 
～５日 

新人職員研修 
 北海道リハビリー(法人本部) 

施設内 ２名 

５日 会計・労務セミナー 
 さくら総合会計 

札幌市 １名 

５月１０日 コミュニケーション活性化研修 
 北海道リハビリー(法人本部) 

施設内 ２９名 

１０日 
～１１日 

新人職員マナー研修 
 北海道社会福祉協議会 

札幌市 ３名 

１５日 
～１６日 

福祉専門職のためのキャリアアップ研修(初任者コース) 
 北海道社会福祉協議会 

〃 ３名 

〃  
新任職員研修 
 北海道リハビリー(法人本部) 

施設内 １５名 

１５日 
～１７日 

北海道サービス管理責任者研修(第４分野就労) 
 きなはれ 

札幌市 ２名 

２４日 社会保険委員事務講習会 
 新さっぽろ社会保険委員会 

〃 １名 

６月 ５日 ＩＴ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ Ｆｏｒｕｍ２０１８ｉｎ札幌 
 キャノンシステムアンドサポート 

〃 １名 

５日 
～９日 

社会福祉主事資格認定通信課程スクーリング 
 全国社会福祉協議会 中央福祉学院 

神奈川県 １名 

６日 
～７日 

介護職員専門研修Ⅰ 
北海道社会福祉協議会 

札幌市 １名 

１１日 
～１５日 

社会福祉主事資格認定通信課程スクーリング 
 全国社会福祉協議会 中央福祉学院 

神奈川県 １名 

１３日 「働き方改革」セミナー 
 ミロク情報サービス 札幌支社 

札幌市 １名 

〃  就労支援セミナー 
 北海道障害者職業センター 

〃 １名 

１８日 
～１９日 

中堅職員研修 
 北海道リハビリー(法人本部) 

施設内 １０名 

１９日 
～２０日 

北海道サービス管理責任者研修(第１分野介護) 
 北海道地域ケアマネジメントネットワーク 

札幌市 １名 

２０日 働き方改革を後押しする助成金はコレだ！ 
従業員の定着やスキルアップを支援する助成金 
 北海道ＳＡＴＯ社会保険労務士法人 

〃 １名 

 
   

５月10日 

コミュニケーション活性化研修 

石崎、伊藤(義)、大黒、奥田、北川、佐藤(貴)、鳥居、中井、服部、渡辺(芳)、生島、伊藤(大)、伊藤(友)、

生出、小野、加々見、梶川、上、紙谷、佐伯、杉田、中田(光)、布村(亜)、野宮、花岡、藤井(亮)、堀(美)、

松岡、松本(恭)                                 (役職 50音順) 

 

 

５．職員研修等  



－３０－ 

開催日 研 修 等 の 名 称 開催地 出 席 者 

６月２１日 メディカルケアサポートセミナーｉｎ札幌 
 モルテン 

札幌市 １名 

２６日 
～３０日 

社会福祉主事資格認定通信課程スクーリング 
 全国社会福祉協議会 中央福祉学院 

神奈川県 １名 

２７日 
～２８日 

社会就労センター施設長・職員研修会 
 北海道社会就労センター協議会 

札幌市 ４名 

２９日 個別支援の実現に向けたケアガイドライン研修会 
 北海道身体障害者福祉施設協議会 

〃 １名 

７月 ２日 社会福祉法人経営者セミナー 
 北海道社会福祉協議会、北海道社会福祉法人経営者協議会 

〃 ２名 

３日 
～４日 

福祉専門職のためのキャリアアップ研修(チームリーダーコース) 
 北海道社会福祉協議会 

〃 １名 

３日 
～５日 

社会福祉法人経営者研修会(経営管理コース) 
 全国社会福祉協議会 中央福祉学院 

神奈川県 １名 

４日 施設職員スキルアップ講座(新任職員編) 
 北海道社会福祉協議会 社会福祉施設部会 

札幌市 ３名 

１０日 
札幌市身障連協職員研修会 
 札幌市身体障がい者福祉事業連携協議会 

〃 ７名 

１２日 コミュニケーション活性化研修 
 北海道リハビリー(法人本部) 

施設内 ３１名 

１２日 
～１３日 

全国社会就労センター総合研究大会(青森大会) 
 全国社会福祉協議会・全国社会就労センター協議会 

青森県 ２名 

１４日 
～１８日 

社会福祉主事資格認定通信課程スクーリング 
 全国社会福祉協議会 中央福祉学院 

神奈川県 １名 

１９日 
～２０日 

新任経理・総務担当者研修 
 北海道社会福祉協議会 

札幌市 １名 

２０日 ファシリテーション技術向上研修 
 北海道社会福祉協議会 

〃 ３名 

２３日 指導監査に対応するための業務改善 
 ＴＫＣ全国会社会福祉法人経営研究会 

〃 １名 

〃  施設職員スキルアップ講座(中堅職員編) 
 北海道社会福祉協議会 社会福祉施設部会 

〃 ３名 

２３日 
～２７日 

社会福祉主事資格認定通信課程スクーリング 
 全国社会福祉協議会 中央福祉学院 

神奈川県 １名 

２４日 
～２６日 

就業支援基礎研修 
 高齢・障害・求職者雇用支援機構 

札幌市 １名 

２６日 北洋銀行ものづくりテクノフェア２０１８ 
 北洋銀行 

〃 ２名 

３０日 社会福祉法人経営近代化のための「内部監査部門」立ち上げ人材育成及びアウトソージング説明会 
 あいおいニッセイ同和損害保険 

〃 ２名 

    

７月12日 

コミュニケーション活性化研修 

石崎、大黒、奥田、北川、佐藤(貴)、中井、渡辺(芳)、石川(晃)、伊東、伊藤(大)、伊藤(友)、上原、 

生出、近江、長内、小田嶋、小野、笠田、梶川、金沢、紙谷、川村(昭)、杉田、竹本、竹山、中田(光)、

布村(亜)、野宮、藤井(亮)、松岡、松本(恭)                    (役職 50音順) 



－３１－ 

開催日 研 修 等 の 名 称 開催地 出 席 者 

７月３０日 総務担当者専門研修 
 北海道社会福祉協議会 

札幌市 ３名 

８月 ２日 
～３日 

新任相談援助職員研修 
 北海道社会福祉協議会 

〃 ２名 

４日 「はたらくＮＩＰＰＯＮ！計画」Ａ型フォーラムｉｎ札幌 
 就労継続支援Ａ型事業所全国協議会 

〃 １名 

７日 やさしくわかる総務・庶務の実務 
 札幌五法人会 

〃 １名 

１６日 トラウマインファームド・ケアを学ぶ 
 北海道立向陽学院 

北広島市 １名 

１７日 ２０１９年卒採用戦線報告会 
 マイナビ 北海道支社 

札幌市 １名 

２１日 
～２２日 

看護師専門研修 
 北海道社会福祉協議会 

〃 １名 

２３日 
～２４日 

新任介護職員研修 
 北海道社会福祉協議会 

〃 １名 

２７日 千歳保健所管内給食施設調理従事者研修会 
 北海道千歳保健所 

恵庭市 １名 

〃  福祉職場での人材採用と人的戦略 
 北海道民間社会福祉事業職員共済会 

札幌市 ２名 

２８日 北海道社会福祉大会 
 北海道社会福祉協議会 

〃 ２名 

〃  アンガーマネジメント研修 
 北海道社会福祉協議会 

〃 ３名 

２９日 清田区障がい者支援関係者研修会 
 自立支援協議会清田区地域部会こころのチーム 

〃 ５名 

２９日 
～３０日 

福祉専門職のためのキャリアアップ研修(中堅職員コース) 
 北海道社会福祉協議会 

〃 １名 

９月 １日 クリーニング師試験受験者のための講習会 
 北海道クリーニング生活衛生同業組合 

〃 １名 

３日 社会福祉法人・社会福祉施設ブロック研修会 
 北海道社会福祉協議会、北海道社会福祉法人経営者協議会 

〃 ４名 

１３日 コミュニケーション活性化研修 
 北海道リハビリー(法人本部) 

施設内 ２８名 

１９日 管理職者の必須教養“メンタルヘルスケア”入門 
 ＮＴＴドコモ 

札幌市 １名 

１９日 
～２０日 

介護職員専門研修Ⅱ 
 北海道社会福祉協議会 

〃 ２名 

２０日 
～２１日 

職場研修担当者(ＯＪＴ担当者)養成研修 
 北海道社会福祉協議会 

〃 １名 

    

    

９月13日 

コミュニケーション活性化研修 

石崎、伊藤(義)、大黒、北川、佐藤(貴)、鳥居、服部、渡辺(芳)、生島、伊東、伊藤(大)、伊藤(友)、 

上原、生出、大西、小田嶋、小野、紙谷、佐藤(麻)、竹山、津田、布村(亜)、藤井(悠)、藤井(亮)、古崎、 

松岡、三上(雅)、渡辺(卓)                            (役職 50音順) 



－３２－ 

開催日 研 修 等 の 名 称 開催地 出 席 者 

９月２１日 アンガーコントロールセミナー 
 北海道民間社会福祉事業職員共済会 

札幌市 １名 

〃  苦情・クレーム対応セミナー 
 北海道社会福祉協議会 

〃 １名 

２７日 
～２８日 

利用者の工賃向上と就労支援を考える研修会 
 北海道社会就労センター協議会 

旭川市 ４名 

１０月 ５日 地域における公益的な取組みを考える学習会 
 千歳市社会福祉協議会 

千歳市 １名 

〃  人事労務管理セミナー 
 産業雇用安定センター 北海道事務所 

札幌市 １名 

１０日 勝ち続ける企業作りをめざす新事業展開セミナー 
 ＮＴＴドコモ 

〃 １名 

１１日 コミュニケーション活性化研修 
 北海道リハビリー(法人本部) 

施設内 ２０名 

１２日 秋期研修会 
 北海道栄養士会・福祉栄養士協議会 

札幌市 ２名 

１７日 消費税軽減税率制度説明会 
 札幌国税局、札幌南税務署 

〃 １名 

１８日 
～１９日 

相談支援従事者研修(サービス管理責任者/児童発達支援管理責任者向け研修) 
 北海道地域ケアマネジメントネットワーク 

〃 ２名 

２０日 
ハウスキーパー研修会 
 北海道リハビリー(おおぞら・クリーニング事業部) 

施設内 １３名 

２３日 リネンサプライ業技能講習会(初級) 
 日本テキスタイルサプライ協議会 

東京都 １名 

〃  清田区障がい福祉関係者等ネットワーク会議・自立支援協議会清田区地域部会共催研修会 
 清田区保健福祉部保健福祉課 

札幌市 ５名 

〃  災害時避難訓練「振り返り研修」 
 札幌市身体障がい者福祉事業連携協議会 

〃 ３名 

〃  
障害者総合支援法並びに児童福祉法に基づく集団指導 
 北海道石狩振興局保健環境部社会福祉課 

〃 １１名 

２４日 
～２５日 

相談援助職員専門研修 
 北海道社会福祉協議会 

〃 １名 

１０月２７日 
ハウスキーパー研修会 
 北海道リハビリー(おおぞら・クリーニング事業部) 

施設内 １２名 

３０日 
～11月１日 

北海道サービス管理責任者研修 
 きなはれ 

札幌市 １名 

３１日 個別支援計画事業者研修会(基礎研修) 
 北海道地域ケアマネジメントネットワーク 

〃 １名 

３１日 
～11月１日 

介護職員専門研修Ⅰ 
 北海道社会福祉協議会 

〃 ２名 

    

10月11日 

コミュニケーション活性化研修 

石崎、福田、荒木、菅原(宗)、藤原(雅)、吉ヶ谷、伊藤(義)、大黒、奥田、北川、佐藤(貴)、鳥居、中井、

服部、渡辺(芳)、大山(毅)、梶川、須田、竹内(孝)、堀川              (役職 50音順) 

 

 



