
平成 29 年度 法人本部 事業報告 

 

Ⅰ．総括の概要  

・ 『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た。 

・ 社会福祉法人制度改革にともなう新制度に合わせて、新理事会・新評議員会を編成

し、新定款にそって法人運営を行った。  

・ ５月にハラスメント案件が発生し、顧問の社会保険労務士と連携し、対応を行った。

その後、セクシャルハラスメント防止規程の制定を行い、相談窓口を設置した。  

・ 常務理事の辞任、理事の解任などについては、弁護士への相談をもとに臨時の理事

会、評議員会を開催し対応をした。  

・ 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、事業部職員専

門研修を２回開催、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。    

・ 来年度に共同作業所開設から 30 周年を迎えるにあたっての記念誌の準備を進めた。 

 

Ⅱ．項目別総括  

１．社会福祉法人制度改革に積極的に取組む。  

  ・ 新制度の施行に伴い、新定款にそって理事会・評議員会を開催した。理事会

では定期的な運営の確認が始まり、３ヶ月ごとの報告を行った。  

  ・ 地域貢献事業については他機関との連携をもとにＮＰＯの設立に向けて取り

組んだ。 

  

２．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・育成にさらに努める。 

・ サービスの質の向上を目指し、職員研修を実施した。（別紙参照）  

・ 『職務基準表』をもとに、目標設定を行う取り組みをより推進し、職員の育成

に取り組んだ。 

・ 今年度より株式会社マイナビの新卒者の採用サイトと契約を行い、インターネ

ットを活用した説明会の案内配布やエントリーなどを実施した。サイトを通じ

て応募があり、新採者 1 名の内定につながった。  

・ 中堅職員の退職者が３名あり、人材育成だけではなく、人材定着の取り組みの

重要性を再認識した。  

 

 

 



３．リスク管理を徹底する。 

    ・ ５月にハラスメント案件が発生し、顧問の社会保険労務士と連携し、対応を  

行なった。その後、セクシャルハラスメント防止規程の制定を行い、相談窓   

口を設置した。 

・ 車輌事故件数は、軽微なものが 17 件あった。そのうち警察に届け、事故証明

書をとったものが 3 件あった。今年度は比較的事故数も少なかった。  

・ 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。  

  

４．今後の事業展開を裏付ける財務基盤の強化を図る。 

    ・ 昨年度理事会・評議員会の議決に基づき、総額 22,000 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） 

 

 

 

    

 

 

 

 

Ⅲ．今後の課題（事業計画『重点施策』から）  

（１）平成 31 年度からの新しい 5 年間を視野に入れた中期計画『いづみ☆みらい  

プロジェクトⅡ』の検討を行う。  

 

  （２）障害福祉サービスの質の向上をよりいっそう図る。そのために、必要な人材の

確保・育成にさらに努める。 

 

（３）安定して事業を継続するために、定期的な財務チェック体制を確立する。  

 

（４）創立 30 周年イベントの開催、記念誌の発行に向けて準備を行う。  

 29 年度積立額 累計額 

施設建替え積立金  20,000 55,014 

施設建設積立金 0 7,000 

修理修繕・備品購入積立金 2,000    

4,000 

計  22,000 66,014 



平成２９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  

 ○ 新しいご利用者の受け入れにも力を入れ、今年度は５３名の方にご登録をいただい

た。 

   （昨年度は登録者４５名） 

○ 今年度はご利用者の面接や訪問、同行などに力を入れ、ご利用者の困りごとを一緒に相

談し、解決につなげる支援に力を入れ、面接数などを大幅に伸ばすことができた。 

 ○ ご利用者との面談や電話相談などからご利用者の状態を把握し、必要に応じて、各

主治医や 

関係機関と連携を図り、関係機関との連携実績も伸ばすことができた。 

 ○ 茶話会やミーティングでのご利用者同士の意見交換をもとに、サロン行事や外出行

事を開催した。 

 

Ⅱ．項目別総括  

１． サロン活動 

 （１）昼食づくり、お菓子づくり 

     茶話会でメニューをご利用者と相談し、実施した。季節に合わせたものや難

しいメニューにも挑戦をされていた。 

 

