
平成 28年度 法人本部 事業報告 

 

Ⅰ．総括の概要 

・平成 28 年末から平成 29 年 2 月にかけての機能分化と機能強化のための施設 の

建設及び改修工事が一段落し、それぞれ計画に沿って着実に事業を展開すること

ができた。 

しかし、グループホーム及び児童の事業所において、人事異動の結果、サービス

管理責任者及び児童発達支援管理責任者が 11 月まで配置できない事態が生じ、支

援費の減算対象とされて収入が予算を大きく下回った。 

・サービスの質の向上に向けて、人権擁護の全職員研修会を２回開催、新採用者研

修・リーダー職研修・管理職研修の開催、それぞれの事業所における実務研修な

ど職員研修に積極的に取組んだ。また、外部研修にも積極的に職員を参加させた。 

・サービスセンターにおいて第三者評価を受診し、業務やサービスの質の振り返り

をするとともに、広報活動の推進など新たな課題も見出した。 

・5 事業所に防犯カメラ等を設置し外部からの不審者の侵入に備えた。 

・職員の採用活動は、厳しい状況にあったが、ほぼ求人を満たすことができた。    

 

Ⅱ．項目別総括 

１．事業所における障害福祉サービスの質の向上をいっそう図る。 

そのために、必要な人材の確保、育成をいっそう推進する課題； 

  ① サービスセンターにおいて第三者評価を受診した。（別紙資料）  

  ② 職員研修を充実させた。（別紙資料） 

  ③ 社会福祉法人制度改革について、役員・評議員及び職員学習会を行った。 

  ④ 新しい『職務基準表』を目標管理の中に位置づける評価制度を推進した。 

  ⑤ 人材確保に向けて、就職フェアへの参加、インターンシップの受け入れ、法

人独自の就職説明会などを行った。 

  ⑥ 実践紀要集第 10 号を刊行した。 

２．リスク管理を徹底する課題； 

  ① 車輌事故について 

     車輌事故報告件数は、26 件であった。そのうち警察に届けたもの 3 件、当

方の過失割合が大きかったものが 2 件。このため、割引等級が 1 ランク下が

った。無事故に向けて、3 月 17 日（金）安全運転講習会をもった。 

  ② 苦情解決について 

解決困難な苦情は寄せられず、初期対応で適切に処理できた。 

③ 有限会社キョウワとの間の訴訟について 

   平成 27 年 8 月に起きた同社のハーモニーケア事業所の玄関の一部を車椅子

で傷つけたことに対して、玄関の全面改装を求められて始まった件であるが、

平成 28 年 11 月 21 日に結審した。先方要求額の半額、全経費 15 万円ほど（修

繕費用約 10 万円、弁護士費用等約 5 万円）の出費となった。     



④ 虐待防止の取組みについては、3 回の虐待防止委員会（名称を人権擁護委員会

に改称）を開催し、全職員研修会を 2 回もった。うち 1 月 28 日に加茂文化セ

ンターホールを借り切ってもったものは、（有）ライフアシストと共催で 134

名を集めての学習会となった。 

⑤ 職員に対するストレスチェック（2 回目）を行った。全体として、上司・同僚

から支援が多い傾向であるが、ストレスフルな職場もあることが明らかとなり、

全体として対策を講じている。 

 

３．今後の事業展開を裏付ける財務基盤の強化を図る課題； 

    ① 昨年度理事会・評議員会の議決に基づき、総額 24,000 千円の積み立てを行っ

た。 その結果、積立金の状況は次の通りである。         

単位（千円） 

 

 

 

    

 

 

② 福祉充実残額（内部留保）については、△195,130(千円)となった。 

 

Ⅲ．今後の課題（事業計画『重点施策』から） 

 全体として、『いづみ☆みらいプロジェクト』4 年目としての課題実現を進め、新た

な 5 年を視野に入れた『いづみ☆みらいプロジェクトⅡ』の策定準備にかかる。 

１．社会福祉法人制度改革に積極的に取り組む。 

２． 障害福祉サービスの質の向上をいっそう図る。そのために、必要な人材の確保・

育成にさらに努める。 

３．リスク管理をさらに徹底する。 

４．今後の事業展開を裏付ける財務基盤の強化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 28 年度積立額 累計額 

