
社会福祉法人幸ヒューマンネットワーク 

令和元年度 法人活動報告 

１．２０１９(令和元)年度活動報告 

日 付 内 容 

H31.4.1 ・社会福祉法人として第１５事業年度がスタート 

・常勤職員２名に、４月１日付採用辞令を伝達。 

H31.4.12 評議員選任・解任委員会を開催、評議員竹林裕直氏の辞任に伴う後任者とし

て、坂本正樹氏を評議員として選任した。 

H31.4.25 ・理事会を開催。 

・障害福祉サービス「共同生活援助」運営規定改正(案)、経理規定改正(案)、

人事配置(案)ほかを審議し承認した。 

R1.5.24 ・杉谷、古知屋両監事により平成３０年度に係る監査を実施。 

・事業報告書及び附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示

していること、理事の職務の執行に関する不正行為又は法令もしくは定款に違

反する重大な事実は認められないこと、計算関係書類及び財産目録について

は、法人の財産、収支及び純財産の増減の状況を全ての重要な点において適

正に表示していることが確認された。 

R1.5.29 ・理事会を開催。 

・平成３０年度に係る事業報告、収支報告及び監査報告、評議員会の招集、令

和元年度予算の補正、次期役員候補者の人選、経過報告等の事案を審議し、

承認した。 

R1.6.18 社会福祉法人現況報告書を川崎市健康福祉局長宛に提出するとともに現況報

告書電子システムへのアップロードを行った。 

R1.6.21 ・定時評議員会を開催。 

・平成３０年度法人本部及び各事業所計算関係書類並びに財産目録の承認、

次期役員の選任、報告事案を審議し、承認した。 

・理事会を開催。 

・理事長の互選及びサンハイツからの移転について審議し、承認した。 

R1.7.17 横浜地方法務局宛に資産総額変更及び理事長重任の登記を申請した。 

R1.8.1 常勤職員１名に、８月１日付け採用辞令を伝達した。 

R1.8.5 ・理事会を開催。 

・人事配置、諸規程改正、りっぷる移転、第３次補正予算について審議し、承認し

た。 

R1.8.20 常勤職員 1名に、8月 20日付け採用辞令を伝達した。 

R1.11.11 ・理事会を開催。 

・令和元年度上半期の各事業所に係る活動報告及び予算執行状況報告、第４



次補正予算、主たる事務所の移転、定款及び諸規程の改正、人事配置、評議

員会の開催などについて審議し、承認した。 

R1.11.18 ・評議員会を開催した。 

・第３回理事会報告及び定款の改正ついて審議し、承認した。 

R1.12.12 ・横浜地方法務局宛に主たる事務所移転の登記を申請した。 

R2.1.30 ・理事会を開催。 

・りっぷる移転経過報告、小規模法人ネットワーク協働化事業への取組み報告、

第３半期までの各事業予算執行状況報告、第５次補正予算、諸規程改正、人

事配置などについて審議し、承認した。 

R2.3.19 ・新型コロナウイルス感染防止対応として、書面評決による理事会を開催した。 

 