  （２）カラオケ、ＤＶＤ鑑賞会 

     茶話会で観る映画のタイトルを話し合い、実施した。 

 

 （３）茶話会、ミーティング 

      センターの活動内容や日頃の悩みごとなどを各自が出し合い、話し合いの場

をつくった。話し合いの内容により、掲示板の導入や外出行事の実施をした。 

 

  （４）出張サロン 

      木津川市で女性のつどい、精華町でスイーツサロンを開催した。参加者は少

ないものの、他の福祉サービスにつながっていない方もおられ、重要な外出

先になっている。 

 

 



  （５）外出行事 

      ５月にはじめて公共交通機関を利用してバーベキューに出かけた。１１月に

は事前の下見にもご利用者に参加していただき、ご利用者の意見をもとに大

阪市内観光に出かけた。 

２． 相談活動 

（１）面接 

      年間を通じて、面談を実施し、ご利用者の不安やしんどさを一緒に解決して

いけるようにした。定期的な相談も増え、行事中心の運営から相談活動を重

視した運営に少しずつ切り替えを行うことができた。 

 

  （２）訪問 

      通所が難しいご利用者に対して、訪問相談を実施した。他の福祉サービスと

つながっていないご利用者を中心に訪問し、病状の把握や生活の変化などを

把握した。 

 

  （３）家族交流会 

      隔月ごとに年６回の家族交流会を実施した。ご利用者のご家族同士、悩みご

とを交流 

      され、ゆっくりすることができる時間の提供となった。また、家族交流会か

ら訪問の開始にいたるケースもあり、ご家庭の状況を把握する機会にもなっ

た。 

     

 ３．委託事業 

    今年度も木津川市より委託を受け、グループワークの事業を実施した。健康推進

課や心の 

健康推進委員などのボランティアとも連携をはかった。 

 

Ⅲ．今後の課題（事業計画『重点施策』から）  

（１）ご利用者の不安や困りごとの整理や解決にむけた面接や訪問の実施に引き続き

力を入れ、ご利用者の地域生活を支える。 

 

（２）ご利用者同士の話し合いにつながる関りを行い、ご利用者の意見をもとにして

活動の見直しを行っていく。 

 

 



平成２９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  

 ○ 年間を通じて、4 名の新規ご利用者を受け入れた。 

   （統合失調症：1 名、発達障害・精神的な不調の方：1 名、高次脳機能障害：2 月名） 

 ○ 高工賃の作業に置き換えを行うとともに、作業数を伸ばすことにより、大幅に売り

上げを伸ばすことができた。しかし、工賃支払額を上回ることはできていないため、

引き続き改善に向けて取り組む必要がある。 

 ○ ご利用者に安心して利用していただくために、作業日誌や朝礼などを始め、体調の

確認や利用目的、今後の目標の共有などを行った。 

 

Ⅱ．項目別総括  

１．個別支援に基づいた作業支援 

 （１）ご利用者にあった作業の提供 

      ご利用者の身体的な作業能力、精神的な状態などを考慮し、朝礼などを利用

してご利用者と話し合い、作業を提供した。 

①  箱折り作業  

年間を通して、箱折りの依頼がくるようになり、安定した作業量を確保する

ことができた。次第に作業のスピードや正確性も上がり、年度後半には受託

する数を増やすことができ、売り上げにつながった。 

②  塩こんぶ作業 

  多品種の作業依頼を受けていた業者から、塩こんぶ作業のみを受けることと

し、安定した作業量を確保することができた。匂いがある作業で苦手なご利

用者もおられるが、 

  短時間でローテーションを組むなどの対策を行った。 

③  タオル作業 

       作業の難易度が低く、納期がゆるやかな作業ということで、作業量を調整す

る目的として作業を実施した。 

④  その他 

       その他、売り上げ増を目指し、水引のゴム付け作業やお茶のパック詰め、守

る会の封入作業などに取り組んだ。 

 

 （２）自主製品の制作 

     昨年度から継続し、きらりさわやかフェスタでの販売を目指し、組みひもブレ

スレット、髪かざりなどの制作に取り組んだ。安定して下請け作業の依頼が来



るようになり、自主製品の制作時間を確保することは次第に難しくなってきて

いる。 

     

