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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 29 年 4 月 3 日  社会福祉法人制度改革に

伴う定款変更  
変更登記  平成 29 年 6 月 14 日  資産総額の変更  
変更登記  平成 29 年 6 月 20 日  理事の変更登記  
不動産登記  平成 29 年 8 月 28 日  地域生活支援拠点あおば

（柏市高田 1087-5 におけ

る建物登記）  
変更登記  平成 29 年 10 月 6 日  地域生活支援拠点あおば

（柏市高田 1087-5）不動

産登記完了のための、定款

変更（資産の追加）  
 

（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）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、並びに防火管理者代理を配置

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は平成２８年８月５日及び平成２９年２月９日、地域生活支援拠点は平成２８

年８月５日、リトルペガサスは平成２９年５月１８日に消防設備定期点検を実施した。 

 法人全体の防災訓練は、平成２９年８月３１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。 

 地域生活支援拠点あおばでは平成２９年１１月１０日に消防署の査察があり、消火・

避難訓練の通報訓練の実施、消火器前物品除去、スプリンクラーヘッド下物品除去につ

いて指摘があり、同年１１月１７日に改修を行い不備欠陥事項改修報告書を提出し、消

防所より許可を得た。 

 

（４）交通安全 

法人の安全運転管理者として、國信稔及び青山友隆を配置している。交通安全委員会は

毎月開催し、各月に交通安全標語のポスターを作成し、各事業所で掲示した。また、年に

二回、講習会を行い職員の交通安全に対する意識の向上に努めるとともに、５月２４日に

交通安全講習会を外部の講師を招いて行った。１２月２０日には実技研修として安全運転

をサポートする誘導と添乗の講習を行い、交通事故ゼロを法人全体で目指している。 

 

（５）地域生活支援拠点あおばの開設 

平成２９年４月に柏市高田に地域生活支援拠点を開設し、地域生活相談センターシャ

ル、ヘルパーステーションどんぐり、あおば作業所、あおばグループホーム、あおば短

期入所を開業した。 
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（６）第６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 24

件の口頭発表、1 件の資料報告があった。  

理事長賞：生地（リトルペガサス）ほか、医療的ケアを必要とする障害児受け入れの

連携と今後の課題  
副理事長賞：上塚（短期入所）ほか、WITH US 短期入所とあおば短期入所、両事業所

間の連携について～青葉会短期入所として、変わることの無い同等の支援を提供す

るために～  
副理事長賞：武井（地域生活相談センター）ほか、家族の想い「親なき後」  
敢闘賞：小林（WITH US グループホーム）ほか、利用者の支援を検討するための職

員間のネットワークについて～WITHUS グループホームでの実践と課題～  
5 位：浅川（ペガサス）ほか、ペガサス利用児を取り巻く環境～現状と非社会的な課

題に向き合う中での放課後デイの役割～  
6 位：増田（WITH US グループホーム）ほか、将来の生活へ向けての取り組み～4 年

間の実践を通して～  
7 位：山田（being room）ほか、就労者の社会生活に向けた支援の取り組み その 2～

自己発信での意思の伝達～  
8 位：荒木（第２ペガサス）ほか、職員自己評価と保護者評価の調査結果  
9 位：西中間（法人本部）ほか、職員のメンタルヘルス   
10 位：山崎（WITH US 多機能型事業所）ほか、就労意欲向上への取り組み  

 

（７）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  平成25年2月25日  金額      330,000,000円
元金返済額  平成29年度  金額       18,240,000円
借入金残高  平成30年3月31日  金額      282,720,000円
利子支払額  平成29年度  金額        2,194,500円
抵当権設定  平成26年8月   

 

（８）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    平成25年12月26日  金額       15,000,000円
元金返済額  平成29年度  金額              789,472円
借入金残高  平成30年3月31日  金額          12,236,816円
利子支払額  平成29年度  金額             64,143円
抵当権設定  平成26年7月   

 

（９）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  平成29年3月31日  金額     191,500,000円
元金返済額  平成29年度  金額              0円
借入金残高  平成30年3月31日  金額     191,500,000円
利子支払額  平成29年度  金額        699,956円
抵当権設定  平成29年9月   
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（１０）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29年度  金額          1,080,000円  
借入金残高（Ａ）－（Ｂ）  平成30年3月31日  金額          8,430,000円  
利子支払額  平成29年度  金額           58,029円

 

 

２ . 評議員会及び理事会の開催  

（１）評議員会  

①評議員（７人）  

池田 圀彥 社会福祉法人西口の杜理事長 

伊藤 稔 東京理科大学教授 

猪瀬 義明 川村学園女子大学教育学部児童教育学科特任教授 

角口 早苗 松戸市自閉症協会会長 

木村 清一 東京大学高齢社会総合研究機構学術支援専門職員 

髙﨑 久男 NPO 法人ゆうび小さな学園理事 

中村 善彦 株式会社 IHI インフラシステム社員 

 

