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１. 法人の管理運営 

（１）法人登記 

内容 年月日 備考 

変更登記  平成 28 年 4 月 12 日  目的及び業務変更による

定款変更  
移動支援事業の経営  

変更登記  平成 28 年 6 月 2 日  資産総額の変更  
抵当権設定登記  平成 28 年 11 月 29 日  柏市十余二字南前山 175

番 66 WITH US 
福祉医療機構金銭消費貸

借による抵当権設定  
定款変更認可  平成 29 年 1 月 12 日  社会福祉法人制度改革に

伴う定款変更認可  
（登記は法施行後の平成

29 年 4 月 1 日）  
 

（２）柏市法人監査 

平成２８年７月２８日、柏市法人指導課による指導監査があった（文書指導なし。）。 

 また、平成２８年７月２６日にbeing room、及び８月５日に生活工房こだまに対して、

柏市障害福祉課による現地指導調査があった。 

 

（３）会計検査 

 平成２９年１月１７日に、柏市障害福祉課に対して会計検査があり、法人業務のうち

WITH USの建築工事及び業務運営、リトルペガサスの保育所等訪問事業の運営について

検査があった（文書指導なし。）。 

 

（４）柏消防の予防査察及び防災訓練 

 楯統括防火管理者、細田防火管理者、小塚防火管理者、並びに防火管理者を配置しい

ていない事業所には防火管理者代理を配置し、防火に取り組んだ。  

WITH USグループホーム３、４及び５にスプリンクラーを整備した。 

 グループホームの利用者による火災報知器誤報に関連して消防署から指摘があった件

について、当該ホームの火災報知器の移設工事を行い、消防の許可を得た。 

 WITH USの消防設備定期点検を平成２８年８月５日及び平成２９年２月９日に実施し

た。 

 柏市都市部建築指導課（防災担当）から求められた「建築物及び建築設備の定期報告」

について、平成２８年５月１３日報告し完了した。 

 法人全体の防災訓練は、平成２８年９月１日に実施した。内容は、地震時の避難訓練、

主に連絡手段の確認と備蓄状況の確認をした。その他に事業単位でも防災（防火）訓練

を実施した。 

 

（５）交通安全 

法人の安全運転管理者として、國信稔（WITH US多機能型事業所）及び青山友隆（生活

工房こだま）を配置し、交通安全委員会を平成２８年７月６日及び平成２９年３月２日に

開催した。また、平成２８年１１月９日には、交通安全協会の職員お呼びして午前午後の

２回、交通安全講習会を開催した。 
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（６）３事業所の開業 

平成２８年４月に児童発達支援センター（リトルペガサス）、同５月に放課後等デイサ

ービス及び児童発達支援の多機能型事業所（ジュニアペガサス）及び居宅介護、重度訪

問介護、行動援護、移動支援の多機能型事業所（どんぐり）を開業した。 

 

（７）地域生活支援拠点あおばの準備（社会福祉施設整備費補助金） 

 柏市の地域生活支援拠点との第１候補として選定され、下記のとおり実施した。  

内容  年月日  備考  
国庫補助に係る柏市への協議  平成28年4月1日   

厚生労働省から柏市への内示  平成28年8月12日  国庫補助金額44,039,000円  
制限付き一般競争入札公告  平成28年7 月8日 

 
入札に関する手続きは､千葉

県手続きをもとに､柏市障害

福祉課の指導により実施  
入札参加資格の通知  平成28年7月19日   

入札  
 

平成28年8月24日  社会福祉法人青葉会 WITH 
US 会議室にて実施  

落札業者の確定  平成28年8月24日  落札業者を株式会社エンゼル

ケアハウスに確定  
落札額 345,600,000円 (消費税

を含む｡) 
建築工事請負契約の締結  平成28年9 月1日 建設工事  株式会社エンゼル

ケアハウス  
着工  平成28年10月3日   

竣工  平成29年3月31日   

交付申請  平成28年8月22日  補助金額  90,989,000円  
（うち国費44,039,000円）

補助金確定通知書  平成29年3月31日  補助金額  90,989,000円  
（うち国費44,039,000円）

補助金交付  平成29年4月24日  補助金額  90,989,000円  
（うち国費44,039,000円）

 設計・監理会社：株式会社カトウ建築事務所 

 