施設建替え積立金 15,000 35,014 

施設建設積立金 7,000 7,000 

修理修繕・備品購入積立金 2,000    2,000 

計 24,000 44,014 



平成 28 年度 地域活動支援センター いづみ 事業報告 

 

Ⅰ．総括の概要  

    ・ 地域活動支援センターの役割を見直すということで、事業部小委員会などを通じて 

検討を行なった。 

 ・ 在宅で過ごされているご利用者に当事業所を知っていただくことを目的にリーフレ

ットを作成し、行政や関連機関などに配布を行った。 

 ・ 実施行事について、参加人数が少なくご利用者の固定化が見られているため、利用

状況や今後の課題を、木津川市（社会福祉課、健康推進課）や精華町と協議した。 

 ・ 家族交流会を 2ヶ月に 1回実施し、ご家族の交流の場とした。 

      

【登録状況】 

 総数 木津川市 笠置町 和束町 精華町 南山城村 

平成 28年度 ４５名 ３６名 ３名 ２名 ４名 0名 

平成 27年度 ４３名 ３５名 ２名 ２名 ４名 0名 

 

 

Ⅱ．項目別総括  

 １．サロン活動  

  ・ ちくたくで作業に参加されるご利用者が増え、地域活動支援センターのサロンを

利用される方が減った。 

  ・ サロン行事については、ちくたくの作業の息抜きとして参加されるご利用者やち

くたくに登録をされていないご利用者の参加もあり、安定して実施することがで

きた。 

  ・ サロン行事の内容については、ご利用者の意見を取り入れつつ、事業所内では実

施が難しい体を動かすプログラムについては加茂青少年センターやいづみホール

などを利用し実施した。 

 

 総数 木津川市 笠置町 和束町 精華町 南山城村 

平成 28年度 ５４４名 ４２４名 ８９名 １１名 ２０名 0名 

平成 27年度 ６５０名 ５０１名 １１６名 ７名 ２６名 0名 

＊委託事業も含む 

 ２．相談事業 

  ・ 来所が難しいご利用者も多く、電話相談、メールでの相談、訪問（月に３～４件）

などの対応を実施した。 

・ 希望のあったご利用者に対しては適宜、面談を実施した。 

・ 「面談会」ということで希望を募るかたちで実施を呼びかけたが、希望は 7 名の

ご利用者のみであった。 

 



 ３．委託事業 

    グループワーク（木津川市、月 1 回） 

    ・ 調理実習や藍染め体験、軽スポーツ、クラフトづくり、外出などの活動を行

った。 

    ・ 参加人数については平均 3.5 名（昨年度は 4 名）と少なくなってきている。 

    ・ 心の健康推進委員さんも毎回 2 名程度の方にご参加いただいた。 

    ・ 今後のあり方について、木津川市と協議をする場を持ち、検討を行った。引

き続き、木津川市と連携をしながら、在宅のご利用者にも呼びかけていくこ

ととなった。  

 ４．出張サロン 

  （１）女性の集い（木津川市、第 2 火曜日） 

    ・ お菓子作りを中心に活動を行った。 

    ・ 参加人数については平均 3.8 名（昨年度は 4.3 名）であった。 

    ・ 女性の集いにのみ参加されているご利用者もおられ、少人数ではあるが、貴

重な機会となっている。 

  （２）スイーツサロン（精華町、第 3 火曜日） 

    ・ 菓子作りを中心に活動を行った。 

    ・ 参加人数については平均 1 名（昨年度は 1.7 名）であった。 

    ・ 定期的に参加していただいていた 1 名のご利用者がご家族の介護の都合で参

加が難しくなり、1 名の方のみでの活動が続いている。 

 ５．普及啓発活動 

   ・ 「いづみからの便り」を月１回発行し、来所が難しいご利用者などに情報提供

を行なった。ご利用者にも編集に関わっていただき、紙面の充実に取り組んだ。

便りが届くのを楽しみにしているなどの声もいただいている。 

   ・ 現在ご利用のない在宅の精神障害の方にも地域活動支援センターを知っていた

だくことを目的に、行政や精神科の病院にセンターのリーフレットを配布した。 

 

