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平成29年度 社会福祉法人交響 事業計画
社会福祉法人制度改革の対応と，より一層の健全運営をめざす年度に

理事長 安部 倫久

Ⅰ 状勢と基本方針

平成 28 年度からいよいよ社会福祉法等の一部を改正する法律，いわゆる社会福祉法人
制度改革が施行となりました。
社会福祉法人制度の改革については，5 つの項目が挙げられました。
(1)経営組織のガバナンスの強化（評議委員会と理事会について）
(2)事業運営の透明性の向上
(3)財務規律の強化（特に社会福祉充実計画の策定）
(4)地域における公益的な取組を実施する責務
(5)行政関与のあり方

すでに(4)の公益的な取組は，平成 28 年度 8 月から試行的に実施して，具体的な活動
を実施（戸坂地域づくり協議会らくらく広場）することができています。もちろん，(2)
の透明性の向上についても現状で公表できるものは，ホームページ等ですすめています。
この項目の中で，平成 29 年度の事業計画にしっかりと明示して，その制度対応をすす

めるべき項目は，(1)の評議員の選任（手順等については，すでに平成 28 年度の事業計
画に表示しています。）と(3)にある「社会福祉充実計画」の策定です。
厚生労働省の表現である「社会福祉法人のあり方の再定義」は，たいへんな事務作業

を伴い，平成 29 年度前半はその対応に力を尽くすことになりそうです。
しかし，この社会福祉法人の制度改革 5 項目には，社会福祉にとってもっとも大事な

ことが挙げられていません。社会福祉においてあたりまえであるから，挙げられなかっ
たのであろうとおもいます。
それは，仲間(利用者)への人権の尊重，サービスの質の向上です。障がいのある人た

ちと日々向き合い，「人権の尊重」という視点から，自己点検をおこない安全・安心な
サービスを実施することこそが，経営の安定につながり社会福祉法人の最重要の責務で
ある「永続性」へとつながるといえます。

Ⅱ 重点課題

1．社会福祉法人制度改革への対応
(1)評議員会の再組織化

評議員会の今後の主な役割として，事後的な監督を行うとあります。そのた
め，評議員会を再組織化する必要があります。平成 28 年 12 月 13 日の理事会に
おいて評議員定数 7 名のところを経過措置として 6 名の理事会による推薦を行
っていました。
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しかし，その後，評議員の任期は 4 年であり，今後の評議員選任・解任委員
会の実施が複雑になる事がわかりました。そこで，平成 28 年度内にあらたに理
事会において，1 名を推薦して定数を満たして，選任・解任委員会を実施する
予定です。（平成 28 年度内の実施ですが，事業計画作成時にはあくまで予定の
ため，事業計画において記載します。）

(2)評議員会において実施すべき決議事項の規則どおりの実施(決算後)
①理事・監事の選任
②理事・監事の報酬規約の承認
③計算書類(決算)の承認
④社会福祉充実計画の承認
以上を決算後速やかに新評議員会を開催して承認を得ます。

(3)社会福祉充実計画の作成
①社会福祉充実残額を平成 28 年度理事会において決算を承認後すぐに作成で
きるように準備をします。

②社会福祉充実計画の主な項目は次のようにします。
・職員処遇改善と定数を超えた採用による労働環境の改善(有休消化等)
・きつつき作業所(築 20 年）の修繕
・平成 32 年度開所をめざして，比較的重度の身体障害，介護が必要な高
齢期を迎える仲間たちを中心にプログラムされる生活介護事業所とシ
ョートステイが可能なホーム併設の事業所のプラン作成をします。

・その他，うぐいす作業所をはじめ，10 年以内に修繕，買い替えが必要
な備品，送迎車等を計画案に算入します。

(4)公益的な取り組み （戸坂地域づくり協議会）を継続実施します。
平成 28 年 8 月から開催している「戸坂地域づくり協議会」を引き続き実施

していけるようにします。
現在，当法人と「藤田長生会」「かきつばた福祉会」「桜ヶ丘愛育園」協同

の実施は，広島市内においてもモデル的な事業となっていると言えます。各
法人，戸坂各社協，民生・児童委員の協力体制を大切にして，これまで以上
に地域ニーズにあった活動を創造していきます。

（5）情報の開示および制度変更が伴う会計基準への正確な対応
社会福祉法人制度改革は，特に財務に関することになっています。前記の 5

項目のうち，行政の関与（指導監督の強化）も含めば，3 項目が財務に関す
るものであり，今後の厳しさが予想できます。
一方で，会計およびコンプライアンスを正確に行うためには，事務の責務

を事務局において改めてしっかりと確認すると同時に，役職員を中心に経営
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を意識した事業実施が求められています。
多くの事業が加算等の組み合わせで報酬が支払われる成果重視の報酬担っ

ているなかで，職員の事務書類の丁寧さや制度変更への敏感な対応が，重視
されることになります。残念ながら申請主義の制度において，「失念，書類
の有無等」により，事業の実施が収入にならないことがあるという自覚が必
要です。
財務諸表等情報の開示そして正確な会計の実施は，事務局だけでなく，職

員みんなの意識において，可能となることを確認していきます。合わせて，
職員がやりやすい仕組みを検討します。（各部所の予算の実施，事業計画(提
案)書，販売に係る請求，領収等各書類の扱いなど）

2．利用者(仲間)へのサービスの質の向上
参考
熊谷晋一郎（くまがや しんいちろう）さん(脳性マヒ，車椅子)
小児科医・東京大学先端科学技術研究センター

昔に比べて障害者の介助の現場は「メニューが増えた」とおもいます。…中略
…… （ところが）以前に比べて不測の事態に融通が利かな

く，使い勝手が悪くなったとおもいます。システムに乗らないものを許
さない風潮というか、制度どおりにおこなわれているかどうかを監視す
るのに、現場が忙殺されているような状態です。それに、あらかじめ決
められていること以外は許されないので、介助者との人間関係が深まら
なくなった感じがします。心の通じない相手がしてくれる介助は痛いか
ら、怖いんですよね。
何でもカテゴリー化して制度を作っていくだけでは、制度に乗りきら

ない人たちが永遠に生み出され続けていくことになります。首尾よく乗
れた人も窮屈に感じるんじゃないでしょうか。メニューがそろって自己
選択できるのだけど、いったん選択するとそれに従わざるを得なくなる
ような圧迫感があります。

熊谷氏の言葉にあるように，現在の制度に対する違和感は，多くの場面で感じ
ています。
事業報告時に記載するつもりですが，平成 28 年度，家庭で人権侵害(ネグレク

ト)にあった知的障がいのある人を交響ホーム戸坂第二で緊急受け入れしました。
制度上は受入困難ではあったのですが，まず受入をして，その後に行政を含めた
ケア調整をおこないました。ここではじめて，障害者福祉サービスの一部の制度
利用になりました。
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(1)人権の尊重 日々の取り組みの点検
平成 28 年 7 月 26 日早朝に神奈川県で発生した「津久井やまゆり園事件」が残

した爪痕は，あまりにも大きく今回の事業計画においても記録を残して置く必要
性があります。
職員それぞれがこの事件をつうじて，あらためて障がいのある人たちの人権擁

護について，考えてほしいとおもいます。法人としては，社会福祉法人改革の節
目の年に強く社会福祉法人の使命を問い直すこと必要性が求められています。
それは，まさに仲間たち(利用者)の人権を常に意識して，職員集団で日々の取

り組みを見直すことが第一だとおもいます。
現在，各作業グループごとに丁寧に会議を行っていますが，課題の解決を協議

する時に「仲間の人権」を重視した取り組みを行います。

(2)サービスの質的向上
①職員の他団体等への研修参加をすすめます。
②家族との連絡を丁寧におこないます。
③感染症予防など日中活動，ホーム等において環境の向上をおこないます。
④送迎，納品，日中の活動において，安全に十分に配慮して，もし事故等の発
生時にはヒヤリハットの報告による状況の共有化と検証によるリスクの回避
に務めます。

(3)職員の処遇改善等（福祉事業残高計画にも記載）をさらに継続していきます。
①正規職員のベースアップをおこないます。
②パート職員等の処遇を見直し，雇用契約書の見直しと再契約の徹底，特に長
期間勤務の職員について，厚生労働省による「同一労働，同一賃金」の視点
から賃金音見直しをおこないます。

③今年度，青木社会保険労務士の指導を受けて法人理念を共有化して，その裏
付けとなる「働くインセンティブ」につながる給与のあり方を協議する会を
設置します。
これは，経営側だけでなく，職員代表もいっしょに確認をとりながら協議
し，平成 30 年度にあらたに給与表をつくります。
※現在の給与表は職務と連動した「職務給」になっています。職務だけで
なく，日々の援助スキル等を評価することで昇級できる給与表にしていき
ます。

3．きつつき共同作業所の修繕をおこないます。
平成 9 年開所のきつつき共同作業所も大規模な修繕が必要となりました。平

成 28 年度に国庫補助を申請したものの，予算認可してもらえなかったために修
繕内容の見直しをおこない，予定の約 50 ％程度の修繕工事をおこないます。
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４．社会福祉法人交響の法人認可から２０周年を迎えるにあたり「祝う会」をおこな
います。法人認可は１９９７年（平成８年）法定施設きつつき共同作業所開所
翌平成９年です。満２０年になります。開催は今年度後期を予定しています。

5．その他
(1)サービス等利用計画，個別支援計画等支援方針の丁寧な説明を心がけます。
(2)戸坂地域は高齢化がすすんでいます。施設の機能(楽らくを含めて）を活用

して見守り活動など地域貢献活動を積極的におこないます。
(3)平成 27，28 年度と障害のある人の緊急受入（ホームレス，家庭内虐待が理

由）がありました。今後も行政や地域と連携して，そういった課題へ社会福
祉法人としての役割を自覚した実践をおこないます。

Ⅲ 予算

今年度の予算編成は，2 つの考え方が必要になります。一つは，例年と同じように
引き続き現在の事業をおこなうための予算，もう一つは，その予算編成をするうえで，
まだ計算式すら未確定の「社会福祉法人制度改革にかかる福祉充実残高計画」を算入
するということです。
決算後に作成することになる福祉充実残高計画は，計画の予算書を提示できません。

その計画は，今年度の実施の一部が通常の予算書に含まれることになります。未確定
のため実施状況により，補正の必要性があることを確認しておきます。

１．予算案について
①昨年に続いて土曜日事業実施を年 4，7，H30/1，2 月におこないます。
②昨年の暮れから比較的重度の利用者が退所を余儀なくされました。
一方で特別支援学校新卒者 5 名の入所があります。
職員は，新卒新人職員が 3 名，育休復帰 1 名， 契約職員 1 名の増員となっ
ています。