－３３－ 

開催日 研 修 等 の 名 称 開催地 出 席 者 

１１月 ５日 エルダー・メンター制度導入支援研修 
 北海道社会福祉協議会 

札幌市 １名 

６日 
～７日 

福祉専門職のためのキャリアアップ研修(チームリーダーコース) 
 北海道社会福祉協議会 

〃 １名 

〃  北海道地域生活定着支援支援推進会議 
 北海道社会福祉事業団 北海道地域生活定着支援センター 

〃 １名 

７日 個別支援計画事業者研修会(基礎研修) 
 北海道地域ケアマネジメントネットワーク 

〃 １名 

８日 コミュニケーション活性化研修 
 北海道リハビリー(法人本部) 

施設内 ３２名 

１３日 年末調整等説明会 
 札幌南税務署 

北広島市 １名 

〃  ノロウィルス食中毒予防講習会 
 札幌市食品衛生教会 

札幌市 ２名 

１４日 激変する雇用環境に対応するために覚えておくべき労務管理のポイント 
 リコージャパン 北海道支社・北海道リコー会 

〃 １名 

〃  児童虐待防止講演会 
 北海道中央児童相談所・北海道岩見沢児童相談所 

千歳市 １名 

１５日 精神障碍の理解 
 北海道精神保健推進協会 

北広島市 １名 

１５日 
～１６日 

北海道障がい者虐待防止・権利擁護研修 
 北海道保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課 

札幌市 １名 

１７日 元気が出る展示会９ 
 東都フォルダー工業 

群馬県 ６名 

〃  障がい福祉研究会 権利擁護研修 
 しりべし圏域総合支援センター・地域生活支援センター あ～ち・障がい者相談支援センター夢民 

札幌市 ２名 

２１日 法人役員・施設長専門研修(社会福祉施設) 
 北海道社会福祉協議会 

〃 ３名 

２２日 社会福祉施設経営実務セミナー 
 福祉医療機構 

東京都 １名 

２４日 
～２６日 

社協・社会福祉施設職員会計実務講座 中級コース(施設会計) 
 全国社会福祉協議会 中央福祉学院 

神奈川県 ２名 

２６日 共済業務新任者研修会 
 北海道民間社会福祉事業職員共済会 

札幌市 １名 

２８日 
自立支援協議会清田区地域部会こころのチーム・清田区障がい者支援関係者研修会 
 清田区保健福祉部保健福祉課 

〃 ８名 

２９日 安全運転管理者講習会 
北海道公安委員会 

〃 ２名 

〃  障害者総合支援法に基づく集団指導 
 札幌市保健福祉局障害保健福祉部障がい福祉課 

〃 ２名 

    

11月8日 

コミュニケーション活性化研修 

石崎、大黒、奥田、北川、佐藤(貴)、鳥居、中井、服部、渡辺(芳)、阿部(敏)、阿部(優)、生島、伊東、

伊藤(大)、伊藤(友)、上原、越後谷、生出、小田嶋、梶川、紙谷、新谷、杉田、鈴木(京)、竹山、中田(光)、

布村(亜)、廣島、廣田、藤井(亮)、松本(恭)、渡辺(卓)                (役職 50 音順) 

 



－３４－ 

開催日 研 修 等 の 名 称 開催地 出 席 者 

１２月 ３日 
・11日・17日 

障がい者支援員養成研修 
 札幌市自立支援協議会 

札幌市 １名 

４日 地域保健関係職員研修「感染症予防に関する研修会」 
 石狩振興局保健環境部千歳地域保健室健康推進課 

千歳市 １名 

〃  安全運転管理者講習会 
北海道公安委員会 

札幌市 １名 

５日 
防災教室 
 北海道リハビリー(エルフィンホーム) 

施設内 ２６名 

〃  障がい者雇用セミナー 
 全国重度障害者雇用事業所協会 

札幌市 ２名 

１４日 エルダー・メンター制度導入支援研修 
 北海道社会福祉協議会 

〃 １名 

１４日 
・１８日 

障がい者通所交通費助成制度に関する説明会 
 札幌市役所保健福祉局 

〃 
１４日：３名 
１８日：１名 

１５日 高次脳機能障害リハビリテーション講習会 
 北海道高次脳機能障害リハビリテーション講習会実行委員会 

〃 ３名 

１８日 「生活困窮者等に対する安心サポート事業」説明会 
 北海道社会福祉協議会 

〃 ４名 

１月１０日 コミュニケーション活性化研修 
 北海道リハビリー(法人本部) 

施設内 ３３名 

１４日 児童福祉施設心理職員経験交流研修会 
 向陽学院 

札幌市 １名 

１５日 リスクマネジメント研修 
 北海道社会福祉協議会 

〃 １名 

〃  働き方改革関連法に関する説明会 
 東京リーガルマインド 

〃 ２名 

２１日 
～２５日 

社会福祉施設長資格認定講習課程スクーリング 
 全国社会福祉協議会 中央福祉学院 

神奈川県 １名 

２２日 社会福祉法人会計実務者決算・財務分析講座 
 北海道社会福祉協議会 

札幌市 ２名 

２３日 
自立支援協議会清田区地域部会・清田区障がい福祉関係者等ネットワーク会議共催研修会 
 清田区保健福祉部保健福祉課 

〃 ９名 

〃  
機械設備に関する勉強会 
 北海道リハビリー(クリーナース) 

施設内 ６名 

２３日 
～２４日 

小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育 
 コマツ教習所 

北広島市 １名 

2月１４日 社会福祉法人経営実務セミナー 
 北海道社会福祉協議会 

札幌市 ３名 

    

    

1月10日 

コミュニケーション活性化研修 

石崎、大黒、奥田、北川、佐藤(貴)、鳥居、中井、服部、渡辺(芳)、秋元、生島、伊東、伊藤(大)、 

伊藤(友)、上原、生出、小野、梶川、金野、工藤(竜)、斉藤(千)、杉田、竹本、竹山、田近、富樫、 

中田(光)、布村(亜)、花岡、藤井(亮)、松岡、松本(恭)、渡辺(卓)          (役職 50音順) 

 

 



－３５－ 

開催日 研 修 等 の 名 称 開催地 出 席 者 

２月１５日 
身体障害者福祉施設研究セミナー 
 北海道身体障害者福祉施設協議会 

札幌市 ９名 

〃  情報交換会 
 北海道リネンサプライ協議会 

〃 ２名 

１８日 
～１９日 

リネンサプライ業技能実習講習会 
 日本テキスタイルサプライ協議会 

東京都 １名 

１９日 パートタイム・有期雇用労働法等説明会 
 北海道労働局 

札幌市 ２名 

〃  
障がい者虐待防止研修会 
 北広島市保健福祉部福祉課 

北広島市 １０名 

１９日 
～２０日 

相談支援従事者研修(サービス管理責任者/児童発達支援管理責任者向け研修) 
 北海道地域ケアマネジメントネットワーク 

〃 １名 

２０日 ダイアパー技術研修会 
 日本ダイアパー事業振興会 

東京都 １名 

〃  経営管理講座 
 北海道社会福祉法人経営者協議会・北海道社会福祉法人経営青年会 

札幌市 １名 

２６日 
～２８日 

北海道サービス管理責任者研修 
 きなはれ 

〃 １名 

３月 ５日 管理栄養士・栄養士のためのセミナー 
 石狩振興局保険環境部千歳地域保健室 

恵庭市 ２名 

５日 
～６日 

社会就労センター施設長・職員/事業所経営セミナー 
 北海道社会就労センター協議会 

札幌市 ２名 

７日 コミュニケーション活性化研修 
 北海道リハビリー(法人本部) 

施設内 ３３名 

１４日 公開講座～知らないではすまされない！３０年度の働き方改革関連法案について～ 
 さっされん 

札幌市 ２名 

１５日 障害者雇用納付金制度事務説明会 
 高齢・障害・求職者雇用支援機構 北海道支部 

〃 １名 

１９日 話し方レッスンとボイストレーニングを中心としたビジネスマナー 
 札幌五法人会 

〃 ３名 

２０日 消費税１０％への引上げと軽減税率 
 ミロク情報サービス 

〃 １名 

２６日 
北海道リハビリー２０１９年度正職員採用者研修 
 北海道リハビリー 

施設内 １０名 

〃  事務担当者研修会 
 北海道リハビリー(法人本部) 

〃 １５名 

合 計  延べ５５６名 

3月7日 

コミュニケーション活性化研修 

石崎、伊藤(義)、大黒、奥田、北川、佐藤(貴)、鳥居、中井、服部、渡辺(芳)、阿部(み)、生島、池野、

伊東、伊藤(大)、伊藤(友)、上原、生出、小田嶋、小野、笠田、梶川、上山、金野、杉田、佐々木(慎)、

竹内(考)、竹山、布村(亜)、花岡、藤井(亮)、松岡、渡辺(卓)            (役職 50音順) 

3月26日 

事務担当者研修会 

中井、服部、阿部(み)、石橋、遠藤(美)、太田(通)、大西(亜)、長内、齊藤(す)、田近、中田(光)、 

布村(将)、古崎、山形、渡辺(卓)                         (役職 50音順) 



－３６－ 

定期的内部研修  

開催日 研 修 等 の 名 称 出 席 者 事業所 

４月１３日・２７日 

５月１１日・２５日 

６月 ８日・２２日 

７月１３日 

８月１０日・２４日 

９月１４日・２１日 

１０月１２日・２６日 

１１月 ９日・２３日 

１２月 ７日・２１日 

１月１１日・２５日 

２月 ８日・２２日 

３月 ８日・２２日 

福祉事業職員 

内部研修会 
１１名 クリーナース 

４月 ３日・ ４日 

５月２２日・２３日 

６月１９日・２０日 

７月２４日・２５日 

８月２１日・２２日 

９月２５日・２６日 

１０月２４日 

１１月２８日・２９日 

１２月１８日・１９日 

２月１９日・２０日 

３月１９日・２０日 

福祉事業職員 

自主研修会 ２２名 おおぞら 

４月１８日・ ５月２５日 

６月２５日・ ７月１７日 

８月２８日・ ９月２８日 

１０月２４日・１１月２６日 

１２月２６日・ １月２４日 

２月２２日・ ３月１９日 

福祉事業職員研修会 １５名 

エイト 

５月２５日・ ８月 ９日 

１１月 ２日・１２月 ６日 

コミュニケーション力

スキルアップ研修 
２９名 

 (役職 50音順) 
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開催日 研 修 等 の 名 称 出 席 者 事業所 

４月２８日・ ５月２６日 

６月２３日・ ８月２５日 

９月２２日 

 

施設内自主研修 ２５名 美しの森 

４月 ７日・ ５月１２日 

６月 ９日・１１月１０日 

１２月 １日・ ２月 ２日 

３月 ２日 

福祉職員研修会 １９名 セルプ 

４月２７日・ ５月２３日 

８月２１日・ ９月１８日 

１０月１２日・ １月１０日 

２月２０日・ ３月 ７日 

世話人研修会 １９名 エルフィンホーム 

４月 ５日・ ５月 ８日 

６月 ７日・ ８月 ８日 

９月 ４日・１２月１０日 

１月 ９日 

指導員研修会 ９名 陽だまり 

合 計 １４９名  

 (役職 50音順) 

 

 

 



－３８－ 

 

 

 

開催日 行 事・事 業 内 容 

４月 ２日 辞令交付式・入社式  

９日 会計監査人出納監査(監査法人ライトハウス)  

１４日 就労支援プログラム(ＳＳＴ) 美しの森 

１５日 施設外レクリエーション(くるるの杜) 陽だまり 

２１日 施設外レクリエーション(札幌市青少年科学館) 美しの森 

〃  施設外レクリエーション(アサヒビール北海道工場) セルプ 

２６日 就労支援プログラム(ＳＳＴ) セルプ 

２８日 施設内レクリエーション(温泉風入浴会及び食事会) 美しの森 

〃  調理実習 美しの森 

５月 ４日 施設外レクリエーション(花ロードえにわ) 美しの森 

５日 施設外レクリエーション(札幌ドーム:野球観戦) おおぞら 

〃  施設内レクリエーション(温泉風入浴会及び食事会) 美しの森 

８日 税務調査(澁谷税理士)  