Ⅲ．今後の課題   

（１）ご利用者ごとに支援の方向性を明確にし、支援を行なう。 

    各ご利用者からていねいにニーズ把握を行い、支援につなげていく。 

（２）地域活動支援センターの役割を引き続き、模索していく。 

  ・ 在宅の方に情報が届くように、行政や医療機関と連携をとりながら、普及啓発

活動に継続して取り組む。 

  ・ 地域活動支援センターの役割について、事業部・相談支援センターなどと連携

して検討を行ない、独自の役割を明確にする。 

 

 

 

 

 



平成 28 年度 いづみ ワーキングサポートちくたく 事業報告 

 

Ⅰ．総括の概要  

     ・ 平成 27年 11月より「いづみワーキングサポートちくたく」(就労継続支援 B型 

事業所)を開設し、平成 28年度は１年間を通して、事業を実施した。 

  ・ 利用契約者は開所当初は 12名だったが、平成 28年度末で 22名となった。 

  ・ 今年度は安定して作業を提供できるように、下請け業者の調整を実施した。商品

の引き取り、納品などがしやすい近隣地域で、比較的工賃が高く、安定して作業

をいただける 4社（木津川市、宇治市、八幡市、奈良市）に絞った。 

  ・ 自主製品については、バザーでの販売を目的に 10月にキャンドルづくりに取り組

んだ。 

  

Ⅱ．項目別総括  

(１) 個別支援計画に基づき作業支援を行う。 

   ① 下請け作業 

    ・ 下請け業者を４社に絞り、安定した作業量の確保に努めた。 

    ・ 同じ種類の作業を安定して提供できるようになり、ご利用者に合わせた作業

設定を行なうことができるようになった。      

② 自主製品 

 ・ 補助的な作業として、バザーでの販売を目指し、キャンドルの制作と販売を

行なった。 

 ・ 今後の展開については、作業内容・実施方法などの検討を行なう必要がある。 

(２) ご利用者が事業所に継続して通うことが出来るように支援をする。 

   ・ 精神障害のご利用者については、不調な時期には長期間通所が難しくなる方が

多かった。電話での相談や自宅訪問を実施し、通所再開のきっかけをつくって

いただけるように支援を実施した。 

   ・ 継続的に通っていただくことができるようになったご利用者からは、生活リズ

ムが整い、精神面での安定にもつながっているとの声をいただいている。 

   ・ 脳血管障害や高次脳機能障害のご利用者については、城陽にある「ひまわり」

（高次脳機能障害に特化した事業所、自立訓練事業）や相談支援センターとの

連携をとりつつ、障害の状況の把握などに努めた。 

   ・ 地域活動支援センターを登録されているご利用者については、地域活動支援セ

ンターの職員と連携しご本人の調子や気持ちの把握に努めた。 

    

Ⅲ．今後の課題   

（１） 支援計画をもとにした支援を行ない、安定した通所につなげる。 

 ご利用者ごとの通所目的にそった支援の実施 

（２） 就労継続支援事業の役割を果たし、安定した事業所運営を行う。 

 就労支援会計の改善を行なう。 



【利用状況】 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

契約者数 18 人 19 人 20 人 21 人 21 人 22 人 

のべ利用者数 130 人 189 人 181 人 179 人 183 人 175 人 

開所日数 19 日 19 日 22 日 19 日 20 日 20 日 

1 日平均利用者数 6.8 人 9.9 人 8.2 人 9.4 人 9.2 人 8.8 人 

 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

契約者数 22 人 22 人 22 人 22 人 22 人 22 人 

のべ利用者数 176 人 187 人 149 人 138 人 134 人 149 人 

開所日数 20 日 20 日 19 日 18 日 20 日 22 日 

1 日平均利用者数 8.8 人 9.4 人 7.8 人 7.7 人 6.7 人 6.8 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 28 年度 サービスセンター いづみ 事業報告 