③初任給のベースアップをもとに給与表の見直し・資格手当の新設などの実施。
④小規模作業所時代からの職員がはじめて定年を迎えるにあたり，退職共済金
に合わせて，小規模作業所時代の功績としての報酬の実施。

⑤備品等の買い換え（衛生，安全に配慮したもの。劣化したものなど）
・うぐいす作業所の食堂関係の椅子等を安全面に配慮したもの。
・楽らくの衛生に配慮した作業テーブル
・第二きつつき共同作業所 利用者ロッカー（劣化）
・SOAR(ソアー） 売上げ向上のための設備関係
・その他 新人職員 PC およびその他劣化備品の購入

⑥地域支援室の活動のため軽バンの購入。
⑦役員報酬規定改正の検討（新評議員会の開催後補正の実施予定）
⑧社会福祉法人施設開所 20 周年記念式実施
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2．予算案に含まれる社会福祉充実残高計画に関する予算
①きつつき共同作業所 大規模修繕 3,500 万円

②次期計画のための設計関係にかかる予算 約 120 万円
③処遇改善に係る予算 2,000 万円

Ⅳ．今後の法人としての姿勢の確認

1．今後の社会福祉政策の変遷に敏感に対応する必要性
今年度末，厚生労働省から「新しい時代に対応した福祉の提供ビジョン」

5 カ年工程表が出されました。これまで「地域共生社会 我が事・丸ごと」が
今後めざすものができたと言えます。
まだ，具体的なものがしめされたものではありません。
このなかで，今後，「高齢，障害，児童等の福祉サービスの総合的な提供を

可能とする取り組みの推進 〇人口減少下における効率的で柔軟な事業運営を
確保するため，高齢，障害，児童等の福祉サービスを総合的に提供できる仕組
みを構築する。以下略」となっています。
この表現から制度運用が柔軟になると解釈するか，「人口減少下における効

率的で…」に視点をおき，介護保険サービス事業報酬の事実上の減額の状況か
らこれからかなり厳しい制度改革が予想されます。
こういった福祉政策の変遷に対して，常に敏感になり，学習を重ねる必要が

あります。きょうされん，経営協等の研修には積極的に参加して，情報収集に
努めます。

2．社会福祉法人改革における職員の意識向上
(1)今後，役職員を中心に経営は「理事会」，その評価を「評議員会」という体
制にその認識を高めて，特に役職員は，経営から見た事業実施（あるいは，
目標）をしていくよう人材育成の機会を増やします。一方で，業務評価も実
施します。

(2)予算とは，具体的な目標を数値化するもであり，前年度の実績評価による計
算書の作成ではないことを確認し，平成 30 年度の障害者福祉総合支援法の見
直しに対して，具体的目標を提案できるように今年度の事業実施を意識的に
おこないます。社会福祉法人改革，地域共生社会の具体的制度化などは，そ
れほど大きな節目であると認識しています。

(3)それぞれの立場で，一見すると相反するように見えるコスト意識と支援の質
の向上をバランスをとり，納得できる支援に努めます。

3．より一層，健全な組織運営（資金運用，労務管理等）をめざします
(1)資金運用については，予算に対して計画的に実施できるように努めます。
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引き続き柏信憲二税理士事務所と外部監査の契約をおこないます。
特に中間実績及び決算について，評価をして頂き，指導を受けて改善すべ

き点を重要事項として改善していくとともに相談等も行っていきます。
(2)労務管理について
国による「働き方改革」，「育児，看護」にかかる制度など，労務管理は年々
制度上の要求が高まっています。
コンプライアンスについて，役職員のみでなく，一般職員も十分に意識し

て，制度にのっとった運用をしていきます。
引き続き，青木秀行社会保険労務士にと契約をおこない，労務管理の指導，

相談をすすめていきます。
現状の給与規定に課題があり，今年度は青木氏の指導により，職員の労働

に職務給による評価だけなく，インセンティブにつながる改正をすすめてい
きます。

(3)非常災害，火災（避難訓練），防犯等の安全対策をすすめていきます。
昨年から大雨による事業所の倒壊，前に述べた神奈川県で発生した事件な

ど，防災，防犯の安全対策が求められています。
火災については，ホームへのスプリンクラーの設置，避難訓練等をすすめ

ていますが，土砂災害などの非常災害は，十分とはいえません。今年度は，
こういった安全対策を人，もの，訓練等から見直しをしていきます。

(4)人権擁護について
引き続き，広島人権擁護センターほっと 第三者委員「ほっとさん」との契

約をおこない，仲間（利用者）の声を代弁していただきます。
また，日常の取り組みにおいて，職員の人権意識の向上につとめます。

(5)各団体との連携を今年度も丁寧にすすめていきます。
きょうされん および きょうされん広島県支部
広島県就労振興センター
広島市就労支援センター
一般社団法人千羽鶴未来プロジェクト
戸坂城山学区社会福祉協議会など地域団体 等

以上です。
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就労支援部

生活支援部

地域支援室

各部方針概要と作業グループ方針詳細

就労支援部 担当部長 丸本 哲也
生活支援部 担当部長 梶原 宗彦
地域支援室 担当部長 天崎 靖



 
  
  平成 28 年度、SOAR では職員の産休や利用者の就労による退職などから、予想以上に

体制が厳しくなり、前年度に続き計画の実施状況は十分とは言えないものになってしま

いました。平成 29 年度も新人職員を迎える予定ではありますが，不慣れな現場であるこ

とや経験値の少なさを考えると、新たな試みを進めていくよりもこれまでの計画を着実

に実行していくことに力を入れたいと考えています。 
3 丁目製菓班に関しても同様で、平成 28 年度は地域のボランティアの方の高齢と体調

によるリタイアや、パート職員の退職による体制の変更などで、思うように計画の実践

が出来ませんでした。また平成 29 年度も同様で、新たに迎える職員の授産作業と利用者

支援のスキルアップが中心になると予想されるため、ＳＯＡＲ同様これまでの計画を一

つずつクリアしていくことが最優先と考えています。 
売上については SOAR では駅ナカ、エキキタ地区にベーカリーやカフェが増えたこと、

3 丁目製菓班は体制上の問題から、共に売上が前年度から SOAR では 5％，3 丁目では

20％前後の減収となる事が予想され，厳しい状況が続いています。 
利用状況については、3 丁目（製菓・製パン班）は、平成 29 年度に広島市立特別支援

学校より、1 名の卒業生の受け入れが見込まれていますが、平成 28 年度に死去並びに医

療的ケアの必要から 2 名、利用登録の変更により 1 名の、計 3 名が登録から外れたため、

9 名の利用登録となり 3 名の空きが出来ることになります。 
SOAR（ソアー）に関しては平成 28 年度に目標としていた 20 名の利用に対し，21 名

名（新規利用 3 名、就労による退所 3 名、平成 29 年度新卒者の受け入れ 4 名を含む）の

利用登録者と利用希望者 3 名（3 月 9 日現在）となっており、目標を達成することは出来

ましたが、前年度同様、出勤状況の不安定さから運営の安定には至っておらず、新たな

仕事場面や体制作り、シフトの見直し、職員のスキルアップは急務と考えています。 
  これらの状況を受け、下記三点を重点課題として取り組んでいきます。 

 

1. 就労支援部  概要 
 主な事業 
  就労継続支援Ｂ型事業 
   第一きつつき共同作業所 洋菓子・パンの製造販売 

SOAR（ソアー）きつつき ベーカリーカフェ SOAR（ソアー）の運営 

就労支援部 重点課題 
（１）より多くの新規利用者受け入れに向けて、準備をしていきます。 

（SOAR（ソアー）と 3 丁目で連携した利用者支援を考えます。） 
（２）売り上げ目標をＳＯＡＲ2,750 万円超、3 丁目を 585 万円超とします。 
（３）品質の向上、衛生管理を徹底していきます。 
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（１）より多くの新規利用者受け入れに向けて、準備をしていきます。 
（SOAR（ソアー）と 3 丁目で連携した利用者支援を考えます。） 

  SOAR では新規利用者のみではなく、既存の利用者のモチベーションとなるべく、2
年後の完成を見据え、給与面の段階的な改定を継続していくと共に、引き続き職員の支

援スキル向上に向け、研修へ積極的に参加できるようにしていきます。 
また利用者の働き方（シフト）や、新規販売店舗（販売専門 2 号店）による仕事の確

保に向けて、調査、検討を継続していきます。 
SOAR での作業がむつかしくなった方、また逆に 3 丁目からステップアップできる仲

間の受け皿として、必要に応じてお互いで情報交換や見学、体験などを実施していける

ようにしていきます。 
 

（２）売り上げ目標をＳＯＡＲ2,750 万円超、3 丁目を 585 万円超とします。 
（工賃向上に向けた取り組みを行います） 

  平成 28 年度は 3 丁目、SOAR ともに製造体制や店舗競合により、売り上げの面では厳

しい状況を迎えています。 
  3 丁目製菓班では昨年度実施できなかった、パッケージや販売スタイル、販売企画（フ

ードプリンターを使った販売展開）について業者との情報交換を行い、機器の見学と導

入（助成基金の模索）、製造、販売の検討を行っていき、28 年度比 5％の売り上げ増を目

標としていきます。また製パンについては，製造スケジュールを見直し、上半期で職員

と仲間の製造体制を作っていき、下半期で楽らくやファミリー向けの商品を増やすこと

で，下半期の売り上げの倍増（前々年度の 80％程度）を目指すことで、年間売り上げ 150％
増を目指します。  

SOAR では前年度から進めてきた、小さなお子様連れの方をターゲットとした 2F スペ

ースのイクちゃん登録化の実施や、やまだ屋のあんクロワッサンに続く、広島の企業、

県産ブランドの商品を使用した商品開発。昨年度よりコンサルタントと取り組んでいる、

店舗の季節ごとの飾りつけやイベント実施の継続、販売専門 2 号店に向けた調査、検討

を行っていくことで、28 年度比 10％（一日平均 1 万円）の売り上げ増を目指します。 
 

（３）品質の向上，衛生管理を徹底していきます 
  昨年度行った拭き取り検査や細菌検査では、毎日の清掃量に比例した良い結果ばかり

ではなく、改めて掃除のやり方や掃除道具自体の管理の仕方の定期的な見直しや改善の

必要性を感じました。今年度は 1 回にとどまった検査について、平成 29 年度は半期に 1
度実施し、日々の定期清掃の方法について改善していきます。また食品表示ラベルの改

定については、平成 29 年度での移行をめざし、引き続き準備や検討を行っていきます。  
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平成 28年度は 2名の方を新しく迎えることができました。はじめは戸惑うことも多かっ