２．法人内部会議実施報告 

 (１) 施設長部会 

   各事業所施設長により、定例又は臨時に開催し、各事業の運営状況、懸案事項の協議などを行い、

法人運営の一体性を図った。 

日 付 議 題 

H31.4.10 常勤職員振り返り面談報告、退職職員の処遇について、職員指導について、サ

ンハイツ移転について 

H31.4.23 人事配置について、サテライト設置について、サンハイツ移転について 

R1.5.28 職員指導について、労働基準監督署説明会報告、監事監査報告、サンハイツ

移転について、全体会の月例化について 

R1.6.25 職員指導について、サンハイツ移転について、法人全体会について、人事採用

面接について、川崎市総合防災訓練への参加について 

R1.7.23 人事配置について、職員指導について、サンハイツ移転について 

R1.8.27 職員指導について、サンハイツ移転について、川崎市総合防災訓練への参加

について 

R1.9.17 サンハイツ移転について、職員指導について、職員休職について、最低賃金改

正対応について 

R1.10.23 りっぷる移転経過報告、ホーム常勤職員の年末年始勤務への手当支給、通勤

手当上限の見直し、チャリティー歌と踊りの祭典の見直し 

R1.11.26 サンモールなかつかの自火報設備の設置、非常災害時における施設開閉所

の見直し 

R1.12.24 職員の退職願取消への対応について、非常災害時における施設開閉所基準

の見直し 

R2.1.10 職員の退職願取消しへの対応、グループホーム食費徴収金額の変更、非常災

害時における施設開閉所基準の見直し、第１８回歌と踊りの祭典の開催見送り 



R2.1.28 職員の兼職許可申請への対応、会議録作成実習結果の振り返り、ネクスト幸

の会計業務引継ぎ、育休代替職員の期間満了後の処遇 

R2.2.25 新型コロナウイルス感染防止への対応、育休代替職員の期間満了後の処遇 

R2.3.24 新型コロナウィルス感染防止への対応 

 (２) 人事部会 

日 付 議 題 

R1.4.18 職員採用試験 

R1.5.10 職員採用試験 

R1.7.5 職員採用試験 

R１.８．１３ 職員採用試験 

R2.2.7 職員採用試験 

R2.3.4 職員採用試験 

 (３) 全体会 

日 付 議 題 

H31.4.9 今年度事業計画について、人事配置について、サンハイツ移転について 

R1.8.6 全体会開催経緯について、各事業報告質疑応答、伝達事項 

R1.9.3 各事業報告質疑応答、伝達事項、自立支援法以前から現在の変化について、

サービス利用者の障害に起因しない課題について 

R1.10.1 通勤届の出直し、最低賃金の改定 

R1.11.5 各所事業報告の見直し、年末調整資料の提出、居住支援制度の研修 

R1.12.3 ヒヤリハット・事故報告の意義の研修 

R2.1.7 会議録作成の研修、理事会ほか会議資料の取りまとめ 

R2.2.4 会議録作成事例の振り返り、非常災害時における施設開閉所基準の確認、次

年度法人事業計画(案)、３月理事会資料の作成 

R2.3.4 新型コロナウイルス感染防止への対応につき中止 

 (４) リスクマネジメント部会 

日 付 議 題 

R1.8.15 今年度の活動、感染症対策など検討 

R1.9.4 感染症対策マニュアル作成、インフルエンザ対策 

R1.10.11 今期タイムスケジュール、災害対策マニュアル化に向けた検討事項(改善点)と

スケジュール、台風１９号接近による対応について 

R1.11.15 非常災害時の出勤及び施設閉所基準等の検討、業務用携帯電話の自宅用

充電器配布について 

R1.12.20 非常災害時行動計画基準表について、非常災害時行動計画の見直し 

R2.1.20 災害時要援護者施設用洪水時の避難確保計画について 



R2.2.17 備蓄品について、洪水時の避難計画について、感染症に関する行動計画につ

いて 

R2.3.9 洪水計画の作成について、備蓄品について、感染症に関する行動計画につい

て 

 (５) 研修部会 

日 付 議 題 

R1.９．６ 本会議の目的確認、今年度開催する研修内容の検討 

R1.10.8 本会議日程確認、今年度タイムスケジュール確認、第１回研修会の内容検討 

R1.11.19 第１回研修会使用資料について、当日の役割分担について 

R1.12.3 第１回研修会の振り返り、今後のタイムスケジュール確認 

R2.1.21 第２回研修会の内容検討、今後のタイムスケジュール確認 

R2.3.3 第２回研修会の内容検討、今年度の振り返り 

 (６) コンプライアンス部会 

日 付 議 題 

R1.8.6 法令遵守セルフチェック内容確認、今年度の活動について 

R1.9.3 防災の周知について、今後の啓発内容について 

R1.10.1 自転車保険の法人加入状況、インフルエンザ対策など 

R1.11.5 メンタルヘルス啓発、検便についてなど 

R1.12.3 インフルエンザ予防接種、自転車保険加入、検便実施状況確認、戸締り・火の

用心啓発チラシ 

R2.1.7 業務管理体制整備報告書の提出、感染症予防内部研修について 

R2.2.4 ノロウイルス予防対策、新型コロナウイルス予防対策について、次年度活動内

容・部会目標(短期・中長期)について 

  ※ 啓発チラシ等の回覧 

      熱中症(7 月)、防災(9 月)、自転車保険・インフルエンザ(10 月)、戸締り・火の用心(12 月)、ノ

ロウイルス(1月)、新型コロナウイルス(2月)、検便(7月・11月・3月) 

   ※ 法令遵守セルフチェックの実施 

     常勤、非常勤職員…7月、2月   役員…3月(予定) 