２． 安定した通所につなげるための生活支援について 

（１）精神障害のご利用者について 

・ 地域活動支援センターとの連携 

地域活動支援センターにも登録されているご利用者がほとんどであるため、

地域活動支援センターと連携して、ご利用者の精神状態の把握、生活状況の

把握を行った。 

作業での不安や精神的な不調などを地域活動支援センターが相談にのるこ

とで、安定した通所にもつながった。 

 

  （２）高次脳機能障害のご利用者について 

    ・ 相談支援センターとの連携 

       計画相談担当者である相談支援センター職員と連携し、他事業所での様子の

把握や家庭との調整を行った。 

  

    ・ 介護保険ケアマネージャーとの連携 

       介護保険を併用しているご利用者についてはケアマネージャーとも連携し、

他サービスとの利用調整や問題の把握を行った。 

 

  （３）作業以外の活動について 

      事業所内の親睦を深める目的で新年会を実施した。調理をみんなで行うこと

で、楽しいひとときとなり、食事後は新年の抱負を交流し、作業をするだけ

では分からないそれぞれの思いを共有することができた。 

 

Ⅲ．今後の課題（事業計画『重点施策』から）  

（１）ご利用者自身とともに支援計画を共有できる支援に取り組む。  

    ご利用者の状態に合わせて、支援計画の立案や進捗の確認などを共に行い、

より安心した活動や見通しの持てる事業利用につなげていく。  

 

（２）引き続き、作業売上の改善に取り組む。  

    作業内容の見直しから次へのステップとして、新たな作業の掘り起こしに取

り組む。法人や行政とも連携を行い、新たな作業を探していく。  

 



平成２９年度 サービスセンターいづみ 事業報告 

 

Ⅰ．総括の概要  

一時支援・移動支援の単価見直しにより、全体的に単価が引き下げられたため大幅な減

収となった。その対策として、土曜デイ活動は生活介護を利用することとし、法人全体で

の収益の改善につなげた。合わせて、生活介護事業で実施することで、グループホームご

利用者も継続して、利用していただくことができた。生活介護事業の不足日数分は移動支

援で補うことにしたため、必要な職員数が増え、職員数の増員は次年度も課題となってい

る。  

ホームヘルプ 11 名、ガイドヘルプ 6 名計 17 名の新規ご利用者を受け入れた。  

 

Ⅱ．項目別総括  

１． 重点施策 

 （１）一時支援・移動支援の単価等見直しへの対策をすすめる 

対策として、自立支援協議会事業所連絡部会を通じて行政に意見書を提出し、

働きかけを続けた。しかし、改善には至っておらず、サービスを提供すると人

件費が支援費を超えてしまうことになった。そのため移動支援のみ新規の利用

希望 1 名をお断りせざるを得なかった。 

 （２）制度外サービス提供を実施する 

入院中の付き添いなど、制度では対応できないニーズに応えるために、独自事

業を立ち上げた。今年度のご利用はなかった。 

 （３）第三者評価の結果を受け、事業の改善を図る 

ホームヘルプの支援手順書の作成、関係法令のリスト化、緊急時情報伝達表の

作成などに取り組んだ。また、ご利用者に対しては、サービスセンターだより

を発行し、理念・事業内容・事業計画などをお知らせできるようにした。 

 （４）サービスを安定して提供するため、職員確保に努める 

男性パート職員１名を採用した。 

 

２． 項目別総括 

（１）ホームヘルプ 

   ・支援手順書を作成し、個別支援計画とともにヘルパーが確認できるよう工夫



した。 

   ・ご利用者ごとの担当者会議を行い、支援技術の向上を目指した。 

   ・3 月実施の全体会議で、調理実習を行なった。「肥満傾向」「嚥下困難」なご利

用者に合わせた食事内容をグループごとに相談して作り、実際の支援に活か

せるように研修を行なった。 

  （２）ガイドヘルプ 

     ・ガイドヘルパー養成講座を開催し、30 名の参加があった。 

     ・スタッフミーティングにおいて、ガイヘル時の困りごとについて話し合う機

会を持ち支援に活かした。 

  （３）日中一時支援 

     ・日中一時支援で行なっていた土曜デイ活動を、生活介護事業に利用に振り替

えた。生活介護の単価のほうが高いため、法人全体での収入増につながった。 

     ・平日の取り組みについては人件費が賄えない状況にあるが、ご家庭の事情等

などでニーズが高い事業のため継続してサービスを提供している。 

  （４）福祉送迎サービス 

     ・交通安全啓発ビデオの視聴を行い、安全運転への啓発を行なった。 

  （５）計画相談 

     ・ＷＣご利用者 13 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．今後の課題（事業計画『重点施策』から）  