たですが、少しずつ慣れてきて、毎日、元気に通われています。楽しむことや頑張り（仕

事）を通して、より豊かな成人期を過ごすことができることをめざしていきます。 

一方、長く在籍された方が突然の大病により、お亡くなりになられたり退所されたりす

ることもありました。在籍されている方も年々歳を重ねています。それまでスムーズにで

きていたことが、少しずつ難しくなってきている方もいます。日々の支援のなかから、体

調の変化に気づき適切な支援ができるように、家族・職員（ホーム 日中支援 看護師）

間で情報を共有しながら支援をおこないます。 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 希望に応じて楽しめる活動を実施していきます。 

作業とともに、個々の希望に応じて楽しむことができるような活動（調理 音楽 運

動）も提案しています。また、昨年、一昨年と、個別に楽しむ絵画の取り組みから、き

ょうされんのグッズデザインコンテストに入選され、販売商品のカレンダーや手帳にデ

ザインが採用されるということもありました。それぞれのペースで楽しみつつ、作業と

は別の自己表現ができる場として今年も活動を実施していきます。 

 

（２） 職員のスキルアップに努めます。 

  それぞれの個性や障害特性に合わせて、適切な支援ができることをめざしていきます。

また、安全で快適な介助が出来るように、情報共有やスキルアップのための研修に参加し

ていきます。必要により、専門機関（医療機関・発達支援センター）とも連携しながらよ

り良い支援をめざしていきます。 

 

2. 活動支援部  概要 

 主な事業 

  生活介護事業 

   第一きつつき共同作業所 主として身体障害のある方 

第二きつつき共同作業所 主として知的障害のある方 

うぐいす共同作業所   知的障害があり専門的支援が必要な方 

活動支援部 重点課題 

（１） 希望に応じて楽しめる活動を実施していきます。 

（２） 職員のスキルアップに努めます。 

（３） 仲間や家族に寄り添う姿勢を大切にします。 
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（３）仲間や家族に寄り添う姿勢を大切にします。 

  本人・家族の不安に対しては、一緒に考えていく姿勢を持ちつつ検討と対応

を行います。これまで長く在籍されている家族から、家庭支援の一環として作

業所で入浴ができないかという相談もいただいています。ひとつひとつの要望

に対して、職員体制を含めながら実施について検討を行います。 
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平成 28 年度は、9 月より空床を利用した短期入所を新たに実施し、グループホームに入

居していない方々が、緊急に宿泊やグループホームでの生活体験などをできるようにしま

した。 

また、緊急な対応として、地域からの仲間をグループホームで一時保護し、その後も継

続的な生活ができるように、行政を始め関係先と連携し支援を行いました。 

一方、ホーム内での事故や病気による長期不在や、医療的なケアの必要性から、介護保

険での施設対応に移行するケース、自宅で病気による死去もあり、ホームの入居者につい

ての対応も検討していく必要性に迫られました。 

本人や家族の希望・要望に応えていくととともに、効率的に施設を活用していくことも

踏まえ、今年度の重点目標をあげて取り組みを行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

（１） グループホームでの休日、緊急時の支援体制づくりをすすめます。 

利用者本人だけでなく家族の高齢化や健康状況の変化により、徐々に家庭での支援が

難しくなっているケースが出てきています。平日の利用だけでなく、休日なども含め年間

を通した支援も必要になってきています。緊急の対応だけでなく、継続的な対応もできる

ように、本人や家族の希望・要望も確認しながら支援体制を作っていきます。 

 

女性ホームでは、ホームを土日や休日も開所にしていることを有効に活用し、希望や

要望に合わせて、土日や休日の利用を進めていきます。 

またアイホームの活用として、女性のホームが現在 1 か所なので、新たな女性のホー

ムとして開設できるように、宿泊を希望する利用者などを募っていきます。 

 

地域支援室 交響 概要 

 主な事業  

  交響ホーム 5か所の運営  生活支援ホーム 1か所の運営 

  移動支援 

  計画相談 

  短期入所 

地域支援室 重点課題 

（１） グループホームでの休日、緊急時の支援体制づくりをすすめます。 

（２） 地域ニーズにも応えられる短期入所の支援体制づくりをすすめます。 

（３） 生活課題を検討していける体制づくりをすすめます。 
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（２） 地域ニーズにも応えられる短期入所の支援体制づくりをすすめます。 

男女各１か所のホームで、朝と夕方に支援する職員を 1 名加配しています。この支援

の内容を検証し、緊急的な支援、地域からのニーズ、重度の利用者も視野に入れて、よ

り有効的な支援ができるようにしていきます。 

   

（３） 生活課題を検討していける体制づくりをすすめます。 

通院、金銭管理など、ケース担当主体で対応している生活の課題を、全体の課題とし

て取り上げて検討し、必要に応じてチームで対策を考え、対応していけるようにしてい

きます。 

 

これら重点課題のほか、 

移動支援では、ヘルパーの研修を実施し、制度の理解、より質の高い支援ができるよう

にしていきます。 

計画相談では、個々の生活課題の解決に向けての基本相談、さらに他機関との連携支

援体制づくりをすすめて行きます。 

また職員全体での見学・研修なども行い、今後の生活支援についての将来像などを、

共通の思いとして描けるようにしていきます。 
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実施内容 実施期間 実施機関 優先
（内容・留意点等） （頻度・時間・期間等） （提供者・担当者・適用等） 順位

広報活動。

3丁目会議にて
随時検討。

1ヵ月に一回掲載内
容の見直し。

3丁目職員

ひろしまS-1サミット受
賞製品を中心に、ホー
ムページ・SNS等で宣
伝しし、売り上げを伸
ばす。

仲間・職員の技術習得な
らびに向上。

29年度
（職員は上半期で

クッキー、マドレーヌ
の習得）

3丁目職員

新規利用者と職員の
スキルアップ。仲間は
できるところから少し
ずつステップアップを
行う。職員は製造など
に配置し，仲間に教え
ることができるようにし
ていく。

既存職員それぞれの
役割の確認。

パン事業の再開。
体制が落ち着き次第
7月～9月開始目標

3丁目職員

売り上げを上げるた
め、毎週月・水曜に菓
子パンの製造・販売・納
品を行っていく。

賞味期限の検査。
上半期

自主官能検査
９月以降順次検査

3丁目職員
食品検査センター

主力商品について、
検査機関に検査をま
とめられる商品につい
て相談。自主官能検
査にて、上半期中に
大まかな賞味期限を
決め、官能検査の結
果をもとに、検査機関
にて順次検査を行っ
ていく。

商品仕様書の作成。
上半期　作成準備

下半期　作成
食品部門現場職員

広川株式会社

上半期中に広川株式
会社に食品の成分表
を依頼。また食品部門
にて会議を持ち、公共
の仕様書のフォーマッ
トを作成。下半期で成
分表を基に商品仕様
書を作成していく。

賞味期限、成分表示ラベ
ルの見直し。

29年度　下半期準備
30年度上半期
データの変更

3丁目職員
（株）寺岡外食

ソリューションズ

商品仕様書作成後、
（株）寺岡外食ソリュー
ションズと連携してラ
ベルの検討をしてい
く。

ユニフォームの見直し。
29年度

随時会議で確認
3丁目職員

異物混入を防止する
ため、糸などのほつれ
部分があるユニフォー
ムは購入していく。

老朽化した備品の入れ替
え。

29年度
随時会議で確認

3丁目職員
老朽化した備品を入
れ替える事により、異
物混入を防止する

作業室の整理・整頓とク
リーンアップ。

29年度
随時

3丁目職員
仲間

作業室の整理・整頓を
していく。作業の合間
に別室で棚や引き出
しをこまめに清掃し、
衛生を保つ。また、次
亜塩素酸で消毒を毎
日実施していく。

作業室の衛生チェック。
29年度

年2回実施
5月・11月

3丁目職員
株式会社リンショー

株式会社リンショーに
依頼。作業室のふき
取り検査・細菌検査を
実施していくことで、衛
生状態をチェックして
清掃方法について改
善していく。

3

１．就労支援部　

（1）基本方針
班 具体的な到達目標 詳細 動き・課題

製
菓
・
製
パ
ン

売り上げ向上。 1

商品の食品表示。 2

異物混入防止。

衛生強化。 5
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実施内容 実施期間 実施機関 優先
（内容・留意点等） （頻度・時間・期間等） （提供者・担当者・適用等） 順位

在庫管理。
販売の注文状況を見なが
ら在庫調整を行う。

29年度
担当職員

1・2丁目職員
1

仲間の生産量と注文
状況の把握と調整。

職員サポートがなくて
も、準備から片づけま
で出来るようになる。

マニュアル使用して作業
できるようにする。

29年度
担当職員

1・2丁目職員
2

わからないときに職員
に聞くことができるよう
な支援の実施。

マニュアルの作成。

業務ができるよう職員
の人材育成。

・マニュアルの見直し。
・フロア職員の技術習得
の時間をつくる。
・参加する仲間の特性や
支援について説明する。

29年度
担当職員

1・2丁目職員
1

月末の締め業務も習
得きるようにする。

職員の技術習得のた
めの時間の確保。

作業PC変更後の安定
した作業。

・NDTと連携し、作業環境
の設定をおこなう。
・仲間に分かりやすく使用
方法を説明する。

29年度 担当職員 2

緊急時でも対応が出
来るように、別のパソ
コンにも作業環境の設
定をおこなう。

販路拡大。

千羽鶴再生紙使用な
ど、アピールポイントを
活かした販売活動の実
施。

29年度 担当職員 1

定期的な市役所への
営業や、販売カタロ
グ・広報紙などへの掲
載。

仲間のみで作業できる
ような環境設定。

専用のPCを用意し、作
業場の固定化を行う。夏
季販売時には仲間だけ
での作業設定を行えるよ
うにする。

29年度上半期 担当職員 2

ラベルシール印刷・写
真スキャンについての
実施。

作業練習を行い、スムー
ズに作業できるようす
る。

29年度 担当職員 3
作業配置を見直し、円
滑に作業できるように
する。

ラベルシールについて
の新な商品づくり。

イベントメニューの実施。
29年度

イベント時
楽らく職員

楽らくニュースまたは
SNSを活用し、イベン
トに合わせたメニュー
を実施する。

行楽行事の実施。
29年度
10月

楽らく職員
行楽行事を実施し、常
連客や地域の人との
交流を深める。

チラシを配布し、配食弁当
の注文の増加。

29年度
月1回

楽らく職員
楽らく仲間
3丁目職員

百田団地を中心にチ
ラシを配り、地域に周
知をしていく。

食品衛生の意識向上。
29年度

夏季・冬季
楽らく職員
楽らく仲間

夏季・冬季に食中毒
が発生しないよう、張
り紙や朝・夕の打ち合
わせで意識づけして
いく。

拭き取り検査　細菌検査
の実施。

29年度
年2回

（5月・11月）

（株）リンショー
楽らく職員

細菌検査・汚れ検査を
実施。結果に基づき清
掃箇所や方法を見直
していく。

調理場の整理・整頓。 29年度 楽らく職員

作業台を変更し、調理
場の整理整頓を実施
して衛生を保つ。
また、次亜塩素酸を使
用し、毎日消毒を実施
する。

情報共有。 会議の定例化。
29年度
第4月曜

楽らく職員
主任職員

3

定期的に会議を行
い、仲間の様子や楽
らくの経営課題につい
て共有と検討を行う。
また、緊急時でも対応
できるようにしていく。

主任職員の作業調整

班 具体的な到達目標 詳細 動き・課題

ふ
き
ん

Ｎ
Ｄ
Ｔ

印
刷
　
名
刺

食への安全意識の向
上。

2

楽
ら
く

売り上げ向上。 1
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実施内容 実施期間 実施機関 優先
（内容・留意点等） （頻度・時間・期間等） （提供者・担当者・適用等） 順位