〃  施設外レクリエーション(平岡梅林公園) エイト 

９日 防犯設備設置工事完成検査(石狩振興局) エルフィン 

１０日 施設外レクリエーション(平岡梅林公園) エイト 

１１日 監事監査(野村監事・佐藤監事)  

１２日 施設外レクリエーション(サンピアザ水族館) セルプ 

１３日 春の一斉清掃(西の里広栄町内会主催) エルフィン 

〃  春の一斉清掃(西の里中央町内会主催) エルフィン、陽だまり 

１６日 西の里地域たすけあい会議 クリーナース、地域福祉推進室 

１７日 
～２３日 

会計監査人会計監査(監査法人ライトハウス)  

１８日 クリーンデー(施設構内環境整備運動) エイト・印刷事業部・法人本部 

２３日 監事協議会(野村監事・佐藤監事)  

２４日 クリーンデー(施設構内環境整備運動) おおぞら、クリーナース、クリーニング事業部 

２６日 調理実習 美しの森 

３０日 就労支援プログラム(ＳＳＴ) セルプ 

６月 ２日 福祉職場説明会への参加(北海道福祉人材センター) 美しの森、法人本部 

３日 施設外レクリエーション(札幌ドーム:野球観戦) 陽だまり 

〃  札幌市障がい者スポーツ大会(すずらんピック２０１８) 美しの森 

８日 ２０１８新卒採用法人説明会 法人本部 

９日 施設外レクリエーション(札幌オリンピックミュージアム) セルプ 

１１日 福祉施設学内説明会への参加(星槎道都大学) 法人本部 
  

 
 

６．行事・事業等  



－３９－ 

  

開催日 行 事・事 業 内 容 

６月１５日 献血(北海道赤十字血液センター) 北広島全施設・法人本部 

１６日 調理実習 美しの森 

２３日 施設内レクリエーション(焼肉会) 美しの森 

２８日 苦情相談委員会  

〃  就労支援プログラム(ＳＳＴ) セルプ 

２９日 消防設備等立ち入り検査(北広島市消防署) 法人本部、エイト、エルフィン、陽だまり 

７月 １日 施設外レクリエーション(札幌ドーム:野球観戦) エルフィン 

２日 
～３日 

施設外レクリエーション(いちご狩り) エイト 

３日 施設内レクリエーション(北広島かおり幼稚園 讃美歌発表会) エイト 

５日 平成２９年度 合同打ち上げ クリーナース、おおぞら、地域福祉推進室、クリーニング事業部 

６日 平成２９年度 合同打ち上げ エイト・印刷事業部・法人本部 

７日 就労支援プログラム(ＳＳＴ) 美しの森 

８日 西の里広栄町内会「焼肉親睦会」(西の里さくら公園) エルフィン 

〃  西の里中央町内会「焼肉親睦会」(田島工業駐車場) エルフィン、陽だまり 

１３日 総合防災訓練(夜間) エルフィン 

１４日 施設内レクリエーション(温泉風入浴会及び食事会) 美しの森 

１７日 障害者雇用納付金関係業務調査(高齢・障害・求職者雇用支援機構) 法人本部 

１８日 西の里地域たすけあい会議 地域福祉推進室 

２１日 施設内レクリエーション(焼肉会) セルプ・やまはな 

２２日 アンチエイジングと医療・介護のイベント参加(コムフェス２０１８) 美しの森 

２３日 福祉施設学内説明会への参加(星槎道都大学) 法人本部 

２５日 
～２６日 

福祉サービス第三者評価 職員聴き取り調査 陽だまり 

２６日 就労支援プログラム(ＳＳＴ) セルプ 

２７日 総合防災訓練(夜間) エイト 

〃  施設外レクリエーション(２０１８道新・ＵＨＢ花火大会) 陽だまり 

２８日 調理実習 美しの森 

８月 １日 
～３日 石狩教育局初任段階教員研修 受入れ おおぞら・クリーナース・エイト・美しの森・セルプ 

２日 施設内レクリエーション(近隣施設共同花火大会) エイト(自治会) 

４日 西の里中央町内会「七夕祭り」 陽だまり 

５日 施設外レクリエーション(札幌ドーム:サッカー観戦) 美しの森 

１５日 総合防災訓練(夜間) 美しの森 

２０日 消防設備等立ち入り検査(北広島市消防署) クリーナース、おおぞら 

２３日 施設内レクリエーション(花火大会) エルフィン 

  ２５日 医療・福祉業界就職セミナー(マイナビ) 法人本部 
   



－４０－ 

 

開催日 行 事・事 業 内 容 

８月２６日 第４５回ボランティアカーニバル  

３０日 就労支援プログラム(ＳＳＴ) セルプ 

９月 １日 就労支援プログラム(ＳＳＴ) 美しの森 

〃  施設外レクリエーション(六花亭 福住店) 美しの森 

４日 施設外レクリエーション(石屋製菓株式会社 北広島工場) エイト 

１５日 調理実習 美しの森 

〃  施設内レクリエーション(温泉風入浴会及び食事会) 美しの森 

１６日 自治会旅行(えこりん村) エルフィン 

１８日 監事監査(野村監事)  

１９日 総合防災訓練(火災) セルプ 

２０日 北広島市西の里小学校「総合学習(車椅子体験実習)」 地域福祉推進室 

〃  総合防災訓練(火災) やまはな 

２１日 就職説明会(札幌こども専門学校) 法人本部 

２２日 施設内レクリエーション(温泉風入浴会及び食事会) 美しの森 

２７日 就労支援プログラム(ＳＳＴ) セルプ 

１０月 ２日 クリーンデー(施設構内環境整備運動) エイト・印刷事業部・法人本部 

４日 福祉職場説明会への参加(北海道福祉人材センター) 法人本部 

６日 施設外レクリエーション(大滝きのこ王国) 美しの森 

９日 自主避難訓練 陽だまり 

１２日 総合防災訓練(火災) エイト・印刷事業部・法人本部 

１３日 施設外レクリエーション(ボウリング大会) エイト(自治会) 

〃  施設外レクリエーション(おたる水族館) セルプ 

１４日 札幌市身体障がい者福祉事業連携協議会 災害時緊急避難訓練 美しの森、セルプ 

１５日 学内就職説明会への参加(札幌こども専門学校) エイト、法人本部 

１５日 
～１７日 

定期健康診断 北広島施設 

１８日 内部監査(内部監査人) エイト 

〃  総合防災訓練(火災)  クリーナース、おおぞら、地域福祉推進室、クリーニング事業部 

１９日 ２０１９新卒採用法人説明会・見学会 エイト、法人本部 

２０日 定期健康診断 美しの森 

〃  施設外レクリエーション(スシロー 札幌清田店) 美しの森 

２１日 秋の一斉清掃(西の里広栄町内会主催) エルフィン 

〃  秋の一斉清掃(西の里中央町内会主催) エルフィン、陽だまり 

２５日 施設訪問・視察(社会福祉法人北海道博愛舎) クリーナース 

〃  就労支援プログラム(ＳＳＴ) セルプ 

２６日 総合防災訓練(火災) 陽だまり 
   



－４１－ 

 

開催日 行 事・事 業 内 容 

１０月２６日 ２０１９新卒採用法人説明・見学会 法人本部 

２８日 施設外レクリエーション(札幌市円山動物園) 陽だまり 

３０日 クリーンデー(施設構内環境整備運動) おおぞら、クリーナース、クリーニング事業部 

〃  定期健康診断 セルプ・やまはな 

１１月 ３日 施設外レクリエーション(スシロー 札幌清田店) 美しの森 

９日 北海道リハビリー創立５５周年のつどい  

１０日 地域開放事業(介護保険制度についての講習会) 美しの森 

〃  働きたい女性のための合同企業説明会への参加(北広島市) クリーナース、法人本部 

１７日 施設内レクリエーション(ゲーム・カラオケ・調理実習) セルプ 

１９日 
～２２日 

会計監査(監査法人ライトハウス)  

２２日 監事監査(野村監事・佐藤監事)  

２６日 施設訪問・視察(社会福祉法人北海道光生舎) おおぞら 

２７日 西の里インターンシップ「意見交流会」(北広島西高校) クリーナース、おおぞら、エイト、地域福祉推進室 

２９日 就労支援プログラム(ＳＳＴ) セルプ 

３０日 北海道 実地指導監査 法人本部 

１２月 １日 施設内レクリエーション(カラオケ大会) エイト 

〃  施設内レクリエーション(調理実習) 美しの森 

〃  施設外レクリエーション(忘年会(アサヒビール園)) エルフィン(自治会) 

３日 税務調査(渋谷税理士)  

〃  社会福祉施設等災害復旧費国庫補助に係る実地調査(査定) クリーナース 

７日 就労支援事業所説明会(北広島市芸術文化ホール) クリーナース、おおぞら、エイト 

８日 就労支援プログラム(ＳＳＴ) 美しの森 

１１日 施設内レクリエーション(北広島かおり幼稚園 キャロリング) エイト 

１２日 施設外レクリエーション(イオンモール札幌平岡) 美しの森 

１３日 施設内レクリエーション(忘年会) やまはな 

１５日 施設内レクリエーション(温泉風入浴会及び食事会) 美しの森 

〃  施設内レクリエーション(クリスマス会) セルプ 

１９日 施設外レクリエーション(イオンモール札幌平岡) 美しの森 

２０日 施設外レクリエーション(クリスマス会) 陽だまり 

２２日 施設内レクリエーション(温泉風入浴会及び食事会) 美しの森 

２４日 施設内レクリエーション(クリスマス会) 美しの森 

２６日 施設外レクリエーション(イオンモール札幌平岡) 美しの森 

２７日 就労支援プログラム(ＳＳＴ) セルプ 

〃  総合防災訓練(火災)  エルフィン 

３１日 施設内レクリエーション(温泉風入浴会及び食事会) 美しの森 

１月 ２日 施設内レクリエーション(温泉風入浴会及び食事会) 美しの森 
   



－４２－ 

 

開催日 行 事・事 業 内 容 

１月 ４日 仕事初めの儀  

〃  成人の祝い  

１２日 施設内レクリエーション(温泉風入浴会及び食事会) 美しの森 

１９日 施設内レクリエーション(新年会) クリーナース 

〃  就労支援プログラム(ＳＳＴ) 美しの森 

〃  施設内レクリエーション(餅つき会) セルプ 

２４日 就労支援プログラム(ＳＳＴ) セルプ 

２５日 施設内レクリエーション(新年会) エイト(自治会) 

〃  北海道 運営指導監査 エルフィン 

２６日 施設外レクリエーション(びっくりドンキー 清田店) 美しの森 

２月 １日 除雪交流会 地域福祉推進室 

２日 施設内レクリエーション(新年会) おおぞら 

４日 施設内レクリエーション(節分(豆まき)) 陽だまり 

５日 ２０１９正職員採用一次試験 法人本部 

５日 
～８日 

会計監査(監査法人ライトハウス)  

８日 針供養 セルプ 

９日 施設内レクリエーション(温泉風入浴会及び食事会) 美しの森 

１２日 ２０１９新卒採用内定式並びに食事会  

１６日 施設内レクリエーション(調理実習) 美しの森 

〃  施設内レクリエーション(ゲーム・カラオケ・調理実習) セルプ 

１８日 ２０１９正職員採用二次試験 法人本部 

２０日 就労支援プログラム(ＳＳＴ) 美しの森 

２１日 就労支援プログラム(ＳＳＴ) 美しの森 

〃  就労支援プログラム(ＳＳＴ) セルプ 

３月 ３日 施設内レクリエーション(ひなまつり) 陽だまり 

５日 
～７日 

定期健康診断 北広島施設 

６日 内部監査(内部監査人) セルプ 

〃  総合防災訓練(火災) セルプ 

７日 定期健康診断 セルプ 

８日 総合防災訓練(火災) セルプ・やまはな 

９日 定期健康診断 美しの森 

〃  施設外レクリエーション(イオンモール札幌平岡) 美しの森 

１０日 施設外レクリエーション(ボウリング大会(厚別パークボウル)) エルフィン(自治会) 

