
社会福祉法人 ミッドナイトミッションのぞみ会 

２０１４（平成２６）年度事業報告 

１ 事業概要 

 キリストの教えに立脚した法人の設立・運営の理念を全職員が理解し、利用者への適切

な福祉サービスの提供及び法人の独自性を発揮した社会的使命の追求にあたることを基本

方針とし、多機能総合福祉施設群としての一体的運営に留意し、事業を実施した。 

 

２ 新規実施事項 

 新規実施事項として以下の事項に取り組んだ。 

（１）地域包括支援センターの開設 

２０１４（平成２６）年４月１日から富津市の地域包括支援センターを富津地区の

担当として委託を受けた。君津ふくしネットの隣に事務所を設置し、地域総合相談セ

ンターの事業所として法人内で組織化した。専門職の配置基準が厳しく決まっており、

委託費内の運営は非常に厳しいものとなった。 

富津市からの業務の引き継ぎを受け、特に法人内の地域総合相談センター及び地域

在宅支援センターの各事業との連携を密にとりながら地域における役割を果たした。 

 

（２）不動産の購入とその活用 

２０１４（平成２６）年度内に法人として３ヵ所の不動産を購入した。 

  ①富津市富津６１７－２他の５,２００.９㎡の土地を６０,８３８,８３０円で購入した。 

   富津市からの借地で職員宿舎、望みの門デイサービスセンター、望みの門ハイム、

望みの門在宅サービスセンター、駐車場として引き続き活用している。 

  ②富津市富津２４０９－６他の７６０㎡の土地を４,０００,０００円で購入した。 

   近隣所有者からの借地であった旧職員駐車場の代替地として購入した。伐採、整地

を行い職員駐車場として整備した。 

  ③富津市湊７７３－１他の９,３３０.７２㎡の土地を３０,０００,０００円、２,９６７.

５１㎡の鉄筋コンクリート･鉄骨造陸屋根亜鉛メッキ鋼板ぶき３階建の建物及び付

属建物を３７,８００,０００円で購入した。 

   建物の一部を児童家庭支援センター「望みの門ピーターパンの家」として現在、活

用中で２０１６（平成２８）年度開設予定の情緒障害児短期治療施設の予定地とし

て計画を進めている。 

 

（３）奨学金制度の導入と周知 

  法人独人の奨学金制度を「奨学金貸与に関する運用規程」として第１６５回理事会

を経て２０１４（平成２６）年１０月１日付で制定した。近隣の高校、県内を中心と

したキリスト教系学校、福祉系短大・大学、介護系専門学校等にパンフレットを配布

し、周知を図った。２０１４（平成２６）年度内の希望者はなかった。 

  併せて外部の奨学金を現に返済している職員に対し返済援助金を支給する「外部奨

学金返済援助規則（内規）」を整備し、２０１５（平成２７）年度より実施予定とした。 



（４）夜勤手当の増額 

介護職員等の人員確保及び日勤のみの職員との差別化を図るため夜勤手当（１,００

０円）の増額を実施し、望みの門紫苑荘・富士見の里を７,０００円、望みの門楽生園・

方舟乳児園を５,０００円とした。 

対象施設の対象職種においては本増額を処遇改善事業の一部として計上した。 

 

 （５）財務諸表等の積極的な公開 

 ２０１４（平成２６）年度から義務化された社会福祉法人の情報公開に基づき、当

法人ホームページ及び社会福祉法人経営者協議会のホームページにおいて、２０１３

（平成２５）年度の決算情報、事業報告、監事監査の結果、所轄庁に提出する社会福

祉法人現況報告書を公開した。これにより、経営の透明化を図った。 

 

 （６）新規事業の計画 

   ２０１５（平成２７）年度の受託を目指していた生活困窮者自立支援法に基づく相

談センターの実施については、モデル事業として富津市から委託を受け、２０１４（平

成２６）年度の１年間を実施しながら実績等を蓄積し、ＰＲを継続した。富津市のみ

ならず近隣の君津市、木更津市、袖ヶ浦市に対しても受託希望のＰＲを継続した。 

   結果として木更津市、袖ヶ浦市は民間委託せず市の直営とすることになり、富津市

は、選考に漏れ社会福祉協議会が実施することとなり、君津市からの受託のみに留ま

った。 

   精神障害者の支援の受け皿となる施設（事業所）の計画は、検討したが具体的な計

画としては結論に至っていないため、継続の検討課題とした。 

   ２．（２）③記載の購入した土地、建物を活用して情緒障害児短期治療施設の開設を

計画した。第１６６回、第１６７回理事会及び第３５回評議員会に上程し、本施設の

開設の承認を得た。開設に向けプロジェクトチームを編成するよう議決されたので、

理事長から指名を受けたメンバーにより３回の会議を実施した。同時に千葉県児童家

庭課を中心とした行政との開設に向けた協議を継続した。 

 