多種多様な障がいに対
応できる専門性の向上と
スキルアップ。

28年度～継続中 SOAR職員 2

障がいの多様化、軽重
の幅広さに対応できる
知識、専門性を身につ
けていく。

研修に参加できる体制
づくり。

就労移行支援事業所と
の連携。

継続 SOAR職員 3
引き続きSOARつつじと
情報交換や連携の強
化を行っていく。

SOARつつじとの連
携。

作業の調整と確保。 28年度～
SOAR職員

コンサルタント岡崎
氏

新たな作業の検討、新
規販売場所・販売店舗
の検討、仲間の作業
ローテーションと作業時
間及び給与の検討を
行っていく。

・会議での検討。
・情報収集
・利用者及び家族への
説明。

定期的なイベントの開
催。

月1回以上
SOAR職員

コンサルタント岡崎
氏

毎月一回以上、行事
などに合わせてイベン
トを開催する。

・月2回のコンサルタン
ト会議で確認。
・週2回ＳＯＡＲ会議で
内容検討。

モーニングセットの実
施。

28年度～継続中 SOAR職員 2
午前中の集客を増や
す。

実施できる体制づくり。

表示内容や成分表示など
について再調査と確認。
（カロリー、成分測定器購
入の検討）

上半期

SOAR職員
3丁目職員

（株）寺岡外食
ソリューションズ

株式会社オイシス

・商品カルテ、成分表
など、オイシスに確
認。寺岡には表示に
ついての詳細の内容
について確認を取り、
シールの規格の見直
しを行う。
・上記と並行してカロ
リー、成分測定器の購
入が可能か、価格や
助成についての調
査、調整を行ってい
く。

・（株）オイシスＳＶへの
商品カルテ、成分表貸
し出しの相談。
・（株）寺岡外食ソ
リューションズへの調
査依頼。

食品表示ラベルの改定。
29年度下半期～
30年上半期まで

SOAR職員
（株）寺岡外食

ソリューションズ

表示内容について出
そろったところで、
（株）寺岡外食ソリュー
ションズと連携して
データ変更を行う。

3丁目職員、（株）寺岡
との打ち合わせ。

厨房の定期的な細菌検査
と清掃方法の見直し。

年2回
（5月・11月）

ＳＯＡＲ職員
株式会社リンショー

28年度1回にとどまっ
た検査を2度実施。検
査データをもとにリン
ショーと清掃方法の見
直しを行っていく。

月一度の清掃日の設定
の検討及び実施。

7月開始目標 ＳＯＡＲ職員

月に一度、14時まで
の営業日を設定し、普
段できていない部分
の清掃を行っていく。

授乳室兼おむつ交換場
所の確保。

4月中
SOAR職員
安西事務機

キッズスペースをつくる。 5月開始 SOAR職員

動き・課題

4月中に備品購入およ
びパーテーション、クッ
ションフロアを設置。イ
クちゃん登録、チラシ
配布をして5月より本
格スタートを行う。

・検査の実施。
・リンショーとの打ち合
わせ。

1

詳細 

お子様連れで、食事、
お茶会をしやすい環
境を作り、主婦層を集
客していく。

新規販売場所や別途
販売のみを専門とした
店舗の検討と情報収
集を行っていく。

月2回のコンサルタント
会議で確認。

班 具体的な到達目標

Ｓ
Ｏ
Ａ
Ｒ

仲間の増員。

1

新規販売場所・販売店
舗の検討。

28年度～継続中
SOAR職員

コンサルタント岡崎
氏

売上増。

1

外販商品の食品表示の
切り換え。

1

衛生面の強化。

２Fスペースのイクちゃ
ん登録。

1
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A 食品表示。 A´ ・賞味期限の検査。

・商品仕様書の作成。

B  売り上げの向上。 B´ ・新規利用者・職員の技術習得ならびに研修。

・ひろしまS-1サミット受賞製品を中心に宣伝
し、売り上げ向上を目指す。

C 衛生強化。 C´ ・業者に依頼し、衛生チェックを行う。

A 余裕を持った在庫管理。 A´
・販売の注文状況を見ながら在庫調整を行う。
（仲間の生産量・注文状況の把握）

B スムーズに作業できる配置。 B´
・作業の役割が重なることなく、分担しながら落
ち着いて作業できるように配置する。

C
職員サポートがなくても、準備から片づけまで
出来るようになる。 C´ ・マニュアルの作成。

・わからないときに職員に聞くことができるよう
な支援の実施。

A 生地を活用した新商品の検討。 A´ ・試作品の検討を夏季販売までに行う。

権利擁護

（1）就労支援部　具体的課題

①製菓・製パン

H28年度課題等 H29度対応策

・怪我等の防止のため、メガネや帽子の着用を徹底する。

安全対策

・仲間にわかりやすい作業説明、指示、環境づくり（見える化）を意識して行う。

・無理やストレスに繋がらないよう、コミュニケーションが取れる関係づくり、コミュニケーション支援を行う。

②ふきん

H28年度課題等 H29年度対応策

新規取組及び予想される課題等 新規取組及び予想される課題への対応

安全対策

・起こりうる事故・生じた事故に対する対応について週一回の会議にて確認、検討していく。

・二次災害に備える道具の配置の検討。

権利擁護

・利用者一人ひとりに合わせて、わかりやすく説明し、ゆっくり話すようにする。
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A 日中のNDT業務が出来る職員の育成。 A´
・週に１～２回、フロア職員の技術習得の時間
を設定する。

・業務マニュアルを改定しつつ完成させる。

・仲間の特性や支援の仕方を説明する。

B 西川ゴム購買システムの習得。 B´
・週に１～２回、フロア職員の習得の時間を設
定する。

・業務マニュアルを改定しつつ完成させる。

C 締め業務の習得。 C´
・月末と月初めに、フロア職員の習得の時間を
設定する。

・業務マニュアルを改定しつつ完成させる。

A
作業用パソコンの変更に伴う、仲間への取り組
み。 A´ ・NDTと連携し、作業環境の設定をおこなう。

・緊急時でも対応が出来るように、別のパソコン
にも作業環境の設定をおこなう。

・仲間に分かりやすく使用方法を説明する。

新規取組及び予想される課題等 新規取組及び予想される課題への対応

安全対策

権利擁護

・火災発生の危険を最小限に抑えるため、コンセント周辺を定期的に清掃し、また電源タップを整理する。

・転倒を防止するため、不要なものは置かず、場所を広く使う。　

・転倒を防止するため、注意を促す声かけを徹底する。

・利用者同士の接触を防止するため、動きが重ならないように、作業の指示を出す。

・作業中に分からないことや困ったことがあった時に、すぐに言える雰囲気を作るように心がける。

・ひとりひとりに合わせた作業の説明をする。

・作業前に、その日の作業状況や職員の動きを分かりやすく伝え、混乱なく作業に臨めるようにする。

・集中して作業が出来る環境を整える。

③NDT

H28年度課題等 H29年度対応策
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H28年度課題等 H29年度対応策

A 千羽鶴再生紙での名刺作成についての周知。 A´ ・市役所の各局へのチラシ配布。（年2回）

・販売事業。（年3回）

・広報紙（年4回）等での情報発信。

B 作業場所の見直し。 B´
専用のPCを用意し、作業場の固定化を行う。夏
季販売時には仲間だけでの作業設定を行える
ようにする。

C ラベルシールの印刷を行う。 C´
以前行っていたラベル印刷の作業練習を行う。
季節に応じた商品づくりを検討。

D 写真スキャンの仕事を行う。 D´
テーブルの配置を変更することで、写真スキャ
ンする作業を見直し、ハードの置き場を確保す
る。

新規取組及び予想される課題等 新規取組及び予想される課題への対応

A 名刺の即日納品への対応。 A´ 職員と連携して対応策を検討。

・個人個人に合わせた話し方、聞き方をしっかり行う。

・話を聞く時間を設定したり、言葉だけでは分かりにくいことは掲示する等見える化していく。

権利擁護

・軽作業を行うテーブルでの仲間の場所確認。

・機材を収納する場所の確保。

④名刺印刷

安全対策

・作業道具の整理整頓を行う。

・動線に物を置かないように注意する。
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A 売り上げの向上。 A´
・お客様との交流イベント(行楽行事等）の定例
化。

・配食の食数増加のため、町内への定期的な
チラシ配布の実施。

B 衛生面の意識向上。 B´
・異物混入を防ぐため、ユニフォーム変更、買い
替えの検討と購入。

・厨房内の定期清掃・手洗いの徹底。

・器具の消毒の徹底。

・業者にふき取り検査・細菌検査実施。指摘場
所の改善を行う。

C 顧客満足度向上。 C´
・細やかな顧客のニーズに応えて、満足度を向
上させていく。

A 職員体制。 A´ ・緊急時に対応できる職員体制の見直し。

H28年度課題等 H29年度対応策

新規取組及び予想される課題 新規取組及び予想される課題への対応

安全対策

・張り紙による意識向上。

・定期的に安全面の見直しを行う。

・火元等の声だし確認を行う。

権利擁護

・仲間が理解しやすい作業環境（配置、作業説明、作業手順、意思確認・説明の仕方等）づくりを心掛ける。

・定期的に会議を開き、仲間の状況を共有していく。また、仲間と話をする場を設ける。

⑤楽らく
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A
売上の向上。
　（目標全前年度比一日当たり5,000円増） A´