 

Ⅰ．総括の概要 

・職員確保に努め、新規ガイドヘルパー2 名を採用した。7 月から、常勤男性職員の異動･

転入があったため、支援が充実されてきた。 

・ホームヘルプ 3 名、ガイドヘルプ 9 名、計 12 名の新規ご利用者を受け入れた。 

2 月に第三者評価を受診した。法人の基本方針が明文化されていないことへの指摘は

あったが、中長期計画が立てられていることや研修計画がきちんとされていることな

ど、福祉会としてしっかり取り組みをすすめられていると、概ね良い評価を得ること

ができた。 

・平成 29 年度より移動支援事業・日中一時支援事業の支給単価の見直しが行なわれるこ

とになり、平日の移動支援事業や一時支援事業の支給単価が下がることになった。ま

た、グループホームご利用者が日中一時支援事業を利用できなくなることになったた

め、グループホームご利用者が土曜デイ活動を継続して取り組める方法がないか検討

を続けた。 

 

Ⅱ．項目別総括 

１．重点施策 

（１） サービスを安定して提供するため、職員確保に努める 

女性ガイドヘルパーを 2 名採用した。常勤男性職員が補充されたため、平日の支援

は体制が整ってきたが、土日に対応できる男性ガイドヘルパーの確保が課題として

残っている。 

（２） ガイドヘルパー養成講座の内容を充実させる 

相談支援センターの臨床心理士による、障害についての講義もパワーポイントを使

うなど、わかりやすい講義の運営をすることができた。 

 

２．項目別総括 

（１） ホームヘルプ 

新規ご利用者や担当ヘルパーが交代した時、支援計画の変更時等、報告書で気にな

る記載があった場合などを中心にケース会議を開催して、支援方法の確認等を行な

った。 

第三者評価でご利用者ごとの手順書の作成を指導された。 

新規契約者 3 名。 

（２） ガイドヘルプ 

ガイドヘルパーの仕事を紹介するＤＶＤを 2 本作成し、講座で上映した。 

ガイドヘルパー養成講座を開催して、16 名の参加があった。その中から、2 名を採

用することができた。 

新規契約者 10 名。 

 



（３） 日中一時支援 

土曜デイでは、マイクロバスを使用して遠方（海遊館）への遠足を企画した。また、

カラオケやボウリングなどの外出の機会を作るとともに、残ってゆっくり過ごすグ

ループを作るなど、ご利用者のニーズに合わせた取り組みを考えた。 

（４） 福祉送迎サービス 

福祉有償運送の講習会に 5 名が参加。資格の取得に務めた。 

（５） 計画相談 

ワーキングセンターのご利用者 12 名と地域のご利用者 1 名のモニタリングと計画

作成を行なった。 

 

Ⅲ．今年度の課題 

  昨年度第三者評価を受診し、事業の改善点が明確になった。特に、サービスセンター

からご利用者・家族に対して、理念や事業計画その他情報を発信する機会がなかった

ため、今年度はご利用者にサービスセンターのことを知ってもらえる取り組みを考え

ていきたい。 

また、土曜デイ活動では、生活介護事業と一時支援事業を併用していくことになった

ため、ワーキングセンターと連携しながら、安定した事業運営をすすめていきたい。 

平日の移動支援事業・日中一時支援事業の単価引き下げへの対応や、制度外サービス

提供事業の実施、職員確保への取り組みもすすめていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 28 年度 相談支援センター いづみ 事業報告 

 