（８）WITH USグループホームスプリンクラー整備工事  

内容  年月日  備考  
指名競争入札公告  平成29年1 月12日 

 
入札に関する手続きは､千葉

県手続きをもとに､柏市障害

福祉課の指導により実施  
入札応募調書  平成29年1月12日  理事会で選定した12社に送付

入札  
 

平成29年2月8日  社会福祉法人青葉会 WITH 
US 会議室にて実施  
 

落札業者の確定  平成29年2月8日  落札業者を小倉建設株式会社

に確定  
落札額15,444,000円 (消費税を

含む｡) 
建築工事請負契約の締結  平成29年2 月13日 建設工事  小倉建設株式会社  
着工  平成29年2月15日   

竣工  平成29年3月31日   
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交付申請  平成29年2月6日  補助金額  11,160,000円  
（うち国費8,650,000円）

補助金確定通知書  平成29年3月31日  補助金額  11,160,000円  
（うち国費8,650,000円）

補助金交付  平成29年4月24日  補助金額  11,160,000円  
（うち国費8,650,000円）

 設計・監理会社：株式会社カトウ建築事務所 

 

（９）福祉有償運送の許認可（事業所名：社会福祉法人青葉会）  

内容  年月日  備考  
柏市福祉有償運送協議会で説明  平成29年2月1日   

関東陸運局認可  平成29年3月14日  番号 関千福第137号  

 

（１０）第５回自閉症サポートセンター研究会の実施 

職員による研究発表会「自閉症サポートセンター研究会」に、法人の各事業所から 23

件の口頭発表、2 件の資料報告があった。  

理事長賞：戸田（第２ペガサス）ほか、第２ペガサスにおけるニーズ調査  
副理事長賞：坂下（発達障害支援室シャル）ほか、青葉会におけるソーシャルワーク

副理事長賞：橋爪（WITH US グループホーム）ほか、グループホームでの生活におけ

る健康への取り組み  
敢闘賞：小林（WITH US 短期入所）ほか、地域生活支援拠点あおばに開設する第二短

期入所事業について～二年間の実績から支援の質の向上・業務の効率化を図る～  
5 位：中田（第２こだま）ほか、木工作業の品質の向上  

6 位：遠山（WITH US 生活介護）ほか、生き生きと仕事をするための取り組み  
7 位：野々下（リトルペガサス）ほか、他機関との連携と紹介  

8 位：細谷（どんぐり）ほか、ご本人及びご家族のニーズに対する事業所や地域等の役

割～住み慣れた地域での暮らしを目指して～  
9 位：加藤（トライアングル）ほか、余暇支援における食事の役割   
10 位：中道（being room）ほか、就労者の社会生活に向けた支援への取り組み  -訓練プ

ログラムを通じて - 
 

（１１）独立行政法人福祉医療機構融資（WITH US）  

内容  年月日  備考  
借入金額 （Ａ）  平成25年2月25日  金額    330,000,000円  
元金返済額（Ｂ）  平成28年度  金額     18,240,000円  
借入金残高（Ａ）－（Ｂ）  平成29年3月31日  金額    300,960,000円  
利子支払額  平成28年度  金額      2,331,300円  
抵当権設定  平成26年8月   

 

（１２）柏市社会福祉施設整備貸付（WITH US）  

内容  年月日  備考  
借入金額   （Ａ）  平成25年12月26日  金額      15,000,000円  
元金返済額（Ｂ）  平成28年度  金額              789,472円
借入金残高（Ａ）－（Ｂ）  平成29年3月31日  金額         13,026,288円  
利子支払額  平成28年度  金額             68,091円
抵当権設定  平成26年7月   
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（１３）独立行政法人福祉医療機構融資（あおば）  