１１日 総合防災訓練(地震・火災) エイト 
   



－４３－ 

 

開催日 行 事・事 業 内 容 

３月１６日 施設外レクリエーション(ケンタッキーフライドチキン 大曲店) 美しの森 

〃  施設内レクリエーション(ゲーム・カラオケ・調理実習) セルプ 

１９日 監事監査(野村監事)  

２０日 内部監査(内部監査人) 法人本部 

２３日 地域開放事業(講演会) 美しの森 

２８日 就労支援プログラム(ＳＳＴ) セルプ 

２９日 総合防災訓練(火災) クリーナース、おおぞら、地域福祉推進室 

３０日 会計監査人期末棚卸立会 エイト、クリーニング事業部 

〃  就労支援プログラム(ＳＳＴ) 美しの森 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－４４－ 

 

 

来所日 来  所  者 人 数 

４月 ４日 北海道夕張高等養護学校 １年生・保護者(エイト) ２名 

５日 北海道岩見沢高等養護学校 ２年生・保護者・教職員(おおぞら・クリーナース・エイト・エルフィン) ４名 

１６日 北海道リハビリー ポプルス 相談者(エルフィン) １名 

２３日 一般社会人(クリーナース) １名 

５月 ７日 社会福祉法人札幌報恩会 就業・生活相談室しんさっぽろ 相談者・職員(クリーナース) ２名 

１１日 一般社会人・保護者(やまはな) ２名 

１４日 社会福祉法人北ひろしま福祉会 障がい者就労支援センター めーでる 相談者(クリーナース) １名 

１８日 北海道リハビリー セルプさっぽろ 利用者(クリーナース) １名 

２３日 北海道岩見沢高等養護学校 ２年生・保護者・教職員(エイト) ３名 

〃  北海道南幌養護学校 ２年生・保護者・教職員(エイト) ３名 

２４日 一般社会人(エイト) １名 

２５日 社会福祉法人更葉園 職員(エイト) ３名 

２８日 北海道石狩振興局 職員(クリーナース) ４名 

２９日 一般社会人(クリーナース) １名 

３１日 北海道真駒内養護学校 中学部 ３年生・保護者(美しの森) ２名 

６月 ６日 社会福祉法人札幌報恩会 就業・生活相談室しんさっぽろ 職員(クリーナース) ２名 

１３日 学校法人池上学園 池上学院グローバルアカデミー専門学校 職員(クリーナース・エイト) ２名 

１５日 社会福祉法人札幌報恩会 就業・生活相談室しんさっぽろ 職員(クリーナース・エイト) ２名 

１８日 北海道リハビリー セルプさっぽろ 利用者・保護者(エルフィン) ３名 

１９日 北海道リハビリー エルフィンホーム 利用者・職員(エイト) ３名 

〃  北海道札幌市立豊明高等支援学校 教職員(セルプ) １名 

２３日 大曲地区生涯学習振興会 委員(おおぞら) ２１名 

２７日 北海道札幌視覚支援学校 高等部 １～３年生・教職員(やまはな) ８名 

２８日 帯広市柏栄民生委員児童委員協議会 委員(おおぞら) １５名 

〃  北海道リハビリー おおぞら 保護者(エルフィン) ３名 

２９日 株式会社グランビスタホテル＆リゾート 社員(クリーナース) ４名 

７月 ４日 千歳市障がい者地域自立支援協議会 はたらく部会 部会員(おおぞら・エイト) ２０名 

１２日 北海道札幌稲穂高等支援学校 保護者・教職員(エイト・エルフィン) ２５名 

２６日 北海道札幌伏見支援学校 高等部 教職員(美しの森) ２名 

３０日 北海道札幌高等養護学校 ２年生・保護者(セルプ) ２名 

３０日 北海道真駒内養護学校 高等部 ３年生・保護者・教職員(美しの森) １０名 

８月 １日 札幌市立清田中学校 教職員(セルプ) １名 

   
   

７．主な来所者（施設見学） 



－４５－ 

 

来所日 来  所  者 人 数 

８月 ２日 北海道札幌市立札幌みなみの杜高等支援学校 教職員(セルプ) ２名 

 ３日 北海道白樺高等養護学校寄宿舎 指導員(おおぞら・クリーナース・エイト・エルフィン) １８名 

６日 北海道札幌高等養護学校 教職員(セルプ) ２名 

７日 北海道夕張高等養護学校 教職員(セルプ) ４名 

〃  社会福祉法人札幌療育会 相談支援事業所 ノック 相談者・職員(セルプ) ２名 

１０日 北海道はまなす食品株式会社 社員(クリーナース) １名 

１４日 北海道白樺高等養護学校 ２年生・保護者(セルプ) ２名 

１５日 社会福祉法人みなみ会 相談室みなみ 相談者・職員(セルプ) ２名 

１７日 札幌市立東月寒中学校 教職員(セルプ) １名 

２０日 一般社会人(クリーナース) １名 

２２日 札幌市立陵陽中学校 教職員(セルプ) ２名 

２７日 北海道札幌稲穂高等支援学校 教職員(セルプ) ２名 

２８日 北海道小樽高等支援学校 １年生・教職員(おおぞら・エイト) ４２名 

２９日 札幌市立羊丘中学校 特別支援学級 １～３年生・保護者・教職員(セルプ) ２８名 

３０日 札幌市生活就労支援センター ステップ 相談者・職員(クリーナース) ２名 

３１日 札幌市立山の手養護学校 高等部 １～３年生・教職員(セルプ) １４名 

９月 ６日 ＪＲ東日本ホテルメッツ船橋 社員(クリーナース) １名 

１９日 札幌市立清田中学校 特別支援学級 ２年生・教職員(美しの森) ２名 

２５日 北海道札幌養護学校 教職員(エイト) ２名 

２６日 北海道札幌市立豊明高等支援学校 １年生・教職員 (セルプ) １２名 

１０月 １日 働きたい女性のための再就職支援事業 企業見学バスツアー見学者(エイト) １９名 

３日 一般社会人・北広島市役所職員(エイト) ２名 

４日 札幌市生活就労支援センター ステップ 相談者・職員(セルプ) ２名 

５日 北海道札幌高等養護学校 ２年生・保護者(クリーナース・エルフィン) ２名 

９日 北海道リハビリー ポプルス 利用者・保護者(エルフィン) ３名 

１１日 社会福祉法人みなみ会 相談室みなみ 相談者・職員(セルプ) ２名 

２２日 社会福祉法人楡の会 相談室きらら 職員・豊平区役所 職員(セルプ) １４名 

〃  札幌市立八条中学校 特別支援学級 １～３年生・保護者・教職員(セルプ) ２７名 

２３日 社会福祉法人北海道光生舎 職員 ２名 

〃  北広島市聴力障害者協会 手話の会 会員(おおぞら・エイト) １９名 

〃  札幌市立陵陽中学校 特別支援学級 １～３年生・保護者・教職員(セルプ) ２０名 

２６日 社会福祉法人札幌報恩会 就業・生活相談室しんさっぽろ 相談者・職員(クリーナース) ３名 

〃  北海道白樺高等養護学校 ３年生・保護者(クリーナース) ３名 

１１月 １日 株式会社北基サービス 社員(おおぞら) ２名 
   



－４６－ 

 

来所日 来  所  者 人 数 

１１月 ９日 綿久リネン株式会社 社員・ＮＰＯ法人ゆうき福祉会 職員(クリーナース) １１名 

１４日 北海道北広島西高等学校 １年生・教職員(クリーナース・エイト) １４９名 

１５日 北海道北広島西高等学校 １年生・教職員(クリーナース・エイト) １４５名 

１６日 北海道岩見沢高等養護学校 教職員(エイト・エルフィン) １名 

２０日 札幌市立東白石中学校 特別支援学級 １～３年生・教職員(セルプ) ２１名 

２８日 特定非営利活動法人札幌チャレンジド 職員(おおぞら・エルフィン) ３名 

２９日 株式会社木村クリーニング 社員(おおぞら) ４名 

１２月 ３日 北海道札幌高等養護学校 １年生・保護者(セルプ) ２名 

〃  北海道高等養護学校 １年生・保護者(セルプ) ２名 

〃  札幌市生活就労支援センター ステップ 相談者・職員(セルプ) ２名 

５日 自衛隊札幌病院 准看護学院 １年生・教職員(クリーナース・エイト) ２６名 

１８日 北海道札幌伏見支援学校 １年生・教職員(セルプ) １４名 

１９日 北海道札幌高等養護学校 教職員(セルプ) ２名 

〃  北海道札幌稲穂高等支援学校 ２年生・教職員(クリーナース・おおぞら・エイト・エルフィン) ５９名 

２１日 北海道札幌高等養護学校 教職員(クリーナース・おおぞら) ２名 

２６日 北海道新篠津高等養護学校 教職員(クリーナース) ３名 

１月 ７日 北海道札幌高等養護学校 ２年生・保護者(クリーナース) ２名 

８日 北海道白樺高等養護学校 ２年生・保護者(クリーナース) ２名 

１６日 北海道札幌稲穂高等支援学校 １年生・保護者(クリーナース) ２名 

２５日 北海道室蘭聾学校 寄宿舎指導員(クリーナース・おおぞら) １名 

〃  一般社会人(クリーナース) １名 

２８日 北海道札幌伏見支援学校 ２年生・保護者(セルプ) ２名 

２月 ６日 一般社会人(美しの森) １名 

〃  北海道札幌高等養護学校 教職員(セルプ) ２名 

〃  特定非営利活動法人みなぱ 相談支援センターみなぱ 相談者・職員(やまはな) ４名 

１３日 学校法人札幌国際大学 札幌国際大学 短期大学部 幼児教育保育学科 １年生(クリーナース・おおぞら) ２名 

〃  北海道札幌高等養護学校 教職員(エイト) ２名 

〃  学校法人北海道星槎学園 星槎道都大学 通信教育課程学生(美しの森) １名 

１６日 セルプさっぽろ ウェルプラザやまはな 利用者・保護者(エルフィン) ４名 

１８日 一般社会人(クリーナース) １名 

２０日 医療法人中山会 新札幌パウロ病院 職員(エイト) ４名 

〃  北海道札幌伏見支援学校 ２年生・保護者・教職員(セルプ) ３名 

２２日 北海道札幌視覚支援学校 高等部 １年生・保護者・教職員(おおぞら・エルフィン) ３名 

２５日 学校法人札幌国際大学 札幌国際大学 短期大学部 幼児教育保育学科 １年生(クリーナース・おおぞら) ２名 
   



－４７－ 

 

来所日 来  所  者 人 数 

２月２７日 北海道札幌伏見支援学校 ２年生・保護者(セルプ) ２名 

３月 ８日 北海道札幌稲穂高等支援学校 ３年生・保護者(エルフィン) ２名 

１２日 北海道小平高等養護学校 ２年生・保護者・教職員(セルプ) ３名 

１５日 一般社会人・札幌市豊平区役所 職員(セルプ) ２名 

２５日 東日本旅客鉄道株式会社 社員(クリーナース) ２名 

２６日 北海道新篠津高等養護学校 ２年生・保護者(クリーナース・おおぞら) ２名 

〃  北海道札幌稲穂高等支援学校 教職員(クリーナース) １名 

    

  合 計  ９１６名 

 



－４８－ 

 

 

 