 

３ 継続実施事項 

２０１３（平成２５）年度以前からの継続実施事項として次の事項に取り組んだ。 

（１）人事管理  

①職員研修 

 職員の意欲の喚起、のぞみ会理念の職員への浸透、職員の知識・技術の向上、職員

の福祉意識の向上等を目指し内部職員研修を見直し、研修時間及び内容の充実を図っ

た。グループウェアの導入に伴い新任職員研修に使用説明の時間を設け実施した。 

②人事考課制度 

 人事考課制度を活用し、優れた人材の確保と育成に繋がるように努めた。また、目

標管理と面接に重点を置き各職員の労働意欲の向上を図った。 

③キャリアパス制度と職階制度の効果的運用 

 ２０１０（平成２２）年度に導入したキャリアパス制度と職階制度の運用を継続し、



職員が身に付けるスキル、受けるべき研修、取得すべき資格を周知してその結果が評

価につながり職員の意欲向上につながるよう努めた。キャリアパスに位置づけた研修

については、見直しが必要であるので引き続き２０１５（平成２７）年度以降も具体

的な研修の見直しを図っていきたい。 

④資格取得奨励 

 職員の資質向上を図るため資格取得を奨励し、これを支援した。特に介護支援専門

員や社会福祉主事任用資格等の法定配置を必要とする職種に必須となる資格は、勉強

会を開催する等の対策を講じて資格保有者を増やすことを計画した。勉強会は各施設

での開催となり、法人全体としての開催には至らなかった。 

また、社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士、管理栄養士、介護福祉士等の上

級資格取得に挑戦するよう職員に周知を図った。 

これらの支援として職務専念義務免除規程、資格取得取り扱い規則（取得に係る費

用弁償の内規）を活用した。 

 

（２）経理関係 

①支払業務の合理化及び維持 

各施設の普通預金の一部を本部口座に集中化し資金決済の合理化を図ったが、施設

増加、担当者の変更により業務連絡の問題が発生してしまった。 

また、グループウェアの活用により電話連絡等の連絡を省き、業務効率化を図った。

しかし登録が事務員のみであった為、連絡の不備が生じてしまった。 

２０１５年も引き続き問題の解決を行いながら合理化、維持に努めていく。 

②消費税処理のシステム化及び消費税変更処理 

消費税区分を会計システムに入力することにより消費税計算のシステム化を図って

いる。「消費税計算マニュアル」に沿った会計処理により、消費税計算、納付事務を行

った。施設数も増加しているので来年度も引き続きシステム化、変更処理に努める。 

③会計処理の共有化 

２０１２年度からスタートした新会計基準による会計処理に精通し、会計処理の精

度を高めた。月次の事務員会議を行い、意識の共有化、事務処理の統一化、内部勉強

会による会計処理のレベルアップを図った。意識・情報共有化の為に前年度より使用

しているグループウェアの活用し連絡を行った。 

加えて、グループウェアでの連絡に課題はあるがスムーズな連絡が行えるので問題

を解決しながら使用方法も含め情報の共有化を行った。 

 

（３）諸規程の見直し 

  現在施行されている諸規程の実態及び法令等に合致しているかを順次確認し、整理

を継続した。 

  また、職員が働きやすい職場を目指して新たな制度や法定を上回る制度を検討して

規程を見直した。 

 

（４）福祉学校（介護職員初任者研修） 

  障害者の職域拡大、人的社会資源の充実に資するため、２０１３（平成２５）年度



の実施アンケートに基づき、改善点を盛り込み実施する予定であったが、職員による

担当講師及び法人内行事との調整が難航し２０１４（平成２６）年度の本研修は未実

施であった。 

   

（５）パソコン活用の推進 

   ホームページの積極的活用、職員のパソコンスキルの向上、法人内のパソコン増台、

ｅメールアドレスの拡充、インターネット環境の整備、データの適切な管理等を推進

した。 

 併せて給与システムと連動した職員情報の管理ソフト及びグループウェアソフトを

活用して事務の効率化を図った。 

 