内容  年月日  備考  
借入金額 （Ａ）  平成29年3月31日  金額    191,500,000円  
元金返済額（Ｂ）  平成28年度  金額             0円  
借入金残高（Ａ）－（Ｂ）  平成29年3月31日  金額    191,500,000円  
利子支払額  平成28年度  金額        101,409円  
最終借入金額   

（内訳）  
平成29年4月  

金額         280,000,000円  
 
金額     88,500,000円  

 

（１４）千葉銀行融資  

内容  年月日  備考  
借入金額   （Ａ）  平成28年5月9日  金額      10,500,000円  
元金返済額（Ｂ）  平成28年度  金額           990,000円  
借入金残高（Ａ）－（Ｂ）  平成29年3月31日  金額          9,510,000円  
利子支払額  平成28年度  金額           62,603円

 

２ . 理事会（評議員会）の開催  

①理事（７人）  

松井 宏昭  （理事長）本部長  
西山 正雄 （副理事長）  

山内 一三  （副理事長）  

楯   雅博  WITH US 施設長  

細田 智子  being room 管理者  

中村 善彦  

平山 隆  社会福祉法人彩会 理事長  

 

②監事（２人）  

池田 圀彥 元柏市部長、社会福祉法人西口の杜 理事長 

勝本 正實  NPO 法人自立サポートネット流山 理事長  

 

③理事会 

理事会  年月日  主な議題  
第1回  平成28年5月28日  1. 議長及び議事録署名人の選任  

2. 前回理事会以降の報告  
3. 平成 27 年度事業報告  
4. 平成 27 年度第 2 回補正予算 (案 ) 
5. 平成 27 年度決算報告  
6. 平成 27 年度監事監査報告  
7. 平成 28 年度補正予算 (案 ) 
8. 福祉医療機構への借入条件  
9. 非常勤職員就業規則の改定 (案 ) 
10. 社会福祉法の改正 (情報 ) 
11. 柏市地域生活拠点の建築工事入札  

第2回  平成28年7月3日  1. 議長及び議事録署名人の選任  
2. 欠席理事の報告  
3. 地域生活支援拠点あおばの建築工事の実施  
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4. 地域生活支援拠点あおばの建築工事の入札方法  
第3回  平成28年7月16日  1. 議長及び議事録署名人の選任  

2. 欠席理事の報告  
3. 入札参加業者の選定､入札説明書  
4. 非常災害に関する計画 (消防計画 )の改訂  
5. 地域生活支援拠点の土地賃貸借契約  
6. 就労移行支援事業及び就労継続支援 B 型事業の

運営規程の改訂  
7. 社会福祉法人制度改革  

第4回  平成28年8月25日  1. 議長及び議事録署名人の選任  
2. 欠席理事の報告  
3. 地域生活支援拠点あおばの建築工事の落札業者  
4. 地域生活支援拠点あおばの建築工事の請負契約

条件  
5. 地域生活支援拠点あおばの建築工事の融資条件  
6. 経理規程の改正  
7. 社会福祉法人制度改革に関連した情報交換  

第5回  平成28年11月19日  1. 議長及び議事録署名人の選任  
2. 前回評議員会以降の報告  
3. 柏市地域生活支援拠点  
4. 平成 28 年法人指導監査結果の報告  
5. 平成 28 年度上半期 (9 月末 )決算の報告  
6. 平成 28 年度補正予算 (案 ) 
7. 定款の改定  
8. 諸規程の改正 (案 ) 
9. 柏市地域生活支援拠点に関した承認案件 (備品､

契約等 ) 
10. 法人の今後の運営について  

第6回  平成29年1月12日  1. 設計&監理会社の選定  
2. 入札方法  
3. 入札参加業者の指名  
4. 工事内容  
5. 予定価格及び最低制限価格  
6. 入札に関する諸手続き (案内文書とスケジュー

ル）  
7. 新定款に関して評議員選定に関する内規の制定  
8. 報酬規程 (改定 ) 
9. WITH US グループホーム利用者  

第7回  平成29年1月26日  1. 入札参加業者の選定  
2. 入札に関する諸手続き (入札予定 :2 月 8 日 10 時 ) 
3. 評議員選定の手続き  
4. 報酬規程 (改定 ) 
5. WITH US グループホーム利用者の報告  
6. 柏市福祉施設整備貸付金の保証人の変更申請  