Ⅰ．総括の概要 

  ８人体制で基幹相談支援センター業務・療育等支援事業、計画相談作成業務などを実

施した。上半期は昨年度十分な対応が出来なかったケースやサービス等利用計画へのフ

ォローを中心に取り組みを行った。下半期からは職員の専門性を活用しながら、様々な

心理検査の実施やペアレントトレーニングなど新たな取り組みを行った。 

また、主任２人体制を活かし、組織的な事業所運営を行う基礎を固めることができた。

しかし、相談支援員一人当たりの担当ケースが 80～90件になり、職員間の受け持ちケー

スのバランスに適切さが欠ける傾向があったため、①ケース内容を 5 段階に分類②困難

なケースや新規ケースは複数担当者で対応する③シンプルなサービス利用調整のみのケ

ースは支援センター全体でかかわる④定期的かつ効率的なモニタリングの実施のための

体制を工夫する、などの検討を行なった。今後さらに、組織的な相談支援事業を実施と

相談支援員を組織的にバックアップすることが重要になると考えている。 

また、特定事業所加算事業所として指定申請を行い、12月から加算対象事業所となっ

た。 

 

Ⅱ．項目別総括 

 １．基幹相談支援事業 

  （１）障害児者等一般相談支援 

    ① 障害児者・家族への制度利用や支給申請における制度説明と利用調整 

② 各障害児者支援事業所、保育園、小中学校、支援学校等との連携につとめた 

    ③ 市町村行政および山城南保健所、社会福祉協議会などとの情報共有をはかった 

基幹相談支援実績数（延べ人数）                   （単位：人） 

    総 数 身 障 重 心 知 的 精 神 発 達 高次脳 難 病 

28 

年 

度  

成人 345 44 11 106 150 12 7 15 

児童 230 6 14 75 2 133 0 0 

総計 575 50 25 181 152 145 7 15 

27 年度 487  46  27 185 135 78  13   3 

 

基幹相談支援実績数（件数）                    （単位：件） 

 

 

 

  訪問 来所相談 同行 電話・メール 機関連携 ケース会議 

28 年度  185   78   40  3555  2767   198  

27 年度  197  109  34 3272 2873  259 



（２）市町村自立支援協議会の運営 

    ① 全体会１回、こども部会２回、居宅事業部会２回、相談支援部会２回  

    ② 山城南圏域自立支援協議会との連携 

        グループ型ガイドヘルプ事業の制度化に向けての取り組みを行い、平成 29

年度からの制度化に結びつけた。 

（３）虐待防止センターの運営 

     対応事例なし 

（４）相談支援強化事業 

     ① 困難事例対応（101 件）   

     ② 困難事例対応における多機関連携、他事業所に対する助言 

     ③ 各種心理及び発達検査の実施 

     ④ ペアレントトレーニングの実施 

２．療育等支援事業 

 （１）訪問療育；各家庭に出向き、障害児者の生活場面を共有した療育や教育・生活相

談を実施した 

（２）外来療育指導；支援センターに来所された方々の相談支援業務を行った 

（３）施設一般指導；保育園、学校、事業所への訪問やケース会議などを通じて具体的 

   なケース対応等について情報共有や助言を行った         （単位：件）          

  訪問療育相談 外来療育相談 施設指導一般 

平成 28 年度 337  122  439  

平成 27 年度 423  193  275  

３．地域移行・地域定着事業 

（１）地域移行事業 

対象ケース１件実施（８年間入院されていた男性：３月退院） 

（２）地域定着事業 

該当ケースなし 

４．計画相談・児童相談支援事業＝サービス等利用計画作成およびモニタリング 

計画作成およびモニタリング人数  （単位：件） 

計画相談(成人)    271  

児童相談支援（児童）    217  

合  計    488  

（１）相談支援専門員の増員 

職員２名が 9 月に相談支援専門員資格を取得した。 

 （２）作成にあたって 

      モニタリングを実施していないケースがあり、今後の課題となった。平成 29

年度は２ヶ月先のモニタリング件数の把握と担当者を確認する体制でもれの

ない実施を目指す。 

 

 



Ⅲ．今後の課題 

１．一般相談業務と療育等支援事業業務および計画相談業務の役割分担の整理 

    ２．サービス等利用計画の質の向上に向けての取り組み 

   ３．重症心身障害児(医療的ケア)、軽度発達障害児への支援体制の構築や専門性の向上 

   ４．自立支援協議会の役割や取り組みの拡大 

５．介護保険事業所との連携の強化・情報共有 

６．相談支援センター／相談支援専門員用の職務基準表や（仮）行動指針の作成に向

けての準備を行なう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 28 年度 グループホームサポートセンター いづみ 事業報告  