（６）ＩＳＯ認証資格 

  ２０１４（平成２６）年５月には維持審査を受け、活動を継続した。 

  また、ＩＳＯの体制を法人全体に拡大することを決定し、２０１５（平成２７）年

度からの適用拡大のプロジェクトと計画を立案した。 

  これにより、ＩＳＯ対象施設と対象外施設の事務手続き等の共通化が図れる見通し

となった。 

 

（７）地域交流 

  バザーや運動会等の行事や地域の清掃活動等の地域行事への参加を通じて地域との

交流を図り、地域との信頼関係及び社会的立場を確立し地域社会に貢献した。併せて

地元企業との協働や地元ボランティアの積極的受入れを推進した。 

  望みの門コミュニティセンターについては地域交流の場として引き続き活用した。 

 

 

４ 理事会及び評議員会の開催状況 

（１）理事会 

①第１６５回 

 開催日２０１４（平成２６）年５月２４日 

場所 望みの門紫苑荘 多目的ルーム 

出席 理事９名 監事２名 書面表決４名 

報告 法人・施設の現況報告 

   ２０１３（平成２５）年度 監事監査報告 

議事 第１号議案  ２０１３（平成２５）年度 事業報告の件 

第２号議案  ２０１３（平成２５）年度 決算の件 

     第３号議案  生活困窮者自立支援法に基づくモデル事業受託の件 

      第４号議案  奨学金制度施行の件 

      第５号議案  不動産購入（富津市湊７７３－１他）に伴う借入金の件 

第６号議案  諸規程制定及び改定の件 

そ の 他  退職者互助会の創設について 

  



②第１６６回 

   開催日２０１４（平成２６）年７月１５日 

場所 日本基督教団 西千葉教会 会議室 

出席 理事１１名 監事１名  

報告 法人・施設の現況報告 

   望みの門学園における不適切事例の件 

議事 第１号議案  購入不動産（富津市湊７７３－１他）活用の件 

そ の 他  炭焼き窯の建設とグループホームについて 

  ③第１６７回 

開催日２０１４（平成２６）年１０月２１日 

場所 日本基督教団 西千葉教会 会議室 

出席 理事１１名 監事１名 書面評決２名 

報告 法人・施設の現況報告 

議事 第１号議案  望みの門紫苑荘特殊浴槽更新の件 

第２号議案  炭焼き窯設置の件 

第３号議案  職員駐車場整備の件 

第４号議案  情緒障害児短期治療施設開設の件 

第５号議案  諸規程改定の件 

 ④第１６８回 

開催日２０１５（平成２７）年３月２３日 

場所 望みの門紫苑荘 多目的ルーム 

出席 理事１０名 監事１名 書面評決２名 

報告 法人・施設の現況報告 

千葉県指導監査報告 

      情緒障害児短期治療施設開設プロジェクト報告 

議事 第１号議案  ２０１４（平成２６）年度補正予算の件 

第２号議案  ２０１５（平成２７）年度事業計画の件 

第３号議案  ２０１５（平成２７）年度予算の件 

第４号議案  生活困窮者自立促進支援事業受託の件 

第５号議案  望みの門楽生園浴室跡改修工事に伴う追加工事の件 

第６号議案  定款変更の件 

 

（２）評議員会 

①第３４回 

開催日２０１４（平成２６）年５月２４日 

場所 望みの門紫苑荘 多目的ルーム 

出席 評議員１９名 監事２名 

報告 法人・施設の現況報告 

      ２０１３（平成２５）年度 監事監査報告 

議事 第１号議案  ２０１３（平成２５）年度 事業報告の件 

第２号議案  ２０１３（平成２５）年度 決算の件 



     第３号議案  生活困窮者自立支援法に基づくモデル事業受託の件 

      第４号議案  奨学金制度施行の件 

      第５号議案  不動産購入（富津市湊７７３－１他）に伴う借入金の件 

そ の 他     退職者互助会の創設について 

 

 ②第３５回 

開催日２０１４（平成２６）年１０月２１日 

場所 日本基督教団 西千葉教会 会議室 

出席 評議員２３名 監事１名  

報告 法人・施設の現況報告 

議事 第１号議案  望みの門紫苑荘特殊浴槽更新の件 

第２号議案  炭焼き窯設置の件 

第３号議案  職員駐車場整備の件 

第４号議案  情緒障害児短期治療施設開設の件 

 