第8回  平成29年2月9日  1. 落札業者の報告及び契約 (予定 ) 
2. 評議員選定報告  
3. 各種内規の改正  

第9回  平成28年3月25日  1. 議長及び議事録署名人の選任  
2. 平成 29 年度評議員の選定 (報告 ) 
3. 平成 29 年度事業案及び予算案  
4. 内規の改正  
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（２）評議員会  

①評議員（１５人）  

松井 宏昭  社会福祉法人青葉会理事  
西山 正雄 社会福祉法人青葉会理事  

山内 一三  社会福祉法人青葉会理事  

楯   雅博  社会福祉法人青葉会理事  

細田 智子  社会福祉法人青葉会理事  

中村 善彦  社会福祉法人青葉会理事  

平山 隆  社会福祉法人青葉会理事  

伊藤 政之 日本大学松戸歯学部専任講師 

猪瀬 義明 川村学園女子大学教授 

大塚 宏子 元柏市こども部理事 

角口 早苗 松戸市自閉症協会会長 

押田 英雪  田中地区社会福祉協議会会長  

坂口 峰子 柏市自閉症協会児童部長 

髙﨑 久男 青葉会後援会代表 

横内 猛 株式会社歩屋代表取締役 

 

②評議員会  

評議員会  日程  主な議題  
第1回  平成28年5月28日  1. 議長及び議事録署名人の選任  

2. 前回評議員会以降の報告  
3. 平成 27 年度事業報告  
4. 平成 27 年度第 2 回補正予算 (案 ) 
5. 平成 27 年度決算報告  
6. 平成 27 年度監事監査報告  
7. 平成 28 年度補正予算 (案 ) 
8. 福祉医療機構への借入条件  
9. 非常勤職員就業規則の改定 (案 ) 
10. 社会福祉法の改正 (情報 ) 
 

第2回  平成28年11月19日  1. 議長及び議事録署名人の選任  
2. 前回評議員会以降の報告  
3. 柏市地域制使支援拠点  
4. 平成 28 年法人指導監査結果の報告  
5. 平成 28 年度上半期 (9 月末 )決算の報告  
6. 平成 28 年度補正予算 (案 ) 
7. 定款の改定  
8. 諸規程の改正 (案 ) 
 

第3回  平成28年3月25日  1. 議長及び議事録署名人の選任  
2. 平成 29 年度評議員の選定 (報告 ) 
3. 平成 29 年度事業案及び予算案  
4. 内規の改正  
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３．第三者委員会及びリスクマネジメント委員会の開催  

①第三者委員（２人）  

相馬  伸男  
千葉県袖ヶ浦福祉センター更生

園施設長  
平成 28 年 4 月 1 日～28 年 5 月 31 日

横内 猛  
特定非営利活動法人自閉症サポ

ートセンター副理事長  
平成 28 年 4 月 1 日～28 年 5 月 31 日

鈴木美由紀  
社会福祉法人野田芽吹会  
野田芽吹学園 施設長  

平成 28 年 6 月 1 日～30 年 5 月 31 日

荒川清一郎  
セカンドライフファクトリー企

画委員  

平成 28 年 6 月 1 日～30 年 5 月 31 日

 

②第三者委員会  

委員会  日程  主な議題  
第１回  平成28年10月11日 1. 平成28年度上半期委員会活動の総括  

 ・服薬について  
 ・駐車場内での事故について  
3. 平成28年度上半期委員会への意見  

第２回  平成29年3月14日  1. 平成28年度下半期の総括と評価  
 ・公用車の車両事故について  
2．平成28年度の委員会活動について  

 