（１） 一時支援・移動支援の単価等見直しへの対策をすすめる。  

行政への単価の改善に関しての働きかけを続けていく。  

（２） 土曜デイ活動を安全に確実に実施するため内容の見直しを行なっていく。  

土曜デイスタッフ数の不足により、移動支援の提供が困難となってきている。ス

タッフの確保をすすめるとともにプログラムの見直しも行なっていく。  

（３） サービスを安定して提供するため、職員確保に努める。  

夕方などサービス提供が集中する時間帯に勤務できるホームヘルパーを確保して

いく。 

 



平成２９年度 相談支援センター いづみ 事業報告 

 

Ⅰ．総括の概要  

  木津川市・笠置町・和束町・南山城村の基幹相談支援センター業務及び山城南圏域療

育等支援事業・地域移行・地域定着事業(精華町を含む)、 計画相談・児童相談支援事業

を行った。 

 

Ⅱ．項目別総括  

 １．基幹相談支援事業  

  （１）障害児一般相談  

    ① 市町村・山城南保健所、社会福祉協議会・各事業所、学校等との情報共有を

はかった 

    ② 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を行なった 

    ③ 困難事例に対する専門機関連携、具体的なケアマネジメント業務をおこなった    

     

相談支援実績数（人数）  

     総 数 身 障 重 心 知 的 精 神 発 達 高次脳 難 病 

成 人 ２６２ 33 11 92 98 10 5 13 

児 童 ２１３ 9 14 69  115  6 

 計  ４７５ 42 25 161 98 125 5 19 

 

相談支援実績数（回数）  

訪  問  来  所  同  行  電話・メール  機関連絡調整  ケース会議  合   計  

１４２件 97 件  52 件  2168 件  3277 回  185 回  5921 回  

    

（２）市町村自立支援協議会の運営  

    ① こども部会１回、居宅事業部会１回、相談支援部会 1 回開催。 

    ② 山城南圏域自立支援協議会との連携  

      重症心身障害【医療的ケア】児・者への支援体制構築のためのコア会議参加  

      「親亡き後」問題についてのコア会議参加  

  

   （３）虐待防止センターの運営  

虐待通告ケース 2 件(家族からの身体的虐待）：市・当該事業所と対応について協議。 

    その結果、虐待認定はせず、経過を見ることになった。 



  ２．療育等支援事業  

   （１）訪問療育（２８３件） 

       各家庭に出向き、障害児者の実際の生活場面を共有した療育や教育相談、生

活相談を実施した。 

   （２）外来療育指導（１１０件） 

       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（４９３件） 

       保育園、学校、事業所への訪問やケース会議などを通じて地域課題や具体的

なケース対応等について情報共有や助言を行った。 

  

３．地域移行・地域定着事業  

（1）地域移行事業 1 件 （2）地域定着事業  

      ＊洛南寮からの地域移行（50 歳代女性 保証人不在で難航）  

 

４．計画相談・児童相談支援事業＝サービス等利用計画作成  

   計画相談・モニタリング 628 件 （児童 271 件  成人 357 件）  

    

 ５．各種心理検査の実施／他事業所（他法人）のスーパーバイズ 

   新版 K 式発達検査 ３回 描画：風景構成法 3 回 ：人物画 3 回 K-ABCⅡ ７回 

  P-F スタディ 4 回 バインランドⅡ ７ 件 微細運動課題 1 回 TOM 2 回 

  得意なこと苦手なこと自覚質問 3 回 計 28 回  

   ＊検査結果を基にしたスーパーバイズや支援方法助言：63 回  

 

 ６．ペアレントトレーニングの実施  

    ９月１９日から実施 ４家族 ５名参加 （７回シリーズ フォローアップ２回

含む） 

    