実習日 実  習  者 実習施設 人 数 

４月 ２７日～２９日 セルプさっぽろ 利用者 エルフィン １名 

５月 １日～ ７日 セルプさっぽろ 利用者 クリーナース １名 

 １４日～㋅１５日 北海道留寿都高等学校 農業福祉コース ４年生 エイト １名 

 ２１日 学校法人三幸学園 札幌こども専門学校 保育課 １年生 美しの森 １名 

 ２１日～２６日 一般社会人 クリーナース ２名 

 ２３日～３０日 セルプさっぽろ 利用者 エルフィン １名 

 ２３日～３１日 北海道札幌稲穂高等支援学校 ２年生 セルプ １名 

 ２４日～３０日 セルプさっぽろ 利用者 おおぞら １名 

 ２９日～３１日 一般社会人 クリーナース １名 

６月 ４日～１５日 学校法人池上学園 池上学院グローバルアカデミー専門学校 １・２年生 セルプ ２名 

 １１日～１５日 社会福祉法人札幌報恩会 グループホームくるみ寮 入居者 おおぞら １名 

 １３日～１５日 一般児童(陽だまり 一時保護者) おおぞら １名 

 １８日～２０日 一般児童(陽だまり 一時保護者) クリーナース １名 

 ２０日～２６日 一般社会人 クリーナース １名 

 ２５日～２９日 札幌市立北野中学校 特別支援学級 ３年生 セルプ ２名 

 〃    一般社会人 セルプ(やまはな) １名 

 ２５日～㋆６日 北海道札幌市立豊明高等支援学校 ３年生 セルプ ２名 

 ２５日～㋆２２日 セルプさっぽろ 利用者 エルフィン １名 

 ２７日～２９日 陽だまり 利用者 クリーナース １名 

７月 ２日～ ６日 札幌市立真栄中学校 特別支援学級 ３年生 美しの森 ２名 

 〃    札幌市立月寒中学校 特別支援学級 ３年生 セルプ １名 

 〃    学校法人北海道科学大学 北海道科学大学 薬学部 ２年生 セルプ １名 

 ９日～１３日 札幌市立清田中学校 特別支援学級 ３年生 美しの森 １名 

 〃    学校法人北海道科学大学 北海道科学大学 薬学部 ２年生 セルプ １名 

８月 １日～ ２日 北海道岩見沢高等養護学校 ２年生 エイト １名 

 ６日～ ７日 北海道夕張高等養護学校 ３年生 セルプ １名 

 ９日～１０日 北海道札幌稲穂高等支援学校 ２年生 セルプ １名 

 １３日～１８日 北海道リハビリー 美しの森 利用者 クリーナース １名 

 １７日 学校法人札幌国際大学 札幌国際大学 短期大学部人文学部心理学科子ども心理専攻 ３年生 美しの森 ４名 

 ２０日・２７日 
３０日 

一般社会人 おおぞら １名 

 ２１日～２４日 一般社会人 クリーナース １名 

     

 

８．職場実習 （ 受 入 れ ）  



－４９－ 

実習日 実  習  者 実習施設 人 数 

８月 ２４日 北広島市立西の里中学校 特別支援学級・普通学級 ２年生 おおぞら・エイト ３名 

 ２６日 学校法人三幸学園 札幌こども専門学校 保育課 １年生(ボランティア) ボランティアカーニバル １０名 

 ２７日～３１日 一般社会人 セルプ(やまはな) １名 

 ２７日～㋈７日 北海道札幌稲穂高等支援学校 ３年生 おおぞら ２名 

９月 ３日～ ４日 学校法人千歳科学技術大学 千歳科学技術大学 理工学部 応用化学生物学科 ３年生 エイト ２名 

 ３日～１４日 北海道白樺高等養護学校 ３年生 おおぞら １名 

 ３日～２７日 北海道白樺高等養護学校 ３年生 おおぞら １名 

 ３日～２８日 北海道白樺高等養護学校 ３年生 セルプ １名 

 １０日～１３日 学校法人北海道星槎学園 星槎道都大学 美術学部デザイン学科 ２年生 エイト １名 

 １０日～１４日 国立大学法人北海道教育大学 旭川分校 ４年生 クリーナース １名 

 〃    エルフィンホーム 利用者 おおぞら １名 

 １１日～１５日 社会福祉法人北海長正会 北広島リハビリセンター 職員 エイト １名 

 １８日～２１日 学校法人鶴岡学園 北海道文教大学 人間科学部 作業療法学科 ２年生 エイト ２名 

 １８日～２８日 北海道白樺高等養護学校 ３年生 クリーナース １名 

 ２４日～２６日 北海道余市養護学校 しりべし学園分校 ２年生 おおぞら １名 

 ２５日～㋉１２日 北海道新篠津高等養護学校 ３年生 セルプ １名 

 ２５日～㋉５日 北海道札幌市立豊明高等支援学校 ３年生 セルプ ２名 

１０月 １日～ ５日 北海道岩見沢高等養護学校 ２年生 エイト １名 

 １日～１２日 学校法人三幸学園 札幌こども専門学校 保育課 ２年生 美しの森 １名 

 ２日～１２日 北海道千歳高等支援学校 ２年生 おおぞら １名 

 ３日～ ４日 北海道札幌視覚支援学校 中等部 ２年生 セルプ(やまはな) １名 

 ５日 北広島市立大曲中学校 特別支援学級 １～３年生 おおぞら ６名 

 ９日 札幌市立清田中学校 特別支援学級 ２年生 美しの森 １名 

 １０日 札幌市立清田中学校 特別支援学級 ２年生 セルプ ２名 

 １５日～２６日 北海道札幌稲穂高等支援学校 ２年生 セルプ １名 

 〃    学校法人池上学園 池上学院高等学校 １年生 セルプ １名 

 〃    北海道札幌稲穂高等支援学校 ２年生 セルプ(やまはな) １名 

 〃    学校法人池上学園 池上学院グローバルアカデミー専門学校 １・２年生 セルプ(やまはな) ２名 

 １７日～１９日 北広島市立東部中学校 いなほ学級 ２年生 おおぞら １名 

 ２２日～２６日 セルプさっぽろ ウェルプラザやまはな 利用者 おおぞら １名 

 ２２日～２７日 セルプさっぽろ ウェルプラザやまはな 利用者 クリーナース １名 

 ２９日～㋊２日 学校法人北海道星槎学園 星槎道都大学 経営学部 ４年生 クリーナース １名 

 ３０日～㋊１日 
・㋊６日～８日 

北海道札幌市立札幌みなみの杜高等支援学校 ２年生 セルプ(やまはな) １名 
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実習日 実  習  者 実習施設 人 数 

１１月 １５日 札幌市立羊丘中学校 ２年生 セルプ ３名 

 １９日～２２日 一般社会人 エイト １名 

 〃    学校法人北海道星槎学園 星槎道都大学 経営学部 ４年生 クリーナース １名 

 ２０日 札幌市立東月寒中学校 特別支援学級 ２年生 セルプ ４名 

１２月 ３日～ ７日 学校法人北海道星槎学園 星槎道都大学 経営学部 ４年生 クリーナース １名 

 〃    北海道高等聾学校 ２年生 エイト １名 

 ３日～１４日 北海道白樺高等養護学校 ３年生 エイト １名 

 １８日～２０日 札幌市生活就労支援センター ステップ 相談者 おおぞら １名 

１月 ７日～ ８日 北海道札幌高等養護学校 ２年生 クリーナース １名 

 ７日～ ９日 北海道白樺高等養護学校 ３年生 おおぞら １名 

 〃    北海道札幌稲穂高等支援学校 ２年生 セルプ １名 

 ７日～１１日 北海道真駒内養護学校 高等部 ３年生 美しの森 １名 

 １１日 北海道新篠津高等養護学校 ２年生 おおぞら １名 

 １５日 北海道札幌高等養護学校 ２年生 エイト １名 

 １５日～１６日 北海道札幌市立豊明高等支援学校 ２年生 セルプ １名 

 〃  北海道札幌高等養護学校 ２年生 セルプ １名 

 ２８日 北海道白樺高等養護学校 ２年生 おおぞら １名 

２月 ９日～１１日 学校法人三幸学園 札幌こども専門学校 保育課 １年生(ボランティア) エイト １名 

 １０日～１１日 学校法人三幸学園 札幌こども専門学校 保育課 １年生(ボランティア) 美しの森 １名 

 １１日～１８日 セルプさっぽろ 利用者 エイト １名 

 １２日～㋂８日 学校法人札幌国際大学 札幌国際大学 短期大学部 幼児教育保育学科 １年生 美しの森 ４名 

 １３日～１４日 一般社会人 クリーナース １名 

 ２０日～２２日 新卒採用内定者 エイト １名 

３月 ４日～ ８日 エルフィンホーム 利用者 おおぞら １名  

 ７日～ ８日 新卒採用内定者 美しの森 １名 

 １２日～１５日 社会福祉法人北海長正会 北広島リハビリセンター 利用者 エイト １名 

 ２５日～２６日 北海道札幌伏見支援学校 ２年生 セルプ １名 

 ２５日～２７日 リハビリー・おおぞら 利用者 エイト １名 

 ２７日～２８日 北海道札幌伏見支援学校 ２年生 セルプ １名 

 ２９日 北海道札幌伏見支援学校 ２年生 セルプ ３名 

     

合 計  １３４名 
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９-１ 実施状況総括表  

 

 (1) リハビリー･クリーナース  金額単位：千円(税込) 

 年度計画 計画に対する実施 計画外追加事業 総実施事業 

 件数 総事業費 件数 実施金額 実施率 件数 実施金額 件数 実施金額 

 2 139,320 2 113,508 81.5   2 113,508 

 (2) リハビリー･おおぞら   
 年度計画 計画に対する実施 計画外追加事業 総実施事業 

 件数 総事業費 件数 実施金額 実施率 件数 実施金額 件数 実施金額 

 1 7,992 1 7,214 90.3   1 7,214 

 (3) リハビリー･エイト   
 年度計画 計画に対する実施 計画外追加事業 総実施事業 

 件数 総事業費 件数 実施金額 実施率 件数 実施金額 件数 実施金額 

 2 21,060 2 17,839 84.7   2 17,839 

 (4) 美しの森   
 年度計画 計画に対する実施 計画外追加事業 総実施事業 

 件数 総事業費 件数 実施金額 実施率 件数 実施金額 件数 実施金額 

 1 5,400      0 0 

 (5) セルプさっぽろ   
 年度計画 計画に対する実施 計画外追加事業 総実施事業 

 件数 総事業費 件数 実施金額 実施率 件数 実施金額 件数 実施金額 

 1 34,500      0 0 

 (6) エルフィンホーム   
 年度計画 計画に対する実施 計画外追加事業 総実施事業 

 件数 総事業費 件数 実施金額 実施率 件数 実施金額 件数 実施金額 

 0 0      0 0 

 (7) 陽だまり   
 年度計画 計画に対する実施 計画外追加事業 総実施事業 

 件数 総事業費 件数 実施金額 実施率 件数 実施金額 件数 実施金額 

 0 0      0 0 

 (8) ポプルス   
 年度計画 計画に対する実施 計画外追加事業 総実施事業 

 件数 総事業費 件数 実施金額 実施率 件数 実施金額 件数 実施金額 

 0 0      0 0 

 (9) その他 (法人本部)  
 年度計画 計画に対する実施 計画外追加事業 総実施事業 

 件数 総事業費 件数 実施金額 実施率 件数 実施金額 件数 実施金額 

 1 7,636 1 7,560 99.1   1 7,560 

 (10) 総  計  
 年度計画 計画に対する実施 計画外追加事業 総実施事業 

 件数 総事業費 件数 実施金額 実施率 件数 実施金額 件数 実施金額 

 8 215,908 6 146,121 67.7 0 0 6 146,121 

＜内補助金＞ 

2 6,500 1 4,827    0 0 

 

※ 理事会審議が必要な予算基準額(工事:税込1,000万円、物品:税込500万円)を超える実施事業 

９．施設設備整備実施報告  
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平成３０年度に評価が確定した「福祉サービス第三者評価」の結果について、次のとおり報告する。 