 

Ⅰ．総括の概要  

   ･ 高齢ご利用者の介護保険利用と認知症対応には、研修・セミナー等へ参加し、暮ら

しがより良くなるサービス情報を共有し実施している。 

・ 常に危機感を保つために職員研修を実施し、ノロウイルス・インフルエンザ対策・

その他感染疾病に伴う衛生管理を徹底し流行を最小限に抑える事ができた。 

・ ご利用者のご逝去での５カ月間 1 名減の状態、「サービス管理責任者欠如減算」そ

れに伴う「個別支援計画未作成減算」が減収の原因となっていたが、12 月からは

サービス管理責任者を配置できた。 

・ 夜勤パートが不足し常勤職員の夜勤配置多くなったために日勤体制が手薄なる事

があった。 

 

Ⅱ．項目別総括  

１． 重点施策 

（１） 「介護保険制度について」「認知症対応について」の学びを深める 

① 介護技術及び支援技術の向上のため積極的に認知症介護研修を受講し、定例

会議・全体会議等で共有を図り支援に繋げた。 

② ケアマネジャーと支援者のサービス調整会議で支援内容を共有した。 

（２） サービス等利用計画と個別支援計画を主軸にして安定した生活に繋げた。 

（３） 職員育成、研修の充実 

サービス管理責任者研修受講で総合的に支援内容を深め、個別支援計画作成

へ理解と実践に繋がった。 

（４） 地域福祉拠点となるグループホームの役割としての積極的な短期入所利用に

は至らなったが、随時受入可能な体制を作れた。 

 ２．その他 

（１） ご利用者のグループホームでのライフスタイルを一緒に考え実施し修正しな

がら、穏やかに健康で過ごせ規則正しい生活に繋げていくことができた。 

（２） 食材料費については地産地消を考慮し、水光熱費等については動向を意識した

運営を職員に周知できた。 

（３） ご家族にご利用者が暮らしているイメージを感じてもらえるよう、茶話会・試

食会等を取り入れグループホームでの生活を知ってもらった。 

（４） 勤務日数が少ない職員が多く情報共有しにくいため、職員間の交流・学習会の

機会を多く作った。 

 

Ⅲ．今後の課題 

（１）ご利用者の健康管理とくつろげるグループホームでの暮らしの実現。 

（２）サテライト型導入を視野に入れ地域での暮らしの検討と柔軟に受入可能な短期

入所の整備。 



平成 28 年度 いづみ 児童デイサービス 事業報告 

    

Ⅰ．総括の概要  

・事業所を４カ所に分けて活動する計画を立て、利用児童の課題分析を行い、集団の組

み換えを検討した。新事業開始に向けて丁寧に時間をかけて取り組んだ。 

 ・研修を受け、４事業所に児童発達支援管理責任者を配置することができた。 

  

Ⅱ．項目別総括 

 １．「児童デイサービスかも第二（ジャンプ）」について 

中高生が加茂支所の３階で活動した。図書館の積極的な利用や、文化センター調

理室の活用なども行い、充実した療育活動が出来た。 

２．「児童デイサービスきづ（わっか）」について 

４つ目の事業所の特色を模索し、下半期は様々に児童を分けて試行的療育活動を

行った。その結果、平成２９年度からは「重症心身障害児のみの利用日」「地域

小学校児童のみの利用日」「高等部２～３年生のみの利用日」の３つに集団を分

類し、目的別療育として実施していくことを決めた。 

３．地域小中学校在籍の軽度発達障害児への支援と訪問療育等の実施 

（１）軽度発達障害児の課題について、相談支援センターと協議した。 

（２）アスペルガーや高機能自閉症などの発達障害児童に焦点を当て、コミュニケー

ションスキルや他者との折り合いの付け方を支援する方法などを検討する機

会を多く持ち、次年度活動に活かした。 

（３） 長期で利用を中断している児童には、電話相談や家庭訪問を行うなど、相談

支援センターと連携して対応した。 

４．福祉・療育に必要な人材の育成をさらに推進、支援の向上を図る。 

   外部研修には積極的に参加し、報告を内部で行い、全体で共有した。 

 