 ７．その他 

相談支援体制の確立  

相談支援専門員の担当ケースの平均化や負担軽減のために、原則的に 一つの

ケースに担当を複数配置する形をとった。このような形をとることで、困難事

例など利用者対応の役割分担が可能になり、対応上のリスク軽減や相談員のそ

れぞれの専門知識や技術を広げることに繋がった。  

 

 

 



Ⅲ．今後の課題  

１．重症心身障害児・者コーディネイター【仮称】配置に向けての準備  

２．「親亡き後」問題について、圏域の家族会や事業所・保健所との具体的な検討や

学習会の実施（グループホーム、入所施設以外の暮らし方の提案。一人暮らしや

シェアハウス） 

３．乳幼児の相談支援体制を見直し、市町村の子育て支援・健康推進行政との連携の

推進  

４．介護保険分野との連携の強化・情報共有  

５．ペアレントトレーニングの市町村事業としての位置づけの定着  

６．相談支援専門員の「専門性」についての明文化  



平成２９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  

１．ご利用者の心身両面に留意した。体調面ではサービスセンターと連携し素早く受

診できるよう努め、精神面での不調時にはホームでくつろぎ落ち着いて過ごして

いただけるよう余裕をもった対応した。 

２．長期休暇での帰省は、グループホームで昼食作り・おやつ作りなどのイベントを

実施し、帰省を計画的にできるようご家族と検討した。また、ホームで過ごされ

るご利用者にはくつろげるスペースを工夫し、安心していただけるように対応し

た。  

３．短期入所を定期的に利用されるご利用者が増えた。合わせて、緊急時対応ができ

る施設整備の必要性がでてきた。また、サテライト型利用を検討のご利用者には、

新設の自立生活援助サービスを考慮した検討が今後必要である。  

 

Ⅱ．項目別総括  

（１） 暮らしやすさ・居心地良さ・安心安全な住まいの保障。  

・ 高齢ご利用者に対する統一した支援・介護方法を職員間で共有し、安定した暮ら

しの提供に取り組んだ。  

・ 若年ご利用者には人との折り合いの付け方を生活の中で感じ取り、思いやり・譲

り合い・分かち合いなど共同生活の楽しさを深めていけるように支援をした。 

・ ご利用者の見立てや支援方法について、相談支援センターと連携をはかり、ケー

ス会議などを開催した。  

（２） 高齢ご利用者には介護保険も活用し、満足度の高いゆとりのある支援に繋げる。  

・ 介護保険を利用されるご利用者が６名となり、訪問リハビリ・訪問看護などのサ

ービスを利用された。適切に介護サービスを利用し安定した生活を送っていただ

けるように、ご家族・ケアマネージャー・介護事業所と連携した。  

 

（３） 各機関と連携し、円滑な支援と安定した生活のための情報受発信に努める。 

・ 他法人のグループホーム事業所と情報交換と現状課題を共有しあえた。今後は課

題の分析とその対応への検討が必要である。  

 

Ⅲ．今後の課題（事業計画『重点施策』から）  

（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  

（２）グループホーム経営・事業運営の安定化  

（３）職員育成・研修の充実  



平成２９年度 いづみ児童デイサービス 事業報告 

 

Ⅰ．総括の概要  

４事業所「かも・かも第二・きづ・きづ第二」が稼動し、それぞれの役割に応じた療

育を行うことができた。新たにスタートした目的別療育においても、課題別の療育活

動について相談支援センターと連携しながら『高校生活動』『地域小学校活動』『重症

心身障害児童活動』を実施し、地域の放課後等デイサービスの中で独自色を出すこと

が出来た。しかしながら、年度末に職員の退職が重なり、平成 30 年度は職員の欠員に

より、児童の受入れを縮小せざるを得ない事態となっており、改善が急がれる。 

 

Ⅱ．項目別総括  

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  

 （１） 事業所は４ヶ所に広がったが、職員間は協力して運営に望めるように努めた。

低学年～高校生までを年齢別や目的別に分けてグループ化している意味合いを

考え、それぞれが活動するように努めた。また、個別ケースの情報を共有する

ことで、支援の充実にも繋げることが出来た。 

 