 

   １．リハビリー・おおぞら 

（１）受審施設 

障害福祉サービス事業 リハビリー･おおぞら 

実施事業 ・就労移行支援事業   定員 ６名 

・就労継続支援Ａ型事業 定員３４名 

・就労継続支援Ｂ型事業 定員６０名 

 

（２）評価機関 

サード・アイ合同会社  代表 鈴木正子 

札幌市西区発寒５条２丁目３番８－２０１ 

北海道福祉サービス第三者評価事業推進機構 認証番号 14-001 
 

 

（３）評価実施期間 

平成２９年４月２５日～平成２９年１０月２５日 
 
 

（４）評価結果報告日 （評価機関が北海道福祉サービス第三者評価事業推進機構へ評価結果を報告した日 ）

平成３０年１月９日 

 

（５）受審証明書交付日（評価確定日） 

平成３０年 ４月１７日 
 

（６）評価結果（項目別の評価結果は次頁に記載）   
 

①共通基準４５項目－評価結果集計 

評 価 基 準  評価結果 

a より良い福祉サービスの水準・状態／質の向上を目指す際に目安とする状態 ２９項目 

b  ａ評価に至らない状態、多くの施設の状態、ａ評価に向けた取り組み余地がある状態 １６項目 

c ｂ評価以上の取り組みとなることを期待する状態  ０項目 

 

（７）評価結果の公表状況 

・ＷＥＢ 社会福祉法人北海道リハビリー ホームページ 

・ＷＥＢ 北海道福祉サービス第三者評価事業推進機構 

・ＷＥＢ 独立行政法人福祉医療機構「ＷＡＭ ＮＥＴ（ワムネット）」 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１０．福祉サービス第三者評価の受審結果  
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　　　　　　　　 　　障がい者・児施設―共通基準４５項目  

■評価対象 Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織

Ⅰ－１　理念・基本方針

Ⅰ－1－（1）　理念、基本方針が確立・周知されている。 　 評価

1 Ⅰ－1－(1)－①　理念、基本方針が明文化され周知が図られている。 ａ
Ⅰ－２　経営状況の把握

Ⅰ－2－（1）　経営環境の変化等に適切に対応している。 　 評価

2 Ⅰ－2－(1)－①　事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分析されている。 ａ
3 Ⅰ－2－(1)－②　経営課題を明確にし、具体的な取組を進めている。 ａ

Ⅰ－３　事業計画の策定

Ⅰ－3－（1）　中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。 　 評価

4 Ⅰ－3－(1)－①　中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されている。 ａ
5 Ⅰ－3－(1)－②　中・長期的計画を踏まえた単年度の計画が策定されている。 ａ

Ⅰ－3－（2）　事業計画が適切に策定されている。 　 評価

6 Ⅰ－3－(2)－①　事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組織的に行われ職員が理解している。 ａ
7 Ⅰ－3－(2)－②　事業計画は、利用者等に周知され、理解を促している。 ａ

Ⅰ－４　福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組

Ⅰ－4－（1）　質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。 　 評価

8 Ⅰ－4－(1)－①　福祉サービスの質の向上に向けた取組が組織的に行われ、機能している。 ｂ
9 Ⅰ－4－(1)－②　評価結果に基づき組織として取り組むべき課題を明確にし、計画的な改善策を実施している ｂ  

■評価対象 Ⅱ　組織の運営管理

Ⅱ－１　管理者の責任とリーダーシップ

Ⅱ－1－（1）　管理者の責任が明確にされている。 　 評価

10 Ⅱ－1－(1)－①　管理者は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理解を図っている。 ａ
11 Ⅱ－1－(1)－②　遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っている。 ａ

Ⅱ－1－（2）　管理者のリーダーシップが発揮されている。 　 評価

12 Ⅱ－1－(2)－①　福祉サービスの質の向上に意欲を持ち、その取組に指導力を発揮している。 ａ
13 Ⅱ－1－(2)－②　経営の改善や業務の実効性を高めるため取組に指導力を発揮している。 ａ

Ⅱ－２　福祉人材の確保・育成

Ⅱ－2－（1）　福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。 　 評価

14 Ⅱ－2－(1)－①　必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計画が確立し、取組が実施されている。 ｂ
15 Ⅱ－2－(1)－②　総合的な人事管理が行われている。 ｂ

Ⅱ－2－（2）　職員の就業状況に配慮がなされている。 　 評価

16 Ⅱ－2－(2)－①　職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づくりに取り組んでいる。 ａ
Ⅱ－2－（3）　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。 　 評価

17 Ⅱ－2－(3)－①　職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。 ｂ
18 Ⅱ－2－(3)－②　職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定され、教育・研修が実施されている。 ｂ
19 Ⅱ－2－(3)－③　職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されている。 ｂ

Ⅱ－2－（4）　実習生等の福祉サービスに関する専門職の研修・育成が適切に行われている。 　 評価

20 Ⅱ－2－(4)－①　実習生等の福祉サービスに関わる専門職の教育・育成体制を整備し積極的な取組をしている ｂ  

Ⅱ－３　運営の透明性の確保

Ⅱ－3－（1）　運営の透明性を確保するための取組が行われている。 　 評価

21 Ⅱ－3－(1)－①　運営の透明性を確保するための情報公開が行われている。 ｂ
22 Ⅱ－3－(1)－②　公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が行われている。 ａ

Ⅱ－４　地域との交流・地域貢献

Ⅱ－4－（1）　地域との関係が適切に確保されている。 　 評価

23 Ⅱ－4－(1)－①　利用者と地域との交流を広げるための取組を行っている。 ａ
24 Ⅱ－4－(1)－②　ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確にし体制を確立している。 ｂ

Ⅱ－4－（2）　関係機関との連携が確保されている。 　 評価

25 Ⅱ－4－(2)－①　福祉施設・事業所として必要な社会資源を明確にし関係機関等との連携が適切に行われている ａ
Ⅱ－4－（3）　地域の福祉向上のための取組を行っている。 　 評価

26 Ⅱ－4－(3)－①　福祉施設・事業所が有する機能を地域に還元している。 ａ
27 Ⅱ－4－(3)－②　地域の福祉ニーズに基づく公益的な事業・活動が行われている。 ａ  
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■評価対象 Ⅲ　適切な福祉サービスの実施

Ⅲ－１　利用者本位の福祉サービス

Ⅲ－1－（1）　利用者を尊重する姿勢が明示されている。 　 評価

28 Ⅲ－1－(1)－①　利用者を尊重した福祉サービス提供について共通の理解をもつための取組を行っている。 ａ
29 Ⅲ－1－(1)－②　利用者のプライバシー保護等の権利擁護に配慮した福祉サービス提供が行われている。 ａ

Ⅲ－1－（2）　福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。 　 評価

30 Ⅲ－1－(2)－①　利用希望者に対して福祉サービス選択に必要な情報を積極的に提供している。 ａ
31 Ⅲ－1－(2)－②　福祉サービスの開始・変更に当たり利用者等にわかりやすく説明している。 ａ
32 Ⅲ－1－(2)－③　福祉施設・事業所の変更や家庭への移行等に当たり福祉サービスの継続性に配慮した対応を行っている。 ｂ

Ⅲ－1－（3）　利用者満足の向上に努めている。 　 評価

33 Ⅲ－1－(3)－①　利用者満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取組を行っている。 ａ
Ⅲ－1－（4）　利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。 　 評価

34 Ⅲ－1－(4)－①　苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能している。 ｂ
35 Ⅲ－1－(4)－②　利用者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、利用者等に周知している。 ａ
36 Ⅲ－1－(4)－③　利用者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速に対応している。 ａ

Ⅲ－1－（5）　安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。 　 評価

37 Ⅲ－1－(5)－①　安心・安全な福祉サービスの提供を目的とするリスクマネジメント体制が構築されている。 ｂ
38 Ⅲ－1－(5)－②　感染症の予防や発生時における利用者の安全確保のための体制を整備し取組を行っている。 ａ
39 Ⅲ－1－(5)－③　災害時における利用者の安全確保のための取組を組織的に行っている。 ｂ

Ⅲ－２　福祉サービスの質の確保

Ⅲ－2－（1）　提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。 　 評価

40 Ⅲ－2－(1)－①  提供する福祉サービスについて標準的実施方法が文書化され福祉サービスが提供されている。 ｂ
41 Ⅲ－2－(1)－②　標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確立している。 ｂ

Ⅲ－2－（2）　適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。 　 評価

42 Ⅲ－2－(2)－①　アセスメントに基づく個別的な福祉サービス実施計画を適切に策定している。 ａ
43 Ⅲ－2－(2)－②　定期的に福祉サービス実施計画の評価・見直しを行っている。 ａ

Ⅲ－2－（3）　福祉サービス実施の記録が適切に行われている。 　 評価

44 Ⅲ－2－(3)－①　利用者に関する福祉サービス実施状況の記録が適切に行われ、職員間で共有化されている。 ａ
45 Ⅲ－2－(3)－②　利用者に関する記録の管理体制が確立している。 ａ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－５５－ 

２．エルフィンホーム 

（１）受審施設 

障害福祉サービス事業エルフィンホーム 

実施事業 ・共同生活援助  定員２７名 

 

（２）評価機関 

サード・アイ合同会社  代表 鈴木正子 

札幌市西区発寒５条２丁目３番８－２０１ 

北海道福祉サービス第三者評価事業推進機構 認証番号 14-001 
 

 

（３）評価実施期間 

平成２９年４月２５日～平成２９年１０月２日 
 
 

（４）評価結果報告日 （評価機関が北海道福祉サービス第三者評価事業推進機構へ評価結果を報告した日 ） 

平成２９年１２月１８日 

 

（５）受審証明書交付日（評価確定日） 

平成３０年４月１７日 

 

（６）評価結果（項目別の評価結果は次頁に記載）   

①共通基準４５項目－評価結果集計 

評 価 基 準  評価結果 

a より良い福祉サービスの水準・状態／質の向上を目指す際に目安とする状態 ２８項目 

b  ａ評価に至らない状態、多くの施設の状態、ａ評価に向けた取り組み余地がある状態 １７項目 

c ｂ評価以上の取り組みとなることを期待する状態  ０項目 

 

（７）評価結果の公表状況 

・ＷＥＢ 社会福祉法人北海道リハビリー ホームページ 

・ＷＥＢ 北海道福祉サービス第三者評価事業推進機構 

・ＷＥＢ 独立行政法人福祉医療機構「ＷＡＭ ＮＥＴ（ワムネット）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－５６－ 

　　　　　　　　 　　障がい者・児施設―共通基準４５項目  

■評価対象 Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織

Ⅰ－１　理念・基本方針

Ⅰ－1－（1）　理念、基本方針が確立・周知されている。 　 評価

1 Ⅰ－1－(1)－①　理念、基本方針が明文化され周知が図られている。 ａ

Ⅰ－２　経営状況の把握

Ⅰ－2－（1）　経営環境の変化等に適切に対応している。 　 評価

2 Ⅰ－2－(1)－①　事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分析されている。 ａ

3 Ⅰ－2－(1)－②　経営課題を明確にし、具体的な取組を進めている。 ａ

Ⅰ－３　事業計画の策定

Ⅰ－3－（1）　中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。 　 評価

4 Ⅰ－3－(1)－①　中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されている。 ａ
5 Ⅰ－3－(1)－②　中・長期的計画を踏まえた単年度の計画が策定されている。 ａ

Ⅰ－3－（2）　事業計画が適切に策定されている。 　 評価

6 Ⅰ－3－(2)－①　事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組織的に行われ職員が理解している。 ａ