Ⅲ．その他 

 １．児童の利用状況について 

   （１）家庭環境等により、年度途中で施設入所した児童が３名あった。 

   （２）地域小学校の高学年児童のなかには、サービス利用に負担を感じて休むケー

スが数件あった。難しい年齢の児童支援の在り方について、相談支援センタ

ーとより積極的な連携が必要であった。 

 ２．土曜活動について 

   （１）学校長期休暇以外の土曜日に中高生活動、小学生活動を行った。毎回、好 評

であったが、スタッフ確保に苦労した。 

（２）春と秋に遠足を実施した。（食品つくり体験） 

（３）家族交流会としてサツマイモ掘りと餅つきを実施し、延べ２３家族が参加さ

れた。よい交流の時となり、ご家族も喜ばれていた。 

 



（４）通常校時では利用できない地域中学の児童も毎回参加され、日常の様子を保

護者と意見交換できる貴重な機会となった。 

 ３．放課後等デイサービスの動向について 

   （１）毎年のように事業所数の増加は続いており、南山城支援学校生が利用してい

る事業所だけでも５０カ所ある。１週間に複数の事業所を利用している児童

も多く、連携の必要性を感じるが、現実には難しい状況である。 

   （２）警報で支援学校が休校となった日、利用児童が早朝から他事業所の日中一時

支援等に出向き、デイの利用が激減した日があった。また、利用調整等の相

談も多く、今後は利用児童の受け入れに工夫が必要であると思われる。 

   （３）上記のことを踏まえ、今年度は初めて「放課後等デイサービス説明会」を２

回実施した。広報が成功した２回目は保護者のみならず、保育所や児童クラ

ブの指導員などの参加もあり、新規利用の受け入れに繋がったので、次年度

も実施する予定である。 

 

４．ご利用児童実績推移（延べ人数） 

 かも（ホップ） きづ第二（ステップ）  かも第二（ジャンプ）  きづ第二（土曜活動）  合 計 

H26 2,469 2,215 2,328 253 7,265 

H27 2,110 2,263 2,563 274 7,210 

H28 2,128 2,238 2,816 228 7,410 

 

Ⅳ．今後の課題 

１． ４事業所の基盤作りと「いづみ児童デイサービス」としての組織力強化 

  各事業所の職員間連携を意識した運営を行う。 

２． 目的別療育事業所『わっか』の本格的な実施 

  目的ごとに編成した児童の特化した療育活動を実施する。 

３．職員研修の充実 

    今年度は、放課後等デイサービスの研修会に全職員が参加し、内部報告会を 

実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 28 年度 ワーキングセンターいづみ 事業報告 

 

Ⅰ．総括の概要 

・ 機能分化を具体化し過密の解消を実施した。また、よりご利用者にあった支援を行

なうため、作業班体制の見直しを実施し、高齢グループ（カラフル班）、少人数グル

ープ（ガンバ班）の二つの班を新たにつくった。 

・ ご利用者の作業を通したやりがいを高める取り組みを各作業班の事業計画に位置づ

け、ご利用者とのミーティングや研修などを行なった。 

・ 支援の質の向上、虐待防止の取り組みをすすめるため、職員の階層（新任、中堅）

ごとや担当ご利用者の課題ごとに職員が集まり、事業所内で研修を行なった。 

 

Ⅱ．項目別総括 

１．支援事業について 

 （１）生活介護事業 （定員：４４名／在籍者：５３名） 

     機能分化の具体化のなかで、よりご利用者にあった作業班体制に再編を行なっ

た。多くのご利用者が新しい環境にも慣れ、支援計画をもとに作業内容や活動

の幅を広げ取り組むことができた。 

 （２）自立訓練事業 （定員：６名／在籍者：３名） 

     支援学校を卒業されて 1～３年のご利用者に対して、個々の支援計画にもとづ

き仕事に向かう姿勢をつくる関わりを実施した。 

 （３）就労継続Ｂ型事業 （定員：１０名／在籍者：７名） 

     安定した作業の提供と対人関係を中心とした支援を継続しながら、作業へのや

る気が高まる取り組み（勉強会、生産計画など）をご利用者と一緒に取り組ん

だ。 

 