２階ティールームのイクちゃん登録。
　・授乳室の設営。
　・おむつ交換台の設置。
　・ミルク用のポットの設置。
　・キッズ用クッションフロアの設営。

モーニングセットの実施。
　・実施可能な体制、またはメニュー作り。

目玉となる商品の研究・開発。
　・コンサルタントの岡崎氏と検討。
　 ※県産食材や地場企業の商品を使った商
品。

やまだ屋あんクロワッサンの販売促進。

定期的なイベントの開催。
　・季節イベント
　・周年イベント
　・行事、祭りなど

新たな仕事・作業の確保（販売先・販売場所・
販売専用店舗の検討）。

B 利用者増員。 B´ 就労移行支援事業所との連携。

職員のスキルアップ。（研修参加・体制作り）

利用者の給与とシフトの見直しの改定作業。

C 品質の向上。 C´ 年2回（5月・11月）定期的な衛生チェック。

検査データをもとにしての衛生面，清掃方法の
改善。

月1回の定期清掃日の設定。

D 外販商品の食品表示ラベルの改定。 D´
表示内容について、寺岡外食ソリューションズ
とのの打ち合わせ。

成分表、食品カルテについて、株式会社オイシ
スへの問い合わせ。

カロリー及び成分表示について、方算出方法の
検討。
　・測定器購入に向けての調査。（価格、助成な
ど）
　・測定機を購入しない場合の計算について、
方法と経費についての調査。

権利擁護

・自発的コミュニケーションを促し、意思決定を支援することで、自発的行動につなげる。　

⑥SOAR

・ニーズや意見を引きだし，それぞれに合った支援を行っていく。

H28年度課題等 H29年度対応策

安全対策

・怪我、火傷防止（火災・やけどがないように環境整備を行う）。
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実施内容 実施期間 実施機関 優先
（内容・留意点等） （頻度・時間・期間等） （提供者・担当者・適用等） 順位

機能維持のためのリハ
ビリをおこなう。

2丁目職員
毎週水曜日午前中

毎週木曜日

ＰＴや看護士と連携
し、リハビリメニューを
決定、実施していく。

リハビリ道具の確保。

ニーズに沿った楽しみの
ための活動をおこなう。

2丁目職員

嗜好調査を行い、楽し
く過ごす時間を提供す
る。（動画や音楽の準
備）

作業を行っている部屋
で活動を設定すること
で、メリハリがつきにく
い。

安心して過ごせる環境
づくり。

個人個人に合わせた話
し方、聴き方をおこなう。

常時 2丁目職員 2

話を聞く時間を設定し
たり、言葉だけでは分
かりにくいことは掲示
する等見える化してい
く。

作業スキルの向上。

自閉症教材を活用しなが
ら、作業スキルの向上と、
新しい作業への参加をめ
ざす。

29年度上半期 5丁目職員 1 教材の購入。

パニック時や苦手な音
について、落ち着ける
環境の整備と対応の実
施。

部屋から離れたときの落
ち着ける場の確保と、連
携した職員の見守り。

適時 うぐいす職員 2

・個々の動きに合わせ
てスムーズに連携でき
るように、普段の気づき
や気になる点など会議
などで確認しておく。
・それぞれの落ち着け
る場所や避難場所づく
り。

学習会の開催。
取り組み内容や現状を発
表し、情報提供や意見交
換を行う。

29年度　秋 担当職員 3
法人内の各事業所の
職員との情報共有。

職員全体会利用につ
いての調整。

6
丁
目

作業、個別の活動共
に、落ち着いて過ごせ
るように支援をおこな
う。

・それぞれの状況に応じ
て、個別に作業と活動の
流れを組み合わせてい
く。
・作業では、6丁目以外の
部屋も含めて提案してい
く。

常時
6丁目職員

（うぐいす職員）

絵本の読み聞かせや、
絵画・体操など、ニーズ
に応じた支援をおこな
う。

７
丁
目

それぞれの状況に応じ
て支援をおこなう。

ニーズに応じて作業を頑
張れる設定や、活動的な
設定も提案していく。

常時
7丁目職員

（うぐいす職員）

6丁目も含めて活動的
支援の場を提案してい
く。

知的障がいのある方の支援を中心におこなう

2
丁
目

身体障がいのある方への支援を中心におこなう。

機能維持や活動の実
施。

適時 1

5
丁
目

発達障がいのある方の支援を中心におこなう

２．活動支援部

（1）基本方針
具体的な到達目標 詳細 動き・課題
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A 音（主に声）に対する配慮が不足している。 A´
・音に耐えられない仲間が一時的に現場を離れ
る場合、移動先に職員を配置する、もしくは他
の現場職員に見守りを依頼する。

・パニックの仲間が移動する場合は、５丁目の
職員が対応し、必要であれば他の現場職員に
５丁目の応援を依頼する。

B
作業について、繰り返し取り組むことで参加で
きるものが増えた反面、設定に偏りが出てき
た。

B´
・購入予定の自閉症教材を活用しながら、作業
スキルの向上と、新しい作業への参加をめざ
す。

C
休憩時間を含む余暇活動の取り組みが少な
い。 C´

・現在把握できている楽しみを中心に、時間を
決めて取り組む。

A
自閉症教材（学習グッズ・余暇支援グッズなど）
の購入。 A´ ・教材の候補を上げる。

B 学習会の実施。 B´
・職員全体会で取り組み内容や現状を発表し、
情報提供や意見交換を行う。

新規取組及び予想される課題への対応新規取組及び予想される課題

（1）活動支援部　具体的課題

①自閉症（広汎性発達障害）の方への支援

H28年度課題等 H29年度対応策

・環境整理を検討していくと同時に、危険場所・危険物の把握も行い、対策を考えていく。

・障害特性から考えられる危険性の配慮（パニックや仲間同士の接触など）。

権利擁護

・環境変化や、新しい取り組みをする際に、口頭の説明だけでなく、個々の特性に配慮した支援を行う。

安全対策
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・使用機材でケガをしないように、管理と扱いに気をつけていく。

権利擁護

②全体活動

H29年度方針

・参加者の好みや年齢に合わせて楽しんでいただけるように、グループ編成や内容を見直していく。

・相手の状況に合わせて、楽しみながら体を動かせるように支援をおこなう。

・秋に開催される、広島市のフライングディスク大会に参加する。

・それぞれが、音楽を楽しめる内容（好きな曲をリクエストできるなど）ですすめていく。

・ゆったり過ごせるように、また、支援の目が行き届くようにグループに分けて活動を実施していく。

＜新規活動＞

・５月中までに担当職員（補佐職員）の決定、内容についての検討を行う。

・個々の気づきや意見など取り入れながら、みんなで楽しむことのできる内容をめざしていく。

安全対策

・下半期からの定期的な活動の実施をおこなう。

・７月中までに仲間の参加ニーズの聞き取りと、実施スケジュールの決定を行う。

目的：それぞれの希望に合わせて、楽しく過ごせるように実施。

＜運動＞

＜音楽＞

・機材など安全を確保しながら、ケガのないようにおこなう。

・月替わりのメニューを考え、みんなで作り美味しく食べる。

＜おやつづくり＞

・相性や、ゆったりできる人数など配慮しながら複数のグループに分かれて実施。
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・機材でケガをしないように気を付けていく。　

・意見を出しにくい方には、職員が想像しながら実施してみて、表情などを参考にして次の内容に繋げてい
く。

H29年度方針

・季節野菜の栽培
アスパラガス・青シソ・赤シソ・ムカゴ（自然薯）等を栽培し、楽らくの惣菜や活動時に使用できるようにする。

・樹木の栽培
ポーポ―の木を駐車場壁面に2カ所、畑に2カ所、うぐいすの花壇に1カ所、B棟道路側に1カ所、木工場斜
面に4カ所で栽培中。果実は、おやつ作りの材料やお菓子の材料をして使用できるようにしていく。秋には
いちじくの苗を新たに栽培していく。以前から植えてあったゆず・柿・なつめの剪定を行い、収穫量を増やせ
るようにする。

目的：作物を育て、提供・販売できるようにする。

・植物の栽培
セダム・リュウノヒゲ・マツバギク・シャコバサボテンといった観葉植物を育て、外観整備（SOARの鉢植え
用）を行う。又、夏まつり等で販売できるようにする。

権利擁護

・参加不参加は、本人の気持ちを尊重する。

・危険な接触がおきないよう、相性や人数に応じた活動設定を行う。

・環境に合った植物を活用する
作業所周辺で見られる観葉植物をひとまとめにして、環境美化を行う
セダム・松葉菊・ヤマブキ・スイセンの利用。

安全対策

③菜園活動
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実施内容 実施期間 実施機関 優先
（内容・留意点等） （頻度・時間・期間等）（提供者・担当者・適用等）順位

生産管理。
生産状況や部品の残数
状況などを、事業所間で
確認し連携する。

29年度
きつつき・うぐいす職

員
1

型の変更時や個数変
更の際は、早急に連
絡を取り合う。

品質管理。
それぞれが作業を正確
にできるように、配置・調
整を行う。

29年度
きつつき・うぐいす職

員
2

不良品を発見した場
合は原因の確認と改
善。材料に不良品が
多い場合、取引企業
に連絡するなど速や
かな対応をおこなう。

安全で作業のしやすい
環境づくり。

作業室内の整理整頓と
必要備品の準備。

29年度 担当職員 3

アンカー（金具）の入っ
た容器を安全に運ぶ
ため、専用のキャリー
を準備。

容器のサイズに合わ
せてキャリーを探して
いく。

異物の選別をしっかり
行う。

細かい異物の除去がで
きるよう、仲間と練習に
取り組んでいく。

29年度 担当職員 1

ごみ（プラスチック類・
燃えるゴミなど）が出
たときに、仲間で確認
していく。

作業ボランティアの募
集。

施設外清掃を行う。
事業所周辺の清掃を仲
間と一緒に行う。

29年度 関係職員 2 作業終了後に実施。

作業環境の見直し｡
酷暑期の作業場所を検
討する。遮光ネットを設
置して、日陰をつくる。

29年度上半期 担当職員 3
必要備品の購入と作
業場所のレイアウト。

ウ
エ
ス

顧客のニーズに柔軟に
対応する。

各種類の、生産・在庫管
理を徹底していく。

29年度 担当職員 1

必要なときに、スムー
ズに納品できるよう
に、予測して在庫を準
備しておく。

・不足すると思われる
タオル生地の調達。
・各生地の仕入れと在
庫管理。

紙
漉
き

漉きの作業に参加でき
る方を増やしていく。

予想される道具や備品
の準備をおこない、無理
のないかたちで継続でき
るように体制をつくって
いく。

29年度上半期 関係職員 1

製造体制を確保しな
がら、月に1回程度か
ら実施できるようにす
る。

・職員体制の見直し。
・参加希望者や関係職
員との調整。

商品が割れにくいパッ
ケージへの変更。

情報収集と関係業者へ
の相談。

29年度上半期
（夏期販売事業に間

に合わせる）
担当職員 1

商品の品質保持のた
め、酸化しにくい材質
で選んでいく。

パッケージの価格につ
いては、現在の販売価
格から上がりすぎない
ように検討する。

参加者の作業を拡げて
いく。

ジグなど作成して、わか
りやすい作業設定を行
う。

29年度 担当職員 2 ジグの作成。

専用のＰＣでのデータ
管理｡

作業ごとにPCを準備し､
専属の仕事として意識づ
ける｡

29年度上半期 2丁目職員 1 仲間への説明。 PCの準備。

作業環境の見直し。

収納場所の設置とレイア
ウトの見直しを行い、仲
間だけでも準備・片付け
ができるようする｡

29年度上半期 2丁目職員 2
・必要物品の購入。
・室内の整理とスペー
ス確保。

他の作業班との連携。

多量の封入作業などが
ある場合、他の作業班と
も連携して納期に間に合
うように進めていく。

29年度 関係職員 3

不定期の作業なの
で、朝夕の打ち合わ
せにて、他の作業班
に情報を流し、連携し
て作業できるようにす
る。

スムーズに依頼できる
よう、手順書を作成｡

仕訳ミスをなくす。
・仕訳表の作成及び改
定と活用。
・チェック体制の確立。

29年度 関係職員 1

仕分けた千羽鶴を袋
に入れる前に、職員が
最終チェックを行う。ま
た、中間色（濃い・薄
い）の判断が難しい場
合、職員が判断する。

仕訳表の作成。

販売用の商品管理。

管理担当者を決め、イベ
ントなどで、いつでも販
売できるように、商品管
理を行う。

29年度 担当職員 2

月末に在庫確認を行
う。不足している商品
については随時発注
しておく。

管理担当者の任命。

千
羽
鶴
再
生

３．活動支援部（生産的活動）

（1）基本方針
具体的な到達目標 詳細 動き・課題

建
築
資
材
組
立

印
刷
・
軽
作
業

ふ
わ
ふ
わ
い
り
こ

資
源
売
却
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A
生産管理。
（きつつき・うぐいす分の合計確認を随時） A´