③リスクマネジメント委員会  

法人内に、リスクマネジメント委員会を置き、次のとおり検討し、その結果は戦略会

議にて審議した。  

委員会  日程  主な議題  
第1回  平成28年4月12日  ヒヤリハット事故報告書の進め方、  
第2回  平成28年5月17日  服薬、車両事故について  
第3回  平成28年6月14日  行方不明、捜索カードについて  
第4回  平成28年7月12日  平成27年度総括、危険物所持について  
第5回  平成28年8月9日  相模原障害者施設殺傷事件について  
第6回  平成28年9月8日  ヒヤリハット、事故報告書、総括表が支援につなが

っているか  
第7回  平成28年11月8日  車両事故、虐待防止について  
第8回  平成28年12月13日 各事業所の連携について、感染症対策、運転講習に

ついて  
第9回  平成29年1月12日  第三者委員会に向けて、次年度の委員会の取り組

み  
第10回  平成29年2月9日  グループワーク：車両事故について  

 

４ . 制定並びに改訂した内規・要綱  

1) 社会福祉法人青葉会定款  

2) 社会福祉法人青葉会定款施行細則  

3) 社会福祉法人青葉会育児休業・介護休業規則  

4) 社会福祉法人青葉会就業規則  

5) 社会福祉法人青葉会非常勤職員就業規則  

6) 社会福祉法人青葉会職員給与規程  

7) 社会福祉法人青葉会役員及び評議員報酬等規程  
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8) 社会福祉法人青葉会旅費規程  

9) 社会福祉法人青葉会人事考課規程  

10) 社会福祉法人青葉会経理規程  

11) 社会福祉法人青葉会経理規程細則  

12) 社会福祉法人青葉会公印取扱規程  

13) 社会福祉法人青葉会安全衛生管理規程  

14) 社会福祉法人青葉会  震災対策基本方針  

15) 行方不明者の捜索方針  

16) 社会福祉法人青葉会苦情対応要綱  

17) 社会福祉法人青葉会夜勤及び宿直に関する規程  

18) 社会福祉法人青葉会グループホーム世話人業務マニュアル  

19) 社会福祉法人青葉会研修要綱  

20) 社会福祉法人青葉会情報公開要綱  

21) 社会福祉法人青葉会実習生等受入事務取扱要綱  

22) 社会福祉法人青葉会文書管理要綱  

23) 社会福祉法人青葉会文書保存要綱  

24) 社会福祉法人青葉会事業所管理要綱  

25) 社会福祉法人青葉会ハウス利用規程  

26) 社会福祉法人青葉会保有自動車管理要綱  

27) 社会福祉法人青葉会職員通勤車両管理要綱  

28) 社会福祉法人青葉会個人情報保護要綱  

29) 社会福祉法人青葉会医行為等要綱  

30) 社会福祉法人青葉会健康診断等要綱  

31) 自閉症サポートセンター研究発表会開催要領  

32) WITH US 多機能型事業所（生活介護）運営規程  

33) WITH US 多機能型事業所（就労継続Ｂ型）運営規程  

34) WITH US 多機能型事業所（就労移行支援）運営規程  

35) WITH US グループホーム運営規程  

36) WITH US 短期入所運営規程  

37) WITH US 相談室（地域移行支援・地域定着支援）運営規程  

38) WITH US 相談室（特定相談支援事業・障害児相談支援）運営規程  

39) WITH US グループホーム預り通帳管理規程  

40) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく「日中

一時支援事業」運営規程  

41) 一時介護委託料助成金を利用した預かり規程  

42) 社会福祉法人青葉会  相談規程  

43) 社会福祉法人青葉会ボランティア受入れ要綱  

44) 社会福祉法人青葉会非常災害に関する計画（消防計画）  

45) 社会福祉法人青葉会事故の発生防止及び発生時対応マニュアル  

46) 社会福祉法人青葉会感染症及び食中毒の予防及びまん延防止要綱  

47) 社会福祉施設における感染症マニュアル（H26青葉会方針）  

48) 社会福祉法人青葉会短時間正職員就業規則  
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49) 社会福祉法人青葉会行動規範  