（２） 「かも」事業所において、１４名（延べ２３名）の新規登録者を確保できた。 

 

２．目的別療育事業所『わっか』の本格的な実施  

（１）＜月・金曜＞ 高校生活動  

就労や社会生活について学ぶ療育活動を中心に実施した。学校の実習等で不安

定な時期は、その不安に寄り添い、頑張りを認めて評価し、細かいワークやダ

イナミックな遊びを取り入れ、最高学年だからこそ出来ることを取り入れるこ

とで喜びを感じてもらえるように活動をした。 

 

（２）＜水曜＞地域小学校活動  

言葉によるやり取りを学ぶ療育活動を行なった。学校で起こるトラブルから、

自分の課題と向き合い、自己覚知に繋がったケースもあり、「いづみで何を学ぶ

か？」を児童一人ひとりと共に考えていくことが出来た。  

 

（３）＜木曜＞重症心身障害児等  

重症心身障害児などマンツーマンでの対応で、より効果的な療育活動を実施し

た。公園の遊具を使い、ダイナミックな遊びや、セラピードッグによるふれあ

い活動など、児童の興味関心を引き付ける活動が出来た。 

 



３．職員研修の充実  

年５回行われる放課後等デイサービス外部研修には、非常勤職員を含む各グルー

プで積極的に学び、全体報告会をした他、支援方法や障害特性についての学びを

共有する研修を内部研修として実施し、療育の在り方について学ぶ機会を持った。 

 

 ４．その他 

（１）土曜デイサービス  

 

 

 

 

 

 

中高生活動は、当尾の郷会館でサッカーやバスケット等のスポーツを行い、小学

生活動は、公園遊びや映画鑑賞（やまなみホール）などを提供した。他事業所が

土日祝日を開けるようになり、年々参加者が減少していたことを受け、活動の見

直しを行い、参加者数向上に努めた結果、たくさんの参加者を得ることが出来た。

また、家族交流会は親子参加を原則とし、家族の普段の様子把握が出来る等、利

点の多い活動となった。  

 

（２）日中一時および放課後等デイサービス延長加算について 

   受け入れから 3 時間までを延長（国事業）とし、それ以上の預かりは日中一時（市

事業）として整理した。  

 

Ⅲ．今後の課題（事業計画『重点施策』から）  

（１） 体制整備と職員育成  

    ① 人員欠如の事業所に職員補充を行い、4 月当初削減した児童数増を目指

して、運営の安定化を図る。  

② 職員に研修計画を作成させ、内部研修の充実に努める。  

  （２） ４事業所の役割分担の明確化  

       療育的観点からそれぞれのグループの特色を活かし、他との区別化を図る。 

  （３） 児童発達支援管理責任者の適正配置と資格取得  

      ２名のサビ管取得を行うこと、および保育士等の必要資格取得を職員に意欲

的に取り組んでいけるように推進する。 

  （４） 相談支援センターとの連携  

      ケース把握を通して、相談員と情報の共有を行い、より適切な支援の提供を

目指す。

土曜活動項目 回数（延べ参加人数）  活動内容 

中高生活動 全 12 回（延べ 114 名）  スポーツ 

小学生活動 全 7 回（延べ 72 名） 外遊び、社会体験活動など  

バス遠足 全 2 回（延べ 26 名） 三重博物館、琵琶湖博物館  

家族交流会 全 2 回（延べ 26 名） おいも調理、もちつき  



平成 29 年度 ワーキングセンター 事業報告 

 

Ⅰ．総括の概要  

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」の支援を行なった。年度後半の支援計画の変更

の面談では、ご利用者との個別面談を重視して実施した。ご利用者の意見や意向に

そって、支援計画の変更や追加をし、よりご利用者主体の支援をすることができた。 

 

２． 職員一人ひとりが各自の役割と責任を意識し、職員の世代交代を実現するため、全

職員が活躍できる組織づくりに取り組んだ。  

・作業班運営を各職員に任せたかたちでの運営に切り替え、各職員の意識改革に 

取り組んだ。 

・各自が役割と責任を認識することで、より主体的な作業班運営に近づくよう職 

員教育を行った。 

・職員教育として、作業班の管理会議・確認会議、新任・中堅研修・パート職員

研修・サービス向上委員会等を開催した。 

 