 ③第３６回 

   開催日２０１５（平成２７）年３月２３日 

場所 望みの門紫苑荘 多目的ルーム 

出席 評議員２０名  

報告 法人・施設の現況報告 

千葉県指導監査報告 

      情緒障害児短期治療施設開設プロジェクト報告 

議事 第１号議案  ２０１４（平成２６）年度補正予算の件 

第２号議案  ２０１５（平成２７）年度事業計画の件 

第３号議案  ２０１５（平成２７）年度予算の件 

第４号議案  生活困窮者自立促進支援事業受託の件 

第５号議案  望みの門楽生園浴室跡改修工事に伴う追加工事の件 

第６号議案  定款変更の件 

第７号議案  監事選任の件 

 

５ 監査の実施状況 

（１）監事監査 

  ２０１３（平成２５）年度の利用者サービス及び事務処理の監査 

実施日 ２０１４（平成２６）年５月１９日 

  対 象 法人本部及びのぞみ会全施設、全事業 

（２）千葉県君津健康福祉センター監査 

  ２０１３（平成２５）年度の業務に対する指導監査 

  実施日 ２０１５（平成２７）年１月２９日、３０日 

対 象 法人会計、望みの門学園、望みの門楽生園、望みの門紫苑荘（短期入所含む）、 

望みの門かずさの里、望みの門方舟乳児園、望みの門富士見の里（短期入所  

含む） 



（３）君津健康福祉センター（保健所）巡回指導 

  給食施設の衛生管理及び栄養管理に関する状況把握のための巡回指導 

実施日 ２０１４（平成２６）年８月２０日 

  対 象 合同厨房、望みの門富士見の里 

    

 

６ 職員の採用退職 

（１）職員総数 259名（うち非常勤職員 60名） ※2015.3.31日現在 

 

（２）2014（平成 26）年度中の職員の採用退職 
（※2014.3.31退職者含み、2015.3.31退職者含まず） 

採 用 退 職 再雇用 

47名（15名） 30名（7名） 3名（0名） 

     （ ）内非常勤再掲 

 

 

７ 事務処理の状況 

（１）機関紙発行 

 法人の情報発信を機関紙「望みの門」として後援団体・個人、関係団体・個人等に年３

回発行した。第６５号（４／１）、第６６号（８／１）、第６７号（１２／１） 

 

（２）軽井沢の家利用状況 

  月 

利用 
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

延べ日数 3 3 0 4 31 7 5 0 0 0 0 0 53 

延べ人数 12 21 0 16 172 25 21 0 0 0 0 0 267 

 

 

（３）年間行事等実施状況 

実施月 内  容 

４月 

1日 

3日 

7日 

機関誌発行・ 辞令交付式  

新任職員研修(～5日 第 1回:22名 富津岬荘） 

幹部会議 

５月 

1日 

8日 

9日 

10日 

11日 

15日 

24日 

健康診断(～2日) 

ISO推進会議   

監事監査 

環境整備側溝掃除（東区） 

環境整備側溝掃除（川名区） 

ISO維持審査（～16日） 

第 165回理事会・第 34回評議員会（多目的室） 創立記念感謝礼拝 



６月 

2日 

7日 

14日 

辞令交付・幹部会議 

望みの門バザー・ピーターパンの会総会(ホテル千成) 

京葉後援会総会 

７月 
1日 

15日 

辞令交付 

第 166回理事会(西千葉教会) 

８月 

1日 

4日 

18日 

20日 

機関誌発行 辞令交付 

幹部会議 

ISO会議（～19日） 

合同厨房 君津保健所巡回指導 

９月 

1日 

16日 

19日 

辞令交付 

ISOマネジメントレビュー 

富津市長敬老訪問 

１０月 

2日 

7日 

11日 

17日 

21日 

法人実践発表大会(君津メディカルスポーツセンター  81名) 

幹部会議 

第 45回地域交流スポーツ大会 

新任研修（～18日 第 2回：15名 望みの門紫苑荘多目的室） 

第 167回理事会・第 35回評議員会（西千葉教会） 

１１月 

3日 

4日 

10日 

17日 

望みの門かずさの里感謝祭 

辞令交付 

第 1回情短プロジェクト会議(西千葉教会) 