50) 社会福祉法人青葉会懲戒処分の指針  

51) 次世代育成支援対策推進法一般事業主行動計画  

52) 社会福祉法人青葉会ホームページ管理運営要綱  

53) 児童福祉法に基づくリトルペガサス（児童発達支援センター）運営規程  

54) 児童福祉法に基づく保育所等訪問支援事業所リトルペガサス運営規程  

55) 児童福祉法に基づくジュニアペガサス（放課後等デイサービス及び児童発達支

援）運営規程  

56) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくどんぐ

り（居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護及び移動支援）運営規程  

57) あおば短期入所運営規程  

58) あおば作業所運営規程  

59) 社会福祉法人青葉会評議員選任・解任委員会運営細則  

60) 社会福祉法人青葉会個人情報取扱規程  

61) 社会福祉法人青葉会利用者に係る個人番号通知カード等取扱要領  

62) 社会福祉法人青葉会慶弔金及び見舞金要領  

63) 社会福祉法人青葉会で利用できる保険の適応範囲  
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５．主な事業  

（１）WITH US 

１）指定生活介護 事業所名（WITH US 多機能型事業所）  

項 目  内 容  
１．事業の内容  
 

 

1. 生活介護計画の作成  
2. 食事等の介護  
3. 日常生活上の支援  
4. 軽作業等の生産活動  
5. 創作的活動  

 

２）指定就労継続支援 B 型 事業所名（WITH US 多機能型事業所）  

項 目  内 容  
１．事業の内容  
 

 

1. 就労継続支援 B 型計画の作成  
2. 身体等の介護  
3. 就労に必要な知識、能力を向上するための訓練  
4. 就労の機会の提供及び生産活動（授産、軽作業等）  
5. 実習先企業等の紹介  
6. 求職活動支援  
7. 職場定着支援  
8. 生活相談  
9. 健康管理  

 

３）指定就労移行支援 事業所名（WITH US 多機能型事業所）  

項 目  内 容  
１．事業の内容  
 

 

1. 個別支援計画の作成  
2. 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の提供

・生活技能支援 挨拶、身だしなみ等  
・職業能力支援 資格取得、軽作業模擬など  
・特化支援 自己理解の深化、エントリーシートの作成  
3. 職場実習の実施、受入先の確保  
・施設外就労の実施・職場実習先の開拓  
4. 公共職業安定所での求職登録等、求職活動の支援  
5. 適性や要望に応じた職場開拓  
6. 職場定着を促進するための職業生活における相談等の支援の継

続  

 

４）指定共同生活援助 事業所名（WITH US グループホーム）  

項 目  内 容  
１．事業の内容  1. 利用者に対する相談  

2. 食事の提供  
3. 健康管理・金銭管理の援助  
4. 余暇活動の支援  
5. 緊急時の対応  
6. 職場等との連絡調整  
7. 食事や入浴、排せつ等の介護  

２．利用者の定員  ２９人  
グループホーム１ ６人 グループホーム２ ６人  
グループホーム３ ６人 グループホーム４ ６人  
グループホーム５ ５人  
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５）指定短期入所 事業所名（WITH US 短期入所）  

項 目  内 容  
１．事業の内容  1. 食事の提供  

2. 入浴または清しき  
3. 身体等の介護  
4. 生活相談  
5. 余暇活動  

 

６）指定障害児相談支援 事業所名（WITH US 相談室）  

項 目  内 容  
１．事業の内容  1. 日常生活全般に関する相談  

2. 地域の障害福祉サービス事業者等情報提供  
3. サービス利用計画または、障害児支援計画（以下サービス利用

計画という）の作成及び評価  
4. 訪問により継続的なモニタリング  

 

７）指定特定相談支援 事業所名（WITH US 相談室）  

項 目  内 容  

１．事業の内容  1. 日常生活全般に関する相談  
2. 地域の障害福祉サービス事業者等情報提供  
3. サービス利用計画または、障害児支援計画（以下サービス利用

計画という）の作成及び評価  
4. 訪問により継続的なモニタリング  

 

８）指定一般相談支援 事業所名（WITH US 相談室）  

項 目  内 容  
１．事業の内容  1. 日常生活全般に関する相談  

2. 地域の障害福祉サービス事業者等の情報提供  
3. 指定地域移行に関する内容  
①  地域移行支援計画の作成及び評価  
②  地域に移行するための活動に関する面接または同行による支