 (７) 人材育成部会 

日 付 議 題 

R1.8.23 本会議の目的確認、本会議で検討する内容の整理 

R1.9.18 法人職員の基本指針の設定、キャリアパス体系作成について 

R1.10.28 タイムスケジュール確認、キャリアパス体系について 

R1.11.21 キャリアパス体系について 

R1.12.23 キャリアパス体系について 



R2.1.23 研修体系の構築について、キャリアパス体系について 

R2.2.27 キャリアパス体系について 

 (８) 広報部会 

日 付 議 題 

R1.5.22 今年度の活動内容、今年度年間スケジュール、ぬくもり４７号内容検討、法人

パンフレットの作成について、ホームページの管理更新について 

R1.7.29 ぬくもり４７号(案)校正、タイムスケジュール確認、ぬくもり４８号内容検討、ホー

ムページ管理更新について 

R1.9.30 ぬくもり４７号発送作業、４８号投稿募集チラシ(案)検討、法人パンフレット検討 

R1.11.18 ホームページ製作ソフト『ICT 治具』操作方法説明、ぬくもり４８号(案)校正、

法人パンフレット検討 

R2.2.17 ぬくもり４８号発送作業、法人パンフレット検討、今年度の振り返り 

 (９) 組織検討部会 

日 付 議 題 

R1.10.21 グループホーム常勤職員年末年始勤務手当について、通勤手当の上限につ

いて 

R1.11.26 プログラムの職員自己負担額検討、非常勤施設長の日帰り旅行同行時手当

支給検討、管理職の階層について 

R1.12.24 ３６協定改正、時間外手当について、全体会議題の確認、会議報告書書式に

ついて 

R2.1.28 ２月全体会内容、苦情解決制度第三者委員について、３６協定について、 

R2.2.25 ３６協定について、広報誌の送付先について、退職者向け通知文作成、就業禁

止時の給与について 

R2.3.24 ホーム施設長の給与の見直し、時間外勤務の算定方法について 

 

３．外部会議出席報告 

 (１) 川崎市精神障害者地域生活推進連合会(市精連)事務局 

   会議名 日 付 内容 

代議員総会 
R1.5.25 

H30事業報告・決算報告 

R1事業計画・予算 など 

役員会 H31.4.25 総会議案書の承認など 

R1.8.2 要望書の承認など 

事務局会 H31.4.1１ 各委員会等報告、総会議案書・役員会について 他 

R1.5.14 各委員会等報告、総会について、助成金について 他 



R１.6.18 
各委員会等報告、要望について、 

会派ヒアリングについて 他 

R１．7.16 
各委員会等報告、要望書提出について、 

行政懇談会について、役員会について 他 

R１.9.3 各委員会等報告、卓球交流会について 他 

R１.10.1 
各委員会等報告、卓球交流会について、 

役員改選について 他 

R１.11.7 
各委員会等報告、卓球交流会について、 

３団体合同研修会について 他 

R１.12.3 
各委員会等報告、 

３団体合同研修会について 他 

R2.2.4 各委員会等報告、地域交流会について 他 

R2.3.10 
各委員会等報告 

総会議案書について、次年度体制について 他 

要望活動 R１.7 

(合計４回) 

会派ヒアリング 

（みらい/自民党/共産党/公明党） 

R１.8.2 行政との懇談会 

R１.8.26 要望書提出 

精神障害者 

卓球交流会 

R１.8.30 

R１.11.8 
事務局会 

R１.10.9 実行委員会 

R１.11.13 卓球交流会 

地域交流会 R2.2.14  

四団体交流研修会 R1.7.31 

R1.12.4 

R2.1.29 

R2.3.30(予定) 

担当者会議 

R2.2.22 研修会 

 (２) 幸区精神保健福祉連絡会 

会議名 日 付 内容 

総会 R1.6.7 平成３０年度事業報告及び令和元年度事業計画(案) 

定例会議 
H31.4.16 

総会における確認事項と役割分担、 

メンタルヘルス講座の日時設定、講師依頼について 

R1.5.29 
総会前の最終確認、 

メンタルヘルス講座パンフレットタイトルについて 

R1.6.２８ 幸区の地域課題対応事業について、 



メンタルヘルス講座当事者講師の確認 

R1.7.26 
メンタルヘルス講座の広報内容確認、 

自主製品販売の調整 

R1.8.28 
メンタルヘルス講座パンフレット最終稿の確認と印刷、 

配布方法 

R1.10.1 メンタルヘルス講座について最終確認 

R2.1.10 
メンタルヘルス講座の反省点などの共有、 

冊子『さいわい』作成について 

R2.2.28 
令和 2年度総会開催日の確認、 

次回メンタルヘルス講座内容の検討 

R2.3.１６ 
精神保健福祉連絡会要綱改正の検討 

次年度のメンタルヘルス講座について 

メンタルヘルス講座 

R1.11.15 

午前の部 

『うつ病を知ろう～ライフステージ(思春期～老年期)か

ら考える』 

講師：張 賢徳先生 

（帝京大学医学部付属溝口病院 精神神経科科長） 

午後の部 

『私のリカバリーストーリー～うつ病を経験された方の

体験談など～』 

講師：田中 元介氏(うつ病支援の会あさお 代表) 

幸区地域自立支援協議会

地域でささえる委員会 

との交流会 

R2.1.22 
自己紹介及び互いの活動報告 

８０-５０問題をテーマにした情報交換 

 