・納品総数・返品物品の最終確認を納品前に、
きつつき分・うぐいす分の合計確認を行う。

B
品質管理。
（自助具の確認・不良品の仕分け） B´

・仲間がどの作業工程に参加するか検討する。
チェックの際、不良品を発見した場合、原因を
確認し改善する。

C
安全対策。
（運搬方法の見直し・カゴの中身の重量確認） C´

・アンカー（金具）の入った容器を安全に運ぶた
め、専用のキャリーの検討を行う。

A 安全で作業のしやすい環境づくり。 A´ ・整理整頓・不要物品の処分。

A アルミ缶以外の異物除去｡ A´
・細かい異物の除去ができるよう、仲間と練習
に取り組んでいく。

B
作業所周辺の清掃作業。（アルミ缶作業終了
時） B´ ・屋内・外周清掃、車両清掃、洗濯に取り組む。

C 資源回収先の開拓。 C´
・資源回収の広報を行う。
（広報誌掲載など）

D 作業環境の見直し｡ D´
・酷暑期の作業場所を検討する。遮光ネットを
設置し、日陰をつくる。

A 作業ボランティアの募集｡ A´
・募集要項の作成｡
ホームページ、広報紙で募集をかけていく。

権利擁護

・仲間、職員で声を掛けあって、楽しく安全に作業に取り組む。

（1）活動支援部（生産的活動）具体的課題

①建築資材組立（デッキアンカー）

H28年度課題等 H29年度対応策

新規取組及び予想される課題 新規取組及び予想される課題への対応

安全対策

・屋外事故防止。（車両、転倒など）

・季節に応じた対策。（夏場　水分補給　日陰づくり、冬場　寒さへの配慮　など）

・仲間が移動する際、転倒や車いすからの転落・衝突防止に努める。

②資源売却（アルミ缶・新聞・段ボール）

・仲間の安全面・体調面に注意し、より良い支援について考えていく。

・「作業しやすい空間づくり」「事故が発生しにくい環境づくり」のため、整理整頓を行う。

権利擁護

・明るく元気に挨拶を行う。

H28年度課題等 H29年度対応策

新規取組及び予想される課題 新規取組及び予想される課題への対応

安全対策
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A
顧客の希望するタオル生地が少なく、希望する
数量を納品することができなかった。 A´

・法人関係者への協力依頼とともに、タオル生
地の仕入れについて情報を集めていく。

・広報紙、ホームページなどで協力の呼びかけ
を行う。

B
クロスウエスの材料が回収分のみでは足りず
に、材料を仕入れて対応することがあった。 B´

・在庫管理をおこないながら、必要に応じて早
めに材料を仕入れて準備できるようにしておく。

A
漉きの作業に参加できる方を増やしていく予定
だったが、十分な取り組みができなかった。 A´

・１・２・３丁目の仲間を含めた、作業体験の呼
びかけと実施を行い、興味を示す方がいれば、
継続して取り組めるようにしていく。

B
火曜・水曜の作業日でも、職員の調整ができず
に作業できないときもあった。 B´ ・職員体制、作業スケジュールの見直し。

安全対策

権利擁護

・ほこりやはさみを持つ手の痛みなど、訴えが難しい方も作業していることから、作業環境や相手の表情な
ど見ながら、気持ち良く作業できるように配慮していくことを心がけていく。

・ほこりの立つ状況では、適度に換気をしながら作業をおこなう。

ローラー機械の使用について
・職員が側にいる状態で使用。

安全対策

④紙漉き

H29年度対応策

パックを煮るときのガスの使用について
・燃えやすいものを近くに置かない。
・コンロを使用するときは、職員不在時は火を消すようにする。
・防火用水の準備。
・職員の位置によっては、近づけないように机でコンロをガードする。

③ウエス

パックを煮たあとの鍋について
・火を消した後、机でコンロをガードすることや、常時職員が部屋にいる状態をつくる。

・はさみは、作業以外はロッカーで管理して事故がないようにする。

H28年度課題等 H29年度対応策

攪拌機について
・定期的に機械の確認（回転状況　ボルトナットの接続　など）をおこなう。
・使用については職員が行う。

・それぞれの希望に応じて、分かりやすい設定のもと作業できるように心がけていく。

権利擁護

H28年度課題等
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A
割れにくいパッケージについて情報を集めてい
くが、価格や製品の品質保持などの課題もあり
決定するまでにはいたらかなった。

A´
・継続して情報を集めながら、食品担当部門職
員で検討していく。

A 参加者の作業を拡げていく。 A´
・ジグなどを作成しながら、できる作業を増やし
ていく。

A 専用のＰＣでのデータ管理｡ A´
・作業ごとにPCを準備し､専属の仕事として意
識づける｡

B 商品保管場所の確保｡ B´
・収納場所を用意する事で､仲間だけでも準備
できるように配置していく｡

C 他の作業班への作業依頼｡ C´
・生産量が多くなった時に依頼できるように、手
順書の作成を行う｡

D 折り鶴解体の仕分け場所を分かりやすくする｡ D´
・配置変更することで､より分かりやすい方法の
検討を継続していく｡

E キーホルダー・アクセサリーの作成を行う｡ E´
・専用の収納場所を用意して作業参加しやすく
する｡

A
発送作業等の下請け依頼対応｡
（保管場所・納品対応） A´

・期限・数量・納期について確認を行い、随時対
応していく。他の作業班との連携を行う｡

B 廃材の有効活用｡ B´
・廃棄する備品を再利用して、あらたな活用が
できないか検討していく。

安全対策

・機材を収納する場所の確保。

・動線に物を置かないように注意する。

権利擁護

新規取組及び予想される課題 新規取組及び予想される課題への対応

⑥印刷　軽作業

・高温になる鉄板部分を安易に触らないように、それぞれの作業配置場所や動きなど気をつけていく。

権利擁護

・ちいさなことでも、それぞれの作業を評価（褒める）しながら、意欲をもって作業できるように支援していく。

H28年度課題等 H29年度対応策

新規取組及び予想される課題等 新規取組及び予想される課題への対応

安全対策

・作業道具の整理整頓を行う。

H28年度課題等 H29年度対応策

⑤ふわふわいりこ

・個人個人に合わせた話し方、聞き方をしっかり行う。

・話を聞く時間を設定したり、言葉だけでは分かりにくいことは掲示する等見える化していく。
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A 異物混入や手汗についての対策。 A´
・作業前の手洗い（消毒）、三角巾の着用、手汗
のひどい方には手袋の着用などにより、良い品
質で出荷できるようにする。

＜仕分け・解体＞

A

職員による最終チェックが不十分だった。
（リサイクル業者より、プロジェクト参加の全事
業所に向けて、異物混入防止強化の依頼が
あった。）

A´
・仕分けた千羽鶴を袋に入れる前に、職員が最
終チェックを行う。

・セロハンテープ、接着剤などで固定された千
羽鶴については、色に関係なく選別し、職員が
再利用できるか判断する。（異物混入防止対
策）

B
各現場の仕分け方法により、選別の判断基準
に若干の誤差が感じられた。 B´ ・仕分表を作り直し、各現場に配布する。

・仲間による中間色（濃い・薄い）の判断が難し
い場合、職員が判断する。

＜販売＞

C
イベント販売用の千羽鶴グッズの管理が、あい
まいになっていた。 C´

・管理担当者を決めて、イベント販売商品の管
理を行う。

A 販売用商品の管理方法の見直し。 A´ ・管理担当者の設定。

・毎月末に在庫の確認を行い、不足している商
品については発注し、いつでもイベントに参加
できるようにする。

⑦箱折り

H28年度課題等 H29年度対応策

権利擁護

・両面テープを使用する際、はさみやカッターは、作業以外はロッカーで管理して事故がないようにする。

・興味や関心があれば、衛生面の配慮をおこないながら、一部分でも作業に参加できるようにしていく。

権利擁護

・それぞれの作業ペースに合わせながら、主体的に作業できるように、分かりやすい説明や設定ができる
ように心がけていく。

新規取組及び予想される課題 新規取組及び予想される課題への対応

・はさみなど安全に使用することや、管理に気を付けていく。

安全対策

⑧千羽鶴再生・販売

H28年度課題等 H29年度対応策

安全対策
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A
食品の消費期限に関して、販売カタログに間
違った期限を記載してしまった。 A´

・カタログ作成時、チェック項目をリストアップ
し、各担当職員にチェックを依頼する。
（商品名・金額・消費期限・写真など）

・カタログの原本が完成した際、印刷前に再度
チェックを行う。（最終確認の強化）

B

集金リストにチェックを入れ忘れることがあり、
後の集計の際に、一時的ではあるが、どのお客
様から受け取ったのかわからなくなることが
あった。

B´
・集金から戻った際、記入漏れがないか確認す
る。（①チェックリストの確認②代金の入った封
筒に集金先名が書いてあるか確認。）

C
お客様の納品希望日に、商品をお届けできな
いことが１件あった。 C´

・納品希望日がある注文に対し、予定している
製造期間で準備ができるか確認する。

A

商品管理者と商品発注者が別々になっている
ため、個数の確認や不足した場合の対応など
に、何度も連絡を取らなければならない。（その
場で対処できない）

A´ ・商品管理者に発注作業を引き継ぐ。

・衛生管理や危険対策に伴う難しさもあるが、様々な形でたくさんの仲間が携われる事業をめざしていく。

H29年度対応策

・起こりうる事故を会議で確認し、未然に事故を防ぐ対策をとる。

権利擁護

・仕分け場所での整理整頓を心がけ、転倒防止に努める。

・安全運転を第一に考えて、外出する。

・道路交通法に基づき、安全な場所へ車を止めて納品する。

・納品時、車からの飛び出し、車内事故、施錠忘れなど、防げる事故を起こさないように注意する。

安全対策

H28年度課題等

⑨販売事業

新規取組及び予想される課題 新規取組及び予想される課題への対応
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実施内容 実施期間 実施機関 優先
（内容・留意点等） （頻度・時間・期間等） （提供者・担当者・適用等） 順位