援  
③  障害福祉サービスの体験的な利用  
④  体験的な宿泊  

4. 指定地域定着支援に関する内容  
①  地域定着支援台帳の作成及び評価  
②  訪問等による利用者の状況の把握  

 

９）日中一時支援  

項 目  内 容  
１．事業の内容  障害者を日中一時的に預かり、見守り等の支援を行った。  

２．事業所  WITH US 日中一時支援  
WITH US 短期入所（日中一時）  

 

１０）福祉有償運送  

項 目  内 容  
１．事業の内容  ご希望のある方を対象に送迎サービスを行った。  
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（２）自閉症サポートセンター  

１）指定障害児相談支援 事業所名（発達障害支援室シャル）  

項 目  内 容  
１．事業の内容  
 

 

1. 日常生活全般に関する相談  
2. 地域の障害福祉サービス事業者等情報提供  
3. サービス利用計画または、障害児支援計画（以下サービス利用

計画という）の作成及び評価  
4. 訪問により継続的なモニタリング  

 

２）指定特定相談支援 事業所名（発達障害支援室シャル）  

項 目  内 容  
１．事業の内容  
 

 

1. 日常生活全般に関する相談  
2. 地域の障害福祉サービス事業者等情報提供  
3. サービス利用計画または、障害児支援計画（以下サービス利用

計画という）の作成及び評価  
4. 訪問により継続的なモニタリング  

 

３）指定一般相談支援 事業所名（発達障害支援室シャル）  

項 目  内 容  
１．事業の内容  
 

 

1. 日常生活全般に関する相談  
2. 地域の障害福祉サービス事業者等の情報提供  
3. 指定地域移行に関する内容  
①  地域移行支援計画の作成及び評価  
②  地域に移行するための活動に関する面接または同行による支

援  
③  障害福祉サービスの体験的な利用  
④  体験的な宿泊  

4. 指定地域定着支援に関する内容  
①  地域定着支援台帳の作成及び評価  
②  訪問等による利用者の状況の把握  

 

４）柏市相談支援機能強化 事業所名（発達障害支援室シャル）  

項 目  内 容  
１．事業の内容  
 

 

1. 福祉サービスの利用援助  
2. 社会資源を活用するための支援  
3. 社会生活力を高めるための支援  
4. 権利擁護のために必要な援助  
5. 専門機関の紹介  
6. 柏市自立支援協議会の運営  
7. 地域の相談支援体制強化の取り組み  
8. 地域移行・地域定着の促進の取り組み  

 

５）障害支援区分認定調査 事業所名（発達障害支援室シャル）  

項 目  内 容  
１．事業の内容  
 

1. 柏市内の障害者に対して障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律に基づく障害支援区分認定のための調

査。  
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６）指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定行動援護、移動支援 事業所名（どんぐり）  

項 目  内 容  
１．事業の内容  
 

 

1. 個別支援計画の作成  
2. 居宅介護の提供  
3. 行動援護の提供  
4. 重度訪問介護の提供  
5. 移動支援の提供  

 

７）指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援 事業所名（リトルペガサス  ）  

項 目  内 容  
１．事業の内容  
 

 

1. 障害児及びその保護者に対し、障害児が日常生活における基本

的動作及び指導  
2. 地域及び家庭との結びつきを重視した運営  
3. 保険医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な

連携  
4. 保育所等への訪問支援  

 

８）柏市障害児等療育支援 事業所名（リトルペガサス）  

項 目  内 容  
１．事業の内容  
 

 

1. 訪問療育支援  
2. 外来療育相談支援  
3. 施設支援  
4. 施設支援  
5. コーディネート支援  

 

９）千葉県障害児等療育支援 事業所名（リトルペガサス）  

項 目  内 容  
１．事業の内容  
 

 

1. 訪問療育相談事業  
2. 訪問療育支援事業  
3. 外来療育相談支援事業  
4. 外来療育支援事業  
5. 施設支援事業  

 