7 Ⅰ－3－(2)－②　事業計画は、利用者等に周知され、理解を促している。 ａ

Ⅰ－４　福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組

Ⅰ－4－（1）　質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。 　 評価

8 Ⅰ－4－(1)－①　福祉サービスの質の向上に向けた取組が組織的に行われ、機能している。 ｂ

9 Ⅰ－4－(1)－②　評価結果に基づき組織として取り組むべき課題を明確にし、計画的な改善策を実施している ｂ  

■評価対象 Ⅱ　組織の運営管理

Ⅱ－１　管理者の責任とリーダーシップ

Ⅱ－1－（1）　管理者の責任が明確にされている。 　 評価

10 Ⅱ－1－(1)－①　管理者は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理解を図っている。 ａ

11 Ⅱ－1－(1)－②　遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っている。 ａ

Ⅱ－1－（2）　管理者のリーダーシップが発揮されている。 　 評価

12 Ⅱ－1－(2)－①　福祉サービスの質の向上に意欲を持ち、その取組に指導力を発揮している。 ａ

13 Ⅱ－1－(2)－②　経営の改善や業務の実効性を高めるため取組に指導力を発揮している。 ａ

Ⅱ－２　福祉人材の確保・育成

Ⅱ－2－（1）　福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。 　 評価

14 Ⅱ－2－(1)－①　必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計画が確立し、取組が実施されている。 ａ

15 Ⅱ－2－(1)－②　総合的な人事管理が行われている。 ｂ

Ⅱ－2－（2）　職員の就業状況に配慮がなされている。 　 評価

16 Ⅱ－2－(2)－①　職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づくりに取り組んでいる。 ａ

Ⅱ－2－（3）　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。 　 評価

17 Ⅱ－2－(3)－①　職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。 ｂ

18 Ⅱ－2－(3)－②　職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定され、教育・研修が実施されている。 ｂ

19 Ⅱ－2－(3)－③　職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されている。 ｂ

Ⅱ－2－（4）　実習生等の福祉サービスに関する専門職の研修・育成が適切に行われている。 　 評価

20 Ⅱ－2－(4)－①　実習生等の福祉サービスに関わる専門職の教育・育成体制を整備し積極的な取組をしている ｂ  

Ⅱ－３　運営の透明性の確保

Ⅱ－3－（1）　運営の透明性を確保するための取組が行われている。 　 評価

21 Ⅱ－3－(1)－①　運営の透明性を確保するための情報公開が行われている。 ｂ

22 Ⅱ－3－(1)－②　公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が行われている。 ａ

Ⅱ－４　地域との交流・地域貢献

Ⅱ－4－（1）　地域との関係が適切に確保されている。 　 評価

23 Ⅱ－4－(1)－①　利用者と地域との交流を広げるための取組を行っている。 ａ

24 Ⅱ－4－(1)－②　ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確にし体制を確立している。 ｂ

Ⅱ－4－（2）　関係機関との連携が確保されている。 　 評価

25 Ⅱ－4－(2)－①　福祉施設・事業所として必要な社会資源を明確にし関係機関等との連携が適切に行われている ａ

Ⅱ－4－（3）　地域の福祉向上のための取組を行っている。 　 評価

26 Ⅱ－4－(3)－①　福祉施設・事業所が有する機能を地域に還元している。 ａ

27 Ⅱ－4－(3)－②　地域の福祉ニーズに基づく公益的な事業・活動が行われている。 ａ  
 

 

 



－５７－ 

■評価対象 Ⅲ　適切な福祉サービスの実施

Ⅲ－１　利用者本位の福祉サービス

Ⅲ－1－（1）　利用者を尊重する姿勢が明示されている。 　 評価

28 Ⅲ－1－(1)－①　利用者を尊重した福祉サービス提供について共通の理解をもつための取組を行っている。 ａ

29 Ⅲ－1－(1)－②　利用者のプライバシー保護等の権利擁護に配慮した福祉サービス提供が行われている。 ａ

Ⅲ－1－（2）　福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。 　 評価

30 Ⅲ－1－(2)－①　利用希望者に対して福祉サービス選択に必要な情報を積極的に提供している。 ｂ

31 Ⅲ－1－(2)－②　福祉サービスの開始・変更に当たり利用者等にわかりやすく説明している。 ａ

32 Ⅲ－1－(2)－③　福祉施設・事業所の変更や家庭への移行等に当たり福祉サービスの継続性に配慮した対応を行っている。 ｂ

Ⅲ－1－（3）　利用者満足の向上に努めている。 　 評価

33 Ⅲ－1－(3)－①　利用者満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取組を行っている。 ａ

Ⅲ－1－（4）　利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。 　 評価

34 Ⅲ－1－(4)－①　苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能している。 ｂ

35 Ⅲ－1－(4)－②　利用者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、利用者等に周知している。 ｂ

36 Ⅲ－1－(4)－③　利用者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速に対応している。 ａ

Ⅲ－1－（5）　安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。 　 評価

37 Ⅲ－1－(5)－①　安心・安全な福祉サービスの提供を目的とするリスクマネジメント体制が構築されている。 ｂ

38 Ⅲ－1－(5)－②　感染症の予防や発生時における利用者の安全確保のための体制を整備し取組を行っている。 ａ

39 Ⅲ－1－(5)－③　災害時における利用者の安全確保のための取組を組織的に行っている。 ｂ

Ⅲ－２　福祉サービスの質の確保

Ⅲ－2－（1）　提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。 　 評価

40 Ⅲ－2－(1)－①  提供する福祉サービスについて標準的実施方法が文書化され福祉サービスが提供されている。 ａ

41 Ⅲ－2－(1)－②　標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確立している。 ａ

Ⅲ－2－（2）　適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。 　 評価

42 Ⅲ－2－(2)－①　アセスメントに基づく個別的な福祉サービス実施計画を適切に策定している。 ｂ

43 Ⅲ－2－(2)－②　定期的に福祉サービス実施計画の評価・見直しを行っている。 ｂ

Ⅲ－2－（3）　福祉サービス実施の記録が適切に行われている。 　 評価

44 Ⅲ－2－(3)－①　利用者に関する福祉サービス実施状況の記録が適切に行われ、職員間で共有化されている。 ａ

45 Ⅲ－2－(3)－②　利用者に関する記録の管理体制が確立している。 ａ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－５８－ 

３．陽だまり 

（１）受審施設 

自立援助ホーム陽だまり 

実施事業 ・児童自立生活援助事業  定員５名 

 

（２）評価機関 

サード・アイ合同会社  代表 鈴木正子 

札幌市西区発寒５条２丁目３番８－２０１ 

北海道福祉サービス第三者評価事業推進機構 認証番号 14-001 
 

 

（３）評価実施期間 

平成３０年４月７日～平成３０年１０月２７日 
 
 

（４）評価結果報告日 （評価機関が北海道福祉サービス第三者評価事業推進機構へ評価結果を報告した日 ） 

平成３０年１０月２７日 

 

（５）受審証明書交付日（評価確定日） 

平成３０年１２月２１日 

 

（６）評価結果（項目別の評価結果は次頁に記載）   
 

①共通基準５３項目－評価結果集計 

評 価 基 準  評価結果 

a より良い福祉サービスの水準・状態／質の向上を目指す際に目安とする状態 ４２項目 

b  ａ評価に至らない状態、多くの施設の状態、ａ評価に向けた取り組み余地がある状態 １０項目 

c ｂ評価以上の取り組みとなることを期待する状態 １項目 

 

②内容基準３２項目－評価結果集計 

 

（７）評価結果の公表状況 

・ＷＥＢ 社会福祉法人北海道リハビリー ホームページ 

・ＷＥＢ 北海道福祉サービス第三者評価事業推進機構 

・ＷＥＢ 独立行政法人福祉医療機構「ＷＡＭ ＮＥＴ（ワムネット）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 価 基 準  評価結果 

a より良い福祉サービスの水準・状態／質の向上を目指す際に目安とする状態 ２１項目 

b  ａ評価に至らない状態、多くの施設の状態／ａ評価に向けた取り組み余地がある状態 １１項目 

c ｂ評価以上の取り組みとなることを期待する状態 ０項目 



－５９－ 

　　　　　　　　 　　児童自立生活援助事業―共通基準５３項目  

■評価対象 Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織

Ⅰ－１　理念・基本方針

Ⅰ－1－（1）　理念、基本方針が確立されている。 　 評価

1 Ⅰ－1－(1)－①　理念が明文化されている。 ａ

2 Ⅰ－1－(1)－②　理念に基づく基本方針が明文化されている。 ａ

Ⅰ－1－（2）　理念、基本方針が周知されている。 　 評価

3 Ⅰ－1－(2)－①　理念や基本方針が職員に周知されている。 ａ

4 Ⅰ－1－(2)－②　理念や基本方針が利用者等に周知されている。 ｂ

Ⅰ－２　事業計画の策定

Ⅰ－2－（1）　中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。 　 評価

5 Ⅰ－2－(1)－①　中・長期計画が策定されている。 ａ

6 Ⅰ－2－(1)－②　中・長期計画を踏まえた事業計画が策定されている。 ａ

Ⅰ－2－（2）　事業計画が適切に策定されている。 　 評価

7 Ⅰ－2－(2)－①　事業計画の策定が組織的に行われている。 ａ

8 Ⅰ－2－(2)－②　事業計画が職員に周知されている。 ａ

9 Ⅰ－2－(2)－③　事業計画が利用者等に周知されている。 ａ

Ⅰ－３　管理者の責任とリーダーシップ

Ⅰ－3－（1）　管理者の責任が明確にされている。 　 評価

10 Ⅰ－3－(1)－①　管理者自らの役割と責任を職員に対して表明している。 ａ

11 Ⅰ－3－(1)－②　遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っている。 ａ

Ⅰ－3－（2）　管理者のリーダーシップが発揮されている。 　 評価

12 Ⅰ－3－(2)－①　質の向上に意欲を持ちその取組に指導力を発揮している。 ａ

13 Ⅰ－3－(2)－②　経営や業務の効率化と改善に向けた取組に指導力を発揮している。 ａ  

■評価対象 Ⅱ　組織の運営管理

Ⅱ－１　経営状況の把握

Ⅱ－1－（1）　経営環境の変化等に適切に対応している。 　 評価

14 Ⅱ－1－(1)－①　事業経営をとりまく環境が的確に把握されている。 a

15 Ⅱ－1－(1)－②　経営状況を分析して改善すべき課題を発見する取組を行っている。 a

16 Ⅱ－1－(1)－③　外部監査が実施されている。 a

Ⅱ－２　人材の確保・養成

Ⅱ－2－（1）　人事管理の体制が整備されている。 　 評価

17 Ⅱ－2－(1)－①　必要な人材に関する具体的なプランが確立している。 ａ

18 Ⅱ－2－(1)－②　人事考課が客観的な基準に基づいて行われている。 a

Ⅱ－2－（2）　職員の就業状況に配慮がなされている。 　 評価

19 Ⅱ－2－(2)－①　職員の就業状況や意向を把握し必要があれば改善する仕組みが構築されている。 ａ

20 Ⅱ－2－(2)－②　職員の福利厚生や健康の維持に積極的に取り組んでいる。 ａ

Ⅱ－2－（3）　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。 　 評価

21 Ⅱ－2－(3)－①　職員の教育・研修に関する基本姿勢が明示されている。 a

22 Ⅱ－2－(3)－②　個別の職員に対し組織として教育・研修計画が策定され計画に基づき具体的取組が行われている。 a

23 Ⅱ－2－(3)－③　定期的に個別の教育・研修計画の評価・見直しを行っている。 b

Ⅱ－2－（4）　実習生の受け入れが適切に行われている。 　 評価

24 Ⅱ－2－(4)－①　実習生の受入と育成について基本的姿勢を明確にした体制を整備し積極的な取組をしている。 ｂ  
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Ⅱ－３　安全管理