②評議員会  

評議員会  日程  主な議題  
定時  

（第1回）  
平成29年6月10日  １. 議長及び議事録署名人の選任（定款及び細則）

２. 平成２８年度事業報告の報告 

３. 平成２８年度計算書類（貸借対照表及び収支計

算書）及び財産目録の承認 

４. 理事及び監事の選任 

５. 評議員、理事及び監事の報酬等の支給の基準 

６ . 定款の変更の承認  
第2回  平成29年12月5日  １．  平成２９年度第３回理事会の報告 

２．  定款の改正  

 

（２）理事会 

①理事（６人）  

松井 宏昭  （理事長）本部長  
西山 正雄  

山内 一三   

楯   雅博  総括施設長  

細田 智子  being room 管理者  

平山 隆  社会福祉法人彩会 理事長  

 

②監事（２人）  

勝本 正實  NPO 法人自立サポートネット流山理事長  
古知 新  公認会計士  
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③理事会 

理事会  年月日  主な議題  
第1回  平成29年5月27日  1. 定款の確認 

2. 平成２８年度事業報告 

3. 平成２８年度事業報告の附属明細書 

4. 平成２８年度第２回補正予算（案） 

5. 平成２８年度決算報告（案） 

6. 平成２８年度監事監査報告 

7. 就業規則等の改正説明 

8. 就業規則の改定（案） 

9. 給与規程の改正（案） 

10. 拠点あおばの消防計画 

11. 夜勤及び宿直に関する規程 

12. 利用者の苦情対応 

13. 定時評議員会及び次回理事会予定 

第2回  平成29年6月2日  1. 議長の選定 

2. 理事長及び業務執行理事の選定 

第3回  平成 29年 11月 18
日  

１．理事長の職務執行状況の報告 

1) 上半期決算 

2) 上半期事業として地域生活支援拠点あおばの事

業報告 

3) 定款の改正（基本財産） 

4) 利用者のご両親からの申入れと今後の再発防止 

２．審議 

1) 定款の改正 

2) 諸規程の改正（給与規程、会計関係、防災関係）

3) 農業への取組み 

4) 補正予算 

5) 職場環境 

6) 評議員会の招集 

7) その他 

第4回  平成30年3月24日  １．理事長の職務執行状況の報告 

1) 会報「青葉の風 No.9」 

2) 平成２９年度柏市監査と対応 

3) グループホーム新規利用者 

4) 平成３０年度柏市委託事業 

5) 第３こだま（農地登録） 

２．審議 

1) モラージュ柏のアンテナショップの契約 

2) 諸規程の改正（就業規則、介護・休業規定等、給

与規程、会計関係、防災関係） 

3) 行動計画の変更及びくるみんの申請 

4) 平成３０年度事業計画 

5) 平成３０年度予算計画 

6) 定住型グループホーム（女性棟）及び設計士 
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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）  

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29年10月10日  1.  苦 情  

2. 苦情申出書１（平成29年4月25日）  
3. 上記に関する今後の再発防止（案）  
4. 苦情申出書２（平成29年6月28日）  
5. 苦情申出書３（平成29年9月22日）  

6.  
7. 行方不明  
8. 平成29年度4月～8月 事故・ヒヤリハット  
9. 事故  
10. ヒヤリハット  
11. 交通事故（平成29年度上半期）  

第２回  平成30年3月12日  1. １ 平成 29年度4月1日～平成 30年1月31日 

事故・ヒヤリハット  
2. （１）事故報告  
3. （２）ヒヤリハット報告  
4. ２ 交通事故（平成２９年度前期・後期）  

 

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29年4月5日  初年度スタート時の留意点の確認  

新年度に当たり、新捜索体制の確認  
第2回  平成29年5月23日  社会福祉法人の不正受給について  
第3回  平成29年6月7日  事故報告書･ヒヤリハットの回覧共有  

他害・怪我・破損等への対策 

服薬案件への対応：記録化 

障害者虐待防止法の周知  
第4回  平成29年7月5日  苦情対応  

所在不明  
異動職員の引継ぎ  

第5回  平成29年8月2日  苦情対応  
所在不明  
ヘルパーがトラブルに遭遇した時の連絡と対処に

ついて  
熱中症対策について  

第6回  平成29年9月6日  事故＆ヒヤリハット報告について  
所在不明について  
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光化学スモッグ注意報が発令された時の対応に