休日、緊急時の
支援体制づくり。

土日、祝日や家族、本人
の緊急時にも支援できる
体制づくり。

29年度
希望、必要性に応じ

て随時実施。

日中支援職員
地域支援職員

1

これまでも本人家族の
高齢化、健康状況に
応じて、休日や緊急時
に随時実施している。

必要性がある家族に
ついては、事前に相談
し、支援体制を検討し
ておく。

ショートステイ対象者を
拡げる。

・ホーム利用者以外の宿
泊支援。
・地域の利用者への宿泊
支援。

29年度
日中支援職員
地域支援職員

2

法人内、地域からの
利用希望に応じた受
付、相談、実施を行っ
ていく。

男性は山根ホーム、
女性は、戸坂第二、
アイホームなどを活
用。

生活課題について、一緒
に考えていく。

法人利用者の通院・金銭
管理など、生活課題に対
する検討。

29年度
日中支援職員とも連

携して随時

日中支援職員
地域支援職員

3

職員などで行っている
個別の通院や金銭管
理の在り方について、
共有して検討してい
く。

職員としての関わり方
や、適正な管理の在り
方について。

家族との連絡。
主たる連絡者以外で、連
絡を取る時の相手先の確
認。

随時
日中支援職員
地域支援職員

4

主たる連絡者が、高
齢などの理由で連絡
が難しくなってきた時
の対応として。

・主たる連絡者の健康
状況の把握。
・兄弟姉妹など血縁者
との関係づくり。

高齢や持病のある入居
者への支援。

加齢や病気に伴う配慮が
必要になった入居者へ
の、適切な支援の検討と
実施。

29年度
日中支援職員
地域支援職員

5

加齢にともなう機能低
下や、病気に対するケ
アの必要性が出てき
ており対応をしていく。

・病気や加齢の様子の
把握。
・家族との連携作り。

健康管理。 29年度 担当職員 1

・健康診断を受け状態
の把握を進める。
・受診同行・服薬の促
し。

・健康診断の促し。
・医療機関・関連機関
との連携。

高齢の入居者への対応。 29年度 担当職員 2

・身体的な生活のしづ
らさの状況把握。
・こころの不安を聞く。
・生活の彩となる季節
の行事や茶話会を催
す。

・面談を行う。
・行事の企画を作業所
と連動して行う。

防災対策。
（あけぼの）

新しい火災報知機の設
置。
ルールの徹底。

29年度 担当職員 3

・職員帰宅時セキュリ
ティのセット確認。
・喫煙は居間の水の
入った灰皿で行う。
・灰皿周りの片付け。
・ガスコンロは使わな
いことの徹底。
・避難訓練の実施。

・セキュリティセット時
の指さし喚呼。
・職員帰宅時の声掛
け。

計画相談の実施。

法人利用者について計画
相談のモニタリング・継続
と、新規法人利用者への
計画相談の実施。

29年度
相談支援専門員
日中支援職員
地域支援職員

1

自宅への訪問によるア
セスメントの実施後、
サービス等利用計画案
の作成、他の事業との
連携、サービス担当者
会議の開催、計画の作
成、モニタリングの実
施。

・相談支援事業所の廃
業による支援の引継
ぎ。
・アセスメントでの年
金、手帳などの情報確
認の実施。

基本相談の実施。
地域の利用者への基本
相談の実施。

29年度 相談支援専門員 2

・電話などにより、基本
相談を行う。
・相談支援の状況、相
談者が利用するサービ
ス事業者との連携など
をお伝えする。

基幹相談事業所や他
の事業者との連携。

ヘルパー研修の実施。
ヘルパーの支援技術の向
上、法令、制度の学習の
実施。

年１回 移動支援部会 1

年１回程度、登録ヘル
パーに対し、支援技術
の向上と制度の学習
を目的として実施す
る。

開催日程、場所の設
定。ヘルパーの拘束時
間などの配慮。

新規ヘルパーの募集。
新たにヘルパー希望者の
募集を実施。

随時 移動支援部会 2
１～2名程度の増員を
希望。

実習生、ヘルパーのつ
ながり、有資格のパー
ト、実習生への働きか
けを行う。

体
験
利
用

体験利用の実施と
今後の在り方の検討。

・制度利用が可能な利用
者への宿泊の調整。
・アイホームの活用につい
ての検討。

29年度 地域支援室全体 1
制度利用が可能な利
用者については、実施
調整をしていく。

体験利用に替わる、ア
イホームの活用方法
の検討。

新規利用者への実施。
法人内、地域からの新し
い利用者の受け入れ。

29年度
日中支援職員、
地域支援職員、
地域の関連機関

1

・現在利用している方
以外で、利用の希望を
されている方の確認。
・地域からの利用希望
の受付。

利用希望に対し、まず
受付し、面談や相談な
どを行い、実施をして
いく。

土日、祝日の実施。
女性ホームにて土日、祝
日についての対応も実施
していく。

29年度
日中支援職員
地域支援職員

地域の関連機関
2

女性ホーム（戸坂第
二）は、土日、祝日も
対応が可能なため受
け入れを検討してい
く。

利用の希望があれば、
まず受付し、面談や相
談などを行い、実施を
検討していく。

４．地域支援室
詳細 動き・課題具体的な到達目標

安心して暮らす。
（あけぼの）

相
談

短
期
入
所

移
動

ホ
ー

ム
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A 豊かな余暇活動への支援。 A´
・それぞれの目的に沿った余暇活動を考え、本
人や家族等に提案。

・入居者への余暇活動の支援の継続。
・利用者の希望に応じて、移動支援での外出の
実施。

・入居者、家族、職員の交流会の継続実施。
・職員と入居者の季節に応じた交流行事を年4
回企画。また、ファミリー会との交流行事も別に
年4回企画する。

B 入居者の情報の共有。 B´

・入居者に変わった状況があれば、職員間（職
員、日中職員、ケース担当）や家族等で情報の
共有ができるように電話・メール・連絡帳などを
用いて状況に応じた方法で報連相を行う。

C
事故や感染症、災害時等における予防や対
応。 C´

・事故、災害、緊急時等に対応できる各種マ
ニュアルの作成を行う。

・研修等での知識の取得や訓練等によって予
防及び対応力の向上を図る。

・ヒヤリハットレポートの活用。

・災害時における対応。 ・災害に備えて、必要な事前対策、準備を行う。

（災害時における職員対応の統一化
防災知識の収集、職員の防災意識の向上
非常食の管理。）

・避難訓練。
・避難訓練、水消火器等を使用した避難訓練を
実施する。

・緊急時、事故への対応。
・救急法、応急処置などの技術の習得や、緊急
時の支援体制についての検討や職員への周知
を行う。

・感染症対策。 ・帰宅時の手洗いうがいの励行の継続。

・毎朝ドアの取っ手や手すりの消毒を実施す
る。

D 職員の支援技術の向上、資格取得。 D´
・介護職員の痰吸引等講習を受講し、より多く
のケースに対応できる職員を育成する。

E 地域とのつながり。 E´
・町内活動等を通じて町内、地域住民の方々と
の交流を深める。町内清掃、ご近所祭り、町内
会役員としての活動など。

F 入居者の泊数増への支援。 F´
・入居者の環境の変化に伴うストレスが最小に
なるよう、家族・日中支援職員とも連携しなが
ら、週5泊宿泊できるように支援を行う。

（1）地域支援室　具体的課題

①交響ホーム

清風台

H28年度課題等 H29年度対応策
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A 家族への連絡。 A´

・主たる連絡者である家族が高齢等の理由によ
り、連絡が難しくなってきている家庭について
は、他の家族等と連絡が取れるように調整を行
う。

B 高齢の入居者への支援体制。 B´
・入居者の身体状況の変化に対応できるように
するため、職員間で介助方法などについて確
認や検討を行う。

C 介護保険サービスの利用。 C´

・福祉用具のサービスを実際に使いながら、入
居者の残存能力を活かした支援ができるよう、
入居者、家族、担当ケアマネージャー、福祉用
具事業所等と連携を行う。

D 土日宿泊している仲間への支援。 D´
・休日の電話連絡や、クッキングパパとの連携
により、本人の監視とならない見守り体制を作
り、休日も支援を行う。

A 豊かな余暇活動への支援。 A´
・それぞれの目的に沿った余暇活動を考え、本
人や家族等に提案。

・入居者への余暇活動の支援の継続。
・利用者の希望に応じて、移動支援での外出の
実施。

・入居者、家族、職員の交流会の継続実施。
・職員と入居者の季節に応じた交流行事を年4
回企画。また、ファミリー会との交流行事も別に
年4回企画する。

B 入居者の情報の共有。 B´

・入居者に変わった状況があれば、職員間（職
員、日中職員、ケース担当）や家族等で情報の
共有ができるように電話・メール・連絡帳などを
用いて状況に応じた方法で報連相を行う。

C
事故や感染症、災害時等における予防や対
応。 C´

・事故、災害、緊急時等に対応できる各種マ
ニュアルの作成を行う。

・研修等での知識の取得や訓練等によって予
防及び対応力の向上を図る。

・ヒヤリハットレポートの活用。

新規取組及び予想される課題 新規取組及び予想される課題への対応

・食事や入浴時等、日常生活上において考えられる事故について、予防策の検討及び対応をする。また入
居者、家族にも考えられる危険性や事故の予防の取り組みの報告や協力を依頼する。
・送迎車両乗降時の見守り、運行中の車内外の危険に対する注意喚起を実施する。
・毎月1回地域全体会で安全委員の作成の安全チェックシートを活用し、現場での気づきを共有し対応す
る。

権利擁護

安全対策

H28年度課題等

・話し方、聴き方、接し方に気を付ける。
・あなたを大切にしますキャンペーンに連動し、入居者への支援の質を高める。

戸坂第一ホーム

H29年度対応策
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・災害時における対応。 ・災害に備えて、必要な事前対策、準備を行う。