Ⅱ－3－（1）　利用者の安全を確保するための取組が行われている。 　 評価

25 Ⅱ－3－(1)－①　緊急時(事故、感染症の発生時など)における利用者の安全確保のための体制が整備されている。 a

26 Ⅱ－3－(1)－②　災害時に対する利用者の安全確保の取組が行っている。 ａ

27 Ⅱ－3－(1)－③　利用者の安全確保のためにリスクを把握し対策を実行している。 b

Ⅱ－４　地域との交流と連携

Ⅱ－4－（1）　地域との関係が適切に確保されている。 　 評価

28 Ⅱ－4－(1)－①　利用者と地域とのかかわりを大切にしている。 ａ

29 Ⅱ－4－(1)－②　事業所が有する機能を地域に還元している。 a

30 Ⅱ－4－(1)－③　ボランティアの受け入れに対する基本姿勢を明確にし体制を確立している。 a

Ⅱ－4－（2）　関係機関との連携が確保されている。 　 評価

31 Ⅱ－4－(2)－①　必要な社会資源を明確にしている。 ａ

32 Ⅱ－4－(2)－①　関係機関等との連携が適切に行われている ａ

Ⅱ－4－（3）　地域の福祉向上のための取組を行っている。 　 評価

33 Ⅱ－4－(3)－①　地域の福祉ニーズを把握している。 ａ

34 Ⅱ－4－(3)－②　地域の福祉ニーズに基づく事業・活動が行われている。 ａ  
■評価対象 Ⅲ　適切な福祉サービスの実施

Ⅲ－１　利用者本位の福祉サービス

Ⅲ－1－（1）　利用者を尊重する姿勢が明示されている。 　 評価

35 Ⅲ－1－(1)－①　利用者を尊重したサービス提供について共通理解をもつための取組を行っている。 ａ

36 Ⅲ－1－(1)－②　利用者のプライバシー保護に関する規程・マニュアル等を整備している。 ａ

Ⅲ－1－（2）　利用者満足の向上に努めている。 　 評価

37 Ⅲ－1－(2)－①　利用者満足の向上を意図した仕組みを整備し、取組を行っている。 ａ

Ⅲ－1－（3）　利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。 　 評価

38 Ⅲ－1－(3)－①　利用者が相談や意見を述べやすい環境を整備している。 a

39 Ⅲ－1－(3)－②　苦情解決の仕組みが確立され十分に周知・機能している。 a

40 Ⅲ－1－(3)－③　利用者からの意見等に対して迅速に対応している。 a

Ⅲ－２　福祉サービスの質の確保

Ⅲ－2－（1）　質の向上に向けた取組が組織的に行われている。 　 評価

41 Ⅲ－2－(1)－①  サービス内容について定期的に評価を行う体制を整備している。 ａ

42 Ⅲ－2－(1)－②　評価結果に基づき組織として取り組むべき課題を明確にし改善策・改善実施計画を立て実施している。b

Ⅲ－2－（2）　提供するサービスの標準的な実施方法が確立している。 　 評価

43 Ⅲ－2－(2)－①　提供するサービスについて標準的な実施方法が文書化されサービス提供されている。 a

44 Ⅲ－2－(2)－②　標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確立している。 c

Ⅲ－2－（3）　サービス実施の記録が適切に行われている。 　 評価

45 Ⅲ－2－(3)－①　利用者に関するサービス実施状況の記録が適切に行われている。 b

46 Ⅲ－2－(3)－②　利用者に関する記録の管理体制が確立している。 ａ

47 Ⅲ－2－(3)－③　利用者の状況等に関する情報を職員間で共有している。 ａ

Ⅲ－３　サービスの開始・継続

Ⅲ－3－（1）　サービス提供の開始が適切に行われている。 　 評価

48 Ⅲ－3－(1)－①  利用希望者に対してサービス選択に必要な情報を提供している。 ａ

49 Ⅲ－3－(1)－②　サービスの開始にあたり利用者等に説明し同意を得ている。 ａ

Ⅲ－3－（2）　サービスの継続性に配慮した対応が行われている。 　 評価

50 Ⅲ－3－(2)－①　事業所の変更や家庭への移行などにあたりサービスの継続性に配慮した対応を行っている。 ｂ

Ⅲ－４　サービス実施計画の策定

Ⅲ－4－（1）　利用者のアセスメントが行われている。 　 評価

51 Ⅲ－4－(1)－①　定められた手順に従ってアセスメントを行っている。 ｂ

Ⅲ－4－（2）　利用者に対するサービス実施計画が策定されている。 　 評価

52 Ⅲ－4－(2)－①　サービス実施計画を適切に策定している。 ｂ

53 Ⅲ－4－(2)－②　定期的に福祉サービス実施計画の評価・見直しを行っている。 ｂ  
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　　　　　　　　 　　児童自立生活援助事業―内容基準３２項目  

■評価対象 Ａ－１　利用者の尊重

１－（１）　利用者の尊重

Ａ－1－（1）　利用者の尊重 　 評価

1 ａ

2 ａ

3 ｂ

4 ｂ

5 ａ

6 ａ

7 ａ

8 ａＡ－1－(1)－⑧
子どもや保護者の思想や信教の自由は、他の子どもや保護者の権利を妨げない範囲で保障

している。

Ａ－1－(1)－⑤
本人に出生や生い立ち、家族の状況等を伝える場合には、本人が理解できるよう配慮して
いる。

Ａ－1－(1)－⑥ 体罰を行わないよう徹底している。

Ａ－1－(1)－⑦ 不適切な関わりの防止と早期発見に取り組んでいる。

Ａ－1－(1)－② 入居に際しての約束は、子どもの自立心を育むための目的と内容で行われている。

Ａ－1－(1)－③
ホームの行う援助を説明し、子どもが援助内容を決定するプロセスに主体的に参加できる

ようにしている。

Ａ－1－(1)－④ 職員との緊密な関係を通し子どもの自尊心が育まれるよう支援している。

Ａ－1－(1)－①
入居に際して、ホームでの生活ごとを説明し、子どもたちがよく理解したうえで、自らの
意思によって入居申込みができるよう配慮している。

 

■評価対象 Ａ－２　日常生活支援サービス

２－（１）　援助の基本

Ａ－2－（1）　援助の基本 　 評価

9 ａ

10 ｂ

11 ｂＡ－2－(1)－③
あらゆる社会資源と連携しながら、子どもの自立を支援するためソーシャルワークを行っ

ている。

Ａ－2－(1)－① 子どもと職員の信頼関係を構築するために、受容的・支持的な関わりを行っている。

Ａ－2－(1)－② 子どもの発達段階や課題に考慮した援助を行っている。

 

２－（２）　食生活

Ａ－2－（2）　食生活 　 評価

12 ａ

13 ａＡ－2－(2)－② 子どもの生活時間にあわせた食事の時間を設定している。

Ａ－2－(2)－①
バランスのとれた食事に配慮し、食卓が安心感を得ることのできる場所となるよう配慮し

ている。

 

２－（３）　衣生活

Ａ－2－（3）　衣生活 　 評価

14 ａＡ－2－(3)－① 衣服は清潔で、ＴＰＯに応じたふさわしい服装となるよう助言している。  

２－（４）　住生活

Ａ－2－（4）　住生活 　 評価

15 ａ

16 ａＡ－2－(4)－② 居室等の整理整頓、掃除等の習慣が定着するよう援助している。

Ａ－2－(4)－① ホーム全体は、生活の場としての安全性や快適さを配慮したものになっている。

 

２－（５）　衛生管理、健康管理、安全管理

Ａ－2－（5）　衛生管理、健康管理、安全管理 　 評価

17 ｂ

18 ａ

Ａ－2－(5)－① 身体の健康を自己管理できるよう援助している。

Ａ－2－(5)－②
一人ひとりの子どもの健康を管理するとともに、必要な場合には医療機関等を利用するな

ど適切に対応している。  
２－（６）　問題行動に対しての対応

Ａ－2－（6）　問題行動に対しての対応 　 評価

19 ｂ

20 ａ

Ａ－2－(6)－① 子どもの問題行動に適切に対応し、その理由を子どもにわかるよう説明している。

Ａ－2－(6)－②
ホーム内の子ども間の暴力、いじめ、差別などが生じないようホーム全体に徹底してい

る。  
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２－（７）　自主性、自律性を尊重した日常生活

Ａ－2－（7）　自主性、自律性を尊重した日常生活 　 評価

21 ａ

22 ａ

23 ｂ

Ａ－2－(7)－② 休日等に子どもが自由に過ごせるよう配慮している。

Ａ－2－(7)－③ 金銭の管理や使い方など経済観念が身につくよう援助している。

Ａ－2－(7)－①
子ども自身が自らの生活全般について考え、主体性をもって生活ができるよう援助してい

る。

 

２－（８）　社会生活支援（学習支援、進路指導等）

Ａ－2－（8）　社会生活支援（学習支援、進路指導等） 　 評価

24 ｂ

25 ａ

26 ｂ

Ａ－2－(8)－②
社会生活を通して、子どもが人格の尊さを学び、自分や他人の権利を尊重し、ともに生き

ることができるよう支援している。

Ａ－2－(8)－③
性について正しい知識を身につけ、お互いの人格を尊重しあえるような異性関係が築ける

よう支援している。

Ａ－2－(8)－① 進学を希望する子どもには、学習環境を整備し、学力に応じた学習支援を行っている。

 

２－（９）　メンタルヘルス

27 ａＡ－2－(9)－① 虐待を受けた子どもなど心理的なケアが必要な場合は、関係機関と連携している。  

２－（１０）　家族とのつながり

Ａ－2－（10）　家族とのつながり 　 評価

28 ａ

29 ａ

30 ａ

Ａ－2－(10)－①
児童相談所や関係諸機関と連携し、子ども家族との関係調整を図ったり家族からの相談に

応じる体制ができている。

Ａ－2－(10)－②
子どもにとって家族関係の調整が必要な場合は、状況を把握して、面会、外出、一時帰省

などを行っている。

Ａ－2－(10)－③
虐待を受けた子ども等、保護者からの強引な引き取りの危険性がある場合、関係諸機関と

の連携により、子どもの権利と安全が守られるよう取り組んでいる。  

２－（１１）　退去の決定・退居後のかかわり

Ａ－2－（11）　退去の決定・退去後のかかわり 　 評価

31 ｂ

32 ｂ

Ａ－2－(11)－①
退居後の生活の計画が作成され、子どもと退去後の生活を話しあった上で退去を決定して

いる。

Ａ－2－(11)－② 退去後の子どもに継続的に支援している。  
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１２-１ 利用者･従業員数             (平成３１年３月３１日) 
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5 
 

5 
(5) 

96 
(14)    

106 
(19) 

1 

(4) 

15 
(15) 

2 
(2) 

6 
(5) 

23 
(22) 

1 

(1) 
129 

(6) エルフィン 

ホーム 
     35  35 1 

2 
(2) 

1 
(1) 

1 
(1) 

4 
(4) 

0 

(0) 
39 

(7) 陽だまり       2 2 0  
1 
(1) 

1 
(1) 

2 
(2) 

0 

(0) 
4 

(8) ポプルス          
1 

(1) 
  

1 
(1) 

0 

(0) 
1 

(9) 法人本部          
3 

(3) 

1 
(1) 

 
 

4 
(4) 

0 

(0) 
4 

総 計 116 7 52 244 67 35 2 523 8 
138 
(80) 

7 
(6) 

67 
(35) 

212 
(121) 

-4 

(2) 
735 

(前年比) 7 -6 -4 12 -2 1 0 8  
-5 

(-1) 

1 

(1) 

0 

(2) 

-4 

(2) 
 4 

備 考 １ 利用者数は、サービス利用契約に基づく、サービス別の提供者数で計算している。 

    ２ セルプ利用者の( )は、内ウェルプラザやまはな利用者の人数である。 

    ３ 施設入所、共同生活援助、児童自立生活援助は、夜間等の支援のため、日中活動及び従業員数の人数に重複し

ている。 

４ パート職員は、173名(クリーナースのクリーニング取次店要員及びおおぞらのハウスキーパー等を含む。) 

 

１２．利用者等状況報告  