ついて  
第7回  平成29年10月4日  所在不明について  

苦情対応  
平成29年度前期 事故・ヒヤリハットについて  

第8回  平成29年11月1日  所在不明について  
第9回  平成29年12月6日  大型地震等について  

交通安全委員会から  
第10回  平成30年2月7日  行方不明者対応について 

車両事故について 

第三者委員会について  

 

 

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就業規則  

3) 社会福祉法人青葉会非常勤職員就業規則  

4) 社会福祉法人青葉会職員給与規程  

5) 社会福祉法人青葉会給与規程取扱い細則  

6) 社会福祉法人青葉会経理規程  

7) 社会福祉法人青葉会経理規程細則  

8) 社会福祉法人青葉会  震災対策基本方針  

9) WITH US 多機能型事業所（生活介護）運営規程  

10) WITH US 多機能型事業所（就労継続Ｂ型）運営規程  

11) WITH US 多機能型事業所（就労移行支援）運営規程  

12) WITH US グループホーム運営規程  

13) WITH US 短期入所運営規程  

14) WITH US 相談室（地域移行支援・地域定着支援）運営規程  

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

16) WITH US グループホーム預り通帳管理規程  

17) 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  

18) 一時介護委託料助成金を利用した預かり規程  

19) 社会福祉法人青葉会  相談規程  

20) 社会福祉法人青葉会非常災害に関する計画（消防計画）  

21) 社会福祉法人青葉会リトルペガサス非常災害に関する計画（消防計画）  

22) 社会福祉法人青葉会地域生活支援拠点あおば非常災害に関する計画（消防計画）  

23) 社会福祉法人青葉会大型地震等対策基本方針  

24) 次世代育成支援対策推進法一般事業主行動計画  

25) 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  

26) 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  

27) 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  

28) 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
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（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  

29) あおば短期入所運営規程  

30) あおば作業所運営規程  

31) 在宅障害者一時介護委託料助成金を利用した支援規程  

32) コーナー☆ぶらっと運営要綱  

33) 児童福祉法に基づく自閉症サポートセンター ペガサス  

34) （児童発達支援）運営規程  

35) 児童福祉法に基づく自閉症サポートセンター ペガサス  

36) （放課後等デイサービス）運営規程  

37) グループホーム利用者預り金 (小遣い )出入金規則 

38) グループホーム利用者預り金(小遣い)出入金規則細則  

39) 社会福祉法人青葉会夜勤及び宿直に関する規程  

40) 社会福祉法人青葉会育児・介護休業等に関する規則  

41) 育児・介護休業等に関する労使協定  

42) 社会福祉法人青葉会職員倫理要綱  

43) 社会福祉法人青葉会変形勤務時間勤務実施要綱  

44) 事業内職業能力開発計画  
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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 ５人 グループホーム４ ６人  
グループホーム５ ６人  



9 
 

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  

 

２）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  

 

３）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  

 

４）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。  

 

５）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。  

 

６）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。  
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７）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  

 

８）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  

 

９）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  

 

１０）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  

 

１１）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  
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（２）地域生活支援拠点あおば  

１）指定障害児相談支援 事業所名（地域生活相談センター 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（地域生活相談センター 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（地域生活相談センター 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 

（ア）地域移行支援計画の作成及び評価 

（イ）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 

（ウ）障害福祉サービスの体験的な利用 

（エ）体験的な宿泊 

4. 指定地域定着支援に関する内容 

（ア）地域定着支援台帳の作成及び評価 

（イ）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・コーディネート事業委託 

事業所名（地域生活相談センター シャル） 

項 目 内 容 

１．事業の内容 

 

 

1. 総合的・専門的な相談支援の実施 

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  社会性活力を高めるための支援 

④  権利擁護のための必要な援助(成年後見制度利用に係る相談

支援、虐待に係る相談支援)。 

⑤  専門機関の紹介 

2. 24 時間対応の相談受付・コーディネート機能 

3. 自立支援協議会相談支援部会の運営 

 

５）障害支援区分認定調査 事業所名（地域生活相談センター シャル） 

項 目 内 容 

１．事業の内容 

 

柏市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、指定同行援護、移動支援事業）      

事業所名（ヘルパーステーションどんぐり） 

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. 同行援護の提供 

6. 移動支援の提供 

 

７）指定生活介護 事業所名（あおば作業所） 

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 

 

８）指定共同生活援助 事業所名（あおばグループホーム） 

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. 財産管理等の日常生活に必要な援助 

8. 食事や入浴、排せつ等の介護 

２．利用者の定員 １０人 

グループホーム１ ５人 グループホーム２ ５人 

 

６．自立支援協議会への参加  

氏名  委員  
松井 宏昭  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  
柏市自立支援協議会権利擁護部会委員  

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。  

 