１０）指定放課後等デイサービス 事業所名（自閉症サポートセンター ペガサス）  

項 目  内 容  
１．事業の内容  1. 障害児に対し自立の促進、生活の質の向上を図ることができる

よう、社会生活適応のための必要なコミュニケーション及び生

活訓練を行う。  

 

１１）指定放課後等デイサービス 事業所名（第２ペガサス）  

項 目  内 容  
１．事業の内容  
 

 

1. 障害児に対し自立の促進、生活の質の向上を図ることができる

よう、社会生活適応のための必要なコミュニケーション及び生

活訓練を行う。  
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１２）指定放課後等デイサービス及び指定児童発達支援 事業所名（ジュニアペガサス）  

項 目  内 容  
１．事業の内容  
 

 

1. 障害児に対し自立の促進、生活の質の向上を図ることができる

よう、社会生活適応のための必要なコミュニケーション及び生

活訓練を行う。  

 

１３）指定生活介護 事業所名（生活工房こだま）  

項 目  内 容  
１．事業の内容  
 

 

1. 生活介護計画の作成  
2. 食事等の介護  
3. 日常生活上の支援  
4. 軽作業等の生産活動  
5. 創作的活動  

 

１４）指定就労継続支援Ｂ型 事業所名（第２こだま）  

項 目  内 容  
１．事業の内容  
 

 

1. 就労継続支援 B 型計画の作成 

2. 身体等の介護 

3. 就労に必要な知識、能力を向上するための訓練 

4. 就労の機会の提供及び生産活動（授産、軽作業等） 

5. 実習先企業等の紹介 

6. 求職活動支援 

7. 職場定着支援 

8. 生活相談 

9. 健康管理  

 

１５）指定就労移行支援 事業所名（being room）  

項 目  内 容  
１．事業の内容  
 

 

1. 個別支援計画の作成  
2. 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の提供

・生活技能支援 体力、基本的生活習慣（挨拶、身だしなみ）等

・職業能力支援 職業習慣（報告・連絡・相談）集中力等  
・特化支援 自己理解の深化、ナビゲーションブック作成等  

3. 職場実習の実施、受入先の確保  
・施設外就労の実施・職場実習先の開拓  

4. 公共職業安定所での求職登録等、求職活動の支援  
5. 適性や要望に応じた職場開拓  
6. 職場定着を促進するための職業生活における相談等の支援  

 

１６）地域活動支援センターⅡ型 事業所名（being room）  

項 目  内 容  
１．事業の内容  
 

 

 

 

 

 

２．事業の休業  

1. 楽しいプログラム（レクリエーション、外出等）  
2. 体力や健康に関心が持てるプログラム（運動、ヨガ等）  
3. ためになるプログラム（マナー、SST、就労移行体験等）  
4. 個別プログラム（Ｍｙ学習）  
5. 課外活動（清掃作業、運動等）  
6. 利用者、保護者を対象とした相談  
 
平成２９年３月末日をもって事業を休業した。  
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１７）地域活動支援センターⅡ型 事業所名（トライアングル）  

項 目  内 容  
１．事業の内容  
 

 

1. 余暇支援  
2. 社会生活適応訓練  
3. 機能訓練  
4. 創作的活動  
5. 食事提供  

 

１８）日中一時支援  

項 目  内 容  
１．事業の内容  障害児者を日中一時的に預かり、見守り等の支援を行った。  
２．事業所  こだま、トライアングル、being room、ペガサス、第２ペガサス、

リトルペガサス  

 

６．自立支援協議会への参加  

氏名  委員  
松井 宏昭  千葉県総合支援協議会委員  

千葉県療育支援専門部会副部会長  
柏市自立支援協議会委員  
柏市自立支援協議会こども部会会長  

関口 篤行  柏市自立支援協議会委員  
柏市自立支援協議会相談支援部会会長  

楯 雅博  柏市自立支援協議会権利擁護部会副部会長  
 

平山 隆  柏市自立支援協議会会長  
 

 その他にも、柏市私立支援協議会の関係部会に多数の役職員が参加した。  

 