～23日収穫感謝礼拝 

１２月 

1日 

13日 

25日 

幹部会議 

合同クリスマス会 

看護員研修（望みの門紫苑荘多目的室 10名） 

１月 

1日 

5日 

15日 

20日 

29日 

元旦礼拝  

幹部会議 

第 2回情短プロジェクト会議(望みの門紫苑荘多目的室) 

ISO推進会議 

～30日 千葉県指導監査（29日富津地区、30日かずさ地区） 

２月 

3日 

6日 

24日 

26日 

幹部会議 

ISO内部品質監査員養成講座 

望みの門京葉後援会研修 37名 

副施設長・主査研修(君津メディカルスポーツセンター 14名) 

３月 

2日 

5日 

10日 

23日 

幹部会議 

～6日 副主査研修(第 1回 14名 ホテル静養園) 

第 3回情短プロジェクト会議 

第 168回理事会・第 36回評議員会（望みの門紫苑荘多目的室） 

 

 

 



８施設整備 

（１）本部施設整備 

   岩坂 52-5住宅フェンス        403,909円（ 5／22） 

   折畳テント             318,025円（ 8／12） 

   岩坂 52-5住宅エアコン        108,000円（11／13） 

   かずさの里コミュニティホール進入路 864,000円（12／25） 

   炭窯小屋              999,000円（12／25） 

   職員住宅給水ポンプ         910,440円（ 3／31） 

 （２）本部･各拠点区分１００万円以上の支出（工事、物品購入 等） 

 ①法人事務局 

  ａ情緒障害児短期治療施設用土地 

   金 額：30,000,000円 支払先：アールイーワンホールディングス株式会社 

  ｂ情緒障害児短期治療施設用建物 

   金 額：37,800,000円 支払先：アールイーワンホールディングス株式会社 

  ｃ富津市市有地 

   金 額：60,838,830円 支払先：富津市 

  ｄ職員駐車場用地 

   金 額： 4,000,000円 支払先：地元住民 

    ｅ炭窯 

   金 額： 2,052,594円 支払先：伊東建設興業株式会社 

 ②望みの門楽生園拠点区分 

ａ浴室増築工事 

 金 額： 8,813,045円 支払先：伊東建設興業株式会社 

ｂ楽生園２階浴室工事 

 金 額： 2,880,165円 支払先：伊東建設興業株式会社 

  ③望みの門紫苑荘拠点区分 

   ａ特殊浴槽設置工事 

    金 額： 3,033,428円 支払先：株式会社シルバーとっぷ 

   ｂダイハツタント 

    金 額： 1,484,880円 支払先：ダイハツ千葉販売株式会社 

   ｃエアコン設置工事 

    金 額： 2,494,800円 支払先：富二電機株式会社 

  ③望みの門新生舎拠点区分 

ａハイゼット カーゴ 

 金 額：1,180,000円（助成金：800,000円） 

支払先：ダイハツ千葉販売株式会社 

 

９資金概要 

 （１）法人本部の２０１４（平成２６）年度の主な収入 

   ①雇用奨励金３８３万円（前年度２７１万円増。申請方法変更後） 

   ②寄附金８３２万円（前年度比１３９万円増だが高額寄付３００万円有） 



   ③貸付金回収５,３００万円（ハイム及び富士見の里から貸付金回収） 

   ④繰入金収入４,７００万円（各施設より） 

   ⑤借入金収入５,５００万円（紫苑荘及びデイサービスより） 

   ⑥設備資金借入金収入４,０００万円（君津信用組合より） 

 （２）法人本部の２０１４（平成２６）年度の主な支出 

   ①人件費（前年度比２７８万円増） 

   ②情緒障害児短期治療施設用経費（１０～３月） 

（電気５７万円 水道５万円 セキュリティ５２万円 電気保守１６万円） 

   ③固定資産の取得１４,２６５万円 

（富津市湊土地・建物 富津市富津土地 職員駐車場用地 岩坂の家フェンス 

 コミュニティホール進入路 炭窯及び小屋 職員住宅給水ポンプ バザー用 

テント 岩坂の家エアコン） 

④訪問看護ステーションへの貸付５７２万円 

地域包括サポートセンターへの貸付１,０４５万円 

⑤君津ふくしネットへの繰入２５９万円 ベテルへの繰入４００万円 

 