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：５４名） 

     よりご利用者にあった作業や活動の提供を行うことを目指し、作業設定や様々

な活動を提供した。また、ご利用者の高齢化に合わせて、言語聴覚士の訪問を

依頼し、厨房、グループホームと連携し、食事形態の見直しを実施した。また、

12 月 5 日（火）MK 主催のカラオケ大会を実施した。 

                               

 （２）自立訓練事業 （定員：６名／在籍者：３名） 

     今年度より新たに支援学校より、２名のご利用者を迎えた。新しい環境に慣れ、

仕事に向かう姿勢づくりを支援した。ご利用者の見立てや関わり方について、

相談支援センターと連携し、支援方法の検討を行った。 

 

 （３）就労継続Ｂ型事業 （定員：１０名／在籍者：８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た。また、報告会を

開催し、売り上げや在庫数などの情報をご利用者と共有をした。ご利用者の役

割活動として、在庫数の管理をパソコンを使用し行なうなど、新しいことにチ

ャレンジすることでご利用者のやりがいや生きがいにつなげた。 

 

２．生産活動について 

（１）パン・営業班 【売上計画：\10.000,000、実績：\9.992.475 】 

   ・ 茶処ラスク・シュトーレンの委託販売を「道の駅南山城」で開始するなど、売

上アップにつながるように取り組んだが、計画を達成することはできなかった。 



     新商品の開発とパン販売や委託販売の新規開拓を行なうことで、売上の回復を

目指していきたい。 

   ・ 11 月 23 日（木）開催されたパンコンテストベーカリー、あすの kyoto カップ

に出場し、まゆまろパン部門でグランプリを獲得した。 

   ・ 新商品開発会議とご利用者とのミーティングを毎月行ない、開発を習慣化して

取り組むことができた。 

 

  （２）クラフト班 【 売上計画：\2.800,000、実績：\2.318.799 】 

   ・ 年に 4 回、奈良町での販売会を開催した。平日の売り上げが好調であったが、

11 月は 4 日間のみしか会館の都合で予約が取れず、売上に影響した。 

   ・ ７月末からの職員の欠員により、作業の引継ぎや連携に影響し、販売会での巻

き返しが出来なかった。来年度は、クラフト班の営業部門の土台に取り組み、

売上計画に即した営業活動を模索していきたい。 

   ・ 紙すきの再開を目指していたが、取り組みは進まなかった。 

 

  （３）少人数グループ（ガンバ班）  

・ ご利用者の状態に合わせ、作業室内の配置や作業内容の変更を行った。 

・ 草木染め、園芸作業や紙すき、外出での散歩など活動内容を追加した。また、

染め班への実習も行なった。ハガキ作業では新作として、エンボス加工した鹿

のハガキを作成した。 

・  ご利用者の見立てや関わり方について、相談支援センターと連携し、会議やア

フターフォロー、面談を職員教育として実施した。 

 

  （４）重度グループ（パワフル班） 

   ・ ご利用者ごとによりご本人にあった活動をしていただくため、高齢グループと

メンバー交流を行った。高齢者グループ（カラフル班）との合同行事の茶道で

は、新しく地域のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱに来ていただき、関わりや活動の幅が広がった。 

   ・ 紙すきハガキは、定番商品と一点ものの商品とのバランスをとりながら、制作

を行った。 

    

（５）高齢グループ（カラフル班） 

   ・ ご利用者の状態に合わせ、食事の形態などの見直しを実施した。 

   ・ 新しくご利用者が楽しめる活動として、昔の映像を見る会を開催した。また、

外出行事にも取り組み、きっづ光科学館見学等を行なった。 

 

 Ⅲ．今後の課題  

 （１）「ご利用者主体」の支援をより一層進めるため、ご利用者のニーズ把握に力を入れ、

ニーズをもとにした支援計画を作成し支援を行なう。 

  

 （２）職員一人ひとりが計画を軸に自分自身の行動を確認し PDCA サイクルをもとに業務

を行なうことを目指す。全員が計画をもとに行動できる組織作りをさらに深める。 