２．作業班別活動について 

    今年度は奈良の薬師寺様からのご注文と合わせ、事業計画をもとに順調に売上

を伸ばすことができた。ご利用者には年２回の賞与（各 10,000 円）以外にも、

年度末に臨時手当（年間総作業時間×5円）を支給した。 

（１）パン・営業班：11名【 売上計画：\11,000,000、実績：\10,592,777 】 

   ・ 茶処ラスク・茶処シュトーレンの「茶処シリーズ」については、委託販売でも

安定した売上げを確保することができている。（月間 80,000円程度） 

   ・ 引き続き、ラスクなどの日持ちのする商品の売上比率を上げられるように取り

組みを行なった。（今年度売上比率 パン：66.3％、ラスク・シュトーレン：

33.7％） 



・ 毎月、ご利用者とのミーティングを実施し、パンの技術の向上のための学習や

売上の状況などの確認を一緒に行ない、ご利用者のやりがいにつなげた。 

   ・ パンの設備が老朽化してきており、オーブンの天板の取替えや修理などを適宜

実施した。 

 

  （２）クラフト班：33名【 売上計画：\5,000,000、実績：\4,686,240 】 

   ・ 奈良の薬師寺様より、草木染ショール 1,000本のご注文をいただき、11月に納

品した。クラフト班全員で協力して取り組み、自信につなげることができた。

また、仕上げ作業などはいづみワーキングサポートちくたくや家族会にもご協

力をいただいた。 

   ・ 薬師寺の作業と並行しつつも、奈良町での販売会を年 4 回開催することができ

た。織りの商品のバリエーションの充実、季節にあった色合いの商品づくりの

取り組みが売上げにつながった。 

   ・ 軽作業班を今年度より廃止し、軽作業はクラフト班の作業と組み合わせて、作

業を提供した。様々な組み合わせで、よりご利用者にあった作業設定ができる

ようになった。    

  （３）少人数グループ（ガンバ班）：4名  

   ・ ４月より、新しく４名のご利用者で活動を開始した。少人数の作業班というこ

とで、職員とも安心できる関係を結んでいただくことができ、行動障害のある

ご利用者にも安心して過ごしていただけるようになった。 

・ 視覚支援を行ない、分かりやすい活動の流れを提示し、軽作業・納品・園芸・

紙すきなどの作業に取り組んだ。     

  （４）重度グループ活動（パワフル班）：8名 

   ・ ４月より、８名のご利用者の活動場所と食事場所を変更した。過密による接触

の心配も減り、ゆったりした環境を用意することができた。 

   ・ 高齢グループ（カラフル班）との合同行事を実施するなど、活動の幅を広げる

ことができた。 

   ・ 紙すきハガキについては生産量の確保をしつつも委託販売を開始した。毎月売

上げが上がることで、ご利用者のやりがいにもつながった。 

（５）高齢グループ（カラフル班）：5名 

   ・ ４月より、６名のご利用者で活動を開始した。（７月にご利用者が１名お亡くな

りになり、現在は５名） 

   ・ 同じ室内にロッカーや食堂があることで、ご利用者の移動も減り体力面や移動

での不安を軽減することができた。 



   ・ 楽しめる活動とやりがいになり無理のない作業のバランスをとりながら、日課

の組み立てを行った。 

 

Ⅲ．今後の課題  

（１） それぞれのご利用者の視点でのやりがいや生きがいが感じられる作業や活動を支

援計画に位置づけ、「ご利用者主体」の支援を行なう。 

（２） 職員一人ひとりが各自の役割と責任を意識し、全職員が活躍できる組織づくりをさ

らに深める。 

 