（災害時における職員対応の統一化
防災知識の収集、職員の防災意識の向上
非常食の管理。）

・水防法等改正に伴う対応。 ・避難確保計画作成及び避難訓練を実施する。

・避難訓練。
・入居者を含めた避難訓練、水消火器等を使用
した避難訓練を年2回実施する。

・緊急時、事故への対応。
・救急法、応急処置などの技術の習得や、緊急
時の支援体制についての検討や職員への周知
を行う。

・感染症対策。 ・帰宅時の手洗いうがいの励行の継続。

・毎朝ドアの取っ手や手すりの消毒を実施す
る。

D 害虫への対応。 D´
・害虫への対応としてアリ、ムカデ、ゴキブリ等
に対して、殺虫剤などを購入する。
・ハチの巣ができた場合は早急に駆除する。

E 地域とのつながり。 E´
・町内活動等を通じて町内、地域住民の方々と
の交流を深める。町内運動会、町内秋祭りへの
参加。

A 送迎車乗降時に考えられる危険への対応。 A´
・積雪、路面凍結時に入居者が移動する際は
安全に車まで移動できるよう付き添う。

B 家族との連絡。 B´

・主たる連絡者である家族が高齢等の理由によ
り、連絡が難しくなってきている家庭について
は、他の家族等と連絡が取れるように調整を行
う。

C 入居者の健康管理。 C´
・加齢に伴う身体機能の低下や病気に対する
支援として運動や通院ができるよう体制づくりを
行う。

安全対策

新規取組及び予想される課題 新規取組及び予想される課題への対応

・食事や入浴時等、日常生活上において考えられる事故について、予防策の検討及び対応をする。また入
居者、家族にも考えられる危険性や事故の予防の取り組みの報告や協力を依頼する。
・送迎車両乗降時の見守り、運行中の車内外の危険に対する注意喚起を実施する。
・毎月1回地域全体会で安全委員の作成の安全チェックシートを活用し、現場での気づきを共有し対応す
る。

権利擁護

・話し方、聴き方、接し方に気を付ける。
・あなたを大切にしますキャンペーンに連動し、入居者への支援の質を高める。
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A 豊かな余暇活動への支援。 A´
・それぞれの目的に沿った余暇活動を考え、本
人や家族等に提案。

・入居者への余暇活動の支援の継続。
・利用者の希望に応じて、移動支援での外出の
実施。

・入居者、家族、職員の交流会の継続実施。
・職員と入居者の季節に応じた交流行事を年4
回企画。また、ファミリー会との交流行事も別に
年4回企画。

・入居者主催の余暇活動。
・入居者同士で話し合いをし、イベントが企画出
来るよう職員が支援を行う。企画を実施。

B 入居者の情報の共有。 B´

・入居者に変わった状況があれば、職員間（職
員、日中職員、ケース担当）や家族等で情報の
共有ができるように電話・メール・連絡帳などを
用いて状況に応じた方法で報連相を行う。

C
事故や感染症、災害時等における予防や対
応。 C´

・事故、災害、緊急時等に対応できる各種マ
ニュアルの作成を行う。

・研修等での知識の取得や訓練等によって予
防及び対応力の向上を図る。

・ヒヤリハットレポートの活用。

・災害時における対応。 ・災害に備えて、必要な事前対策、準備を行う。

（災害時における職員対応の統一化
防災知識の収集、職員の防災意識の向上
非常食の管理。）

・水防法等改正に伴う対応。 ・避難確保計画作成及び避難訓練を実施する。

・避難訓練。
・入居者を含めた避難訓練、水消火器等を使用
した避難訓練を年2回実施する。

・緊急時、事故への対応。
・救急法、応急処置などの技術の習得や、緊急
時の支援体制についての検討や職員への周知
を行う。

・感染症対策。 ・帰宅時の手洗いうがいの励行の継続。

・毎朝ドアの取っ手や手すりの消毒を実施す
る。

D 職員の支援技術の向上、資格取得。 D´
・介護職員の痰吸引等講習を受講し、より多く
のケースに対応できる職員を育成する。

E 地域とのつながり。 E´
・町内活動等を通じて町内、地域住民の方々と
の交流を深める。町内運動会、町内秋祭りへの
参加。

F 集団生活上、生じる課題への対応。 F´
・一人ひとりのニーズに応じた生活環境を考慮
しながら、ホームで快適な生活を送れるよう支
援する。

G 土日、祝日のホーム宿泊時の日中支援。 G´
・ホームで見守りを行ったり、移動支援を利用し
たりするなどして対応する。

戸坂第二ホーム

H28年度課題等 H29年度対応策
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A 土日、祝日のショートステイの実施。 A´
・土日、祝日も対応が可能であるため、必要に
応じてショートステイを実施する。

B 家族との連絡について。 B´

・主たる連絡者である家族が高齢等の理由によ
り、連絡の難しくなってきている家庭について
は、他の家族等と連絡が取れるように調整を行
う。

A 豊かな余暇活動への支援。 A´
・それぞれの目的に沿った余暇活動を考え、本
人や家族等に提案。

・入居者への余暇活動の支援の継続。
・利用者の希望に応じて、移動支援での外出の
実施。

・入居者、家族、職員の交流会の継続実施。
・職員と入居者の季節に応じた交流行事を年4
回企画。また、ファミリー会との交流行事も別に
年4回企画する。

B 入居者の情報の共有。 B´

・入居者に変わった状況があれば、職員間（職
員、日中職員、ケース担当）や家族等で情報の
共有ができるように電話・メール・連絡帳などを
用いて状況に応じた方法で報連相を行う。

C
事故や感染症、災害時等における予防や対
応。 C´

・事故、災害、緊急時等に対応できる各種マ
ニュアルの作成を行う。

・研修等での知識の取得や訓練等によって予
防及び対応力の向上を図る。

・ヒヤリハットレポートの活用。

・災害時における対応。 ・災害に備えて、必要な事前対策、準備を行う。

（災害時における職員対応の統一化
防災知識の収集、職員の防災意識の向上
非常食の管理。）

・避難訓練。
・入居者を含めた避難訓練、水消火器等を使用
した避難訓練を年2回実施する。

新規取組及び予想される課題 新規取組及び予想される課題への対応

・食事や入浴時等、日常生活上において考えられる事故について、予防策の検討及び対応をする。また入
居者、家族にも考えられる危険性や事故の予防の取り組みの報告や協力を依頼する。
・送迎車両乗降時の見守り、運行中の車内外の危険に対する注意喚起を実施する。
・毎月1回地域全体会で安全委員の作成の安全チェックシートを活用し、現場での気づきを共有し対応す
る。

権利擁護

安全対策

・話し方、聴き方、接し方に気を付ける。
・あなたを大切にしますキャンペーンに連動し、入居者への支援の質を高める。

戸坂山根ホーム

H28年度課題等 H29年度対応策
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・土砂災害への対応。
・土砂災害対応マニュアルを利用した職員への
教育の実施、入居者を含めた避難訓練の実
施。

・緊急時、事故への対応。
・救急法、応急処置などの技術の習得や、緊急
時の支援体制についての検討や職員への周知
を行う。

・感染症対策。
・帰宅時の手洗いうがいの励行の継続。毎朝ド
アの取っ手や手すりの消毒を実施する。

D 職員の支援技術の向上、資格取得。 D´
・介護職員の痰吸引等講習を受講し、より多く
のケースに対応できる職員を育成する。

E 地域とのつながり。 E´
・町内活動等を通じて町内、地域住民の方々と
の交流を深める。町内清掃、とんど等への参
加。

F 入居者の宿泊増への支援。 F´
・入居者の環境の変化に伴うストレスが最小に
なるよう、家族・日中支援職員とも連携しなが
ら、週5泊宿泊できるように支援を行う。

A 家族との連絡。 A´

・主たる連絡者である家族が高齢等の理由によ
り、連絡の難しくなってきている家庭について
は、他の家族等と連絡が取れるように調整を行
う。

B 新規入居者への対応。 B´

・新規入居者2名がホーム生活への移行がス
ムーズに出来るように支援を行う。また現入居
者についても、新たな入居者との関係が良好に
いくように支援を行う。

A 豊かな余暇活動への支援。 A´
・それぞれの目的に沿った余暇活動を考え、本
人や家族等に提案。

・入居者への余暇活動の支援の継続。
・利用者の希望に応じて、移動支援での外出の
実施。

B 入居者の情報の共有。 B´

・入居者に変わった状況があれば、職員間（職
員、日中職員、ケース担当）や家族等で情報の
共有ができるように電話・メール・連絡帳などを
用いて状況に応じた方法で報連相を行う。

安全対策

新規取組及び予想される課題 新規取組及び予想される課題への対応

権利擁護

・食事や入浴時等、日常生活上において考えられる事故について、予防策の検討及び対応をする。また入
居者、家族にも考えられる危険性や事故の予防の取り組みの報告や協力を依頼する。
・送迎車両乗降時の見守り、運行中の車内外の危険に対する注意喚起を実施する。
・毎月1回地域全体会で安全委員の作成の安全チェックシートを活用し、現場での気づきを共有し対応す
る。

・話し方、聴き方、接し方に気を付ける。
・あなたを大切にしますキャンペーンに連動し、入居者への支援の質を高める。

体験利用（戸坂第二、アイホーム、戸坂山根）

H28年度課題等 H29年度対応策

38



C
事故や感染症、災害時等における予防や対
応。 C´

・事故、災害、緊急時等に対応できる各種マ
ニュアルの作成を行う。

・研修等での知識の取得や訓練等によって予
防及び対応力の向上を図る。

・ヒヤリハットレポートの活用。

・災害時における対応。 ・災害に備えて、必要な事前対策、準備を行う。

（災害時における職員対応の統一化
防災知識の収集、職員の防災意識の向上
非常食の管理。）

・水防法等改正に伴う対応。 ・避難確保計画作成。

・緊急時、事故への対応。
・救急法、応急処置などの技術の習得や、緊急
時の支援体制についての検討や職員への周知
を行う。

・感染症対策。 ・帰宅時の手洗いうがいの励行の継続。

・毎朝ドアの取っ手や手すりの消毒を実施す
る。

D 職員の支援技術の向上、資格取得。 D´
・介護職員の痰吸引等講習を受講し、より多く
のケースに対応できる職員を育成する。

E 地域とのつながり。 E´
・挨拶等を通じて地域住民の方々との交流を深
める。

F 個別支援計画に沿った支援。 F´

・個々の個別支援計画に沿った支援を行うた
め、支援計画を表にまとめ、わかりやすく提示
する。
ホーム宿泊時、個別支援計画の取り組んだ内
容や日時などの記載を行う。

G
入居中の利用者との関係性。（山根、第二ホー
ム） G´

・入居中の利用者との関係性にも配慮し、宿泊
日や空き居室の調整等を行う。

H 土日祝の体験利用の実施。（第二ホーム） H´
・希望に応じて、土日祝の体験利用を実施を行
い、休日の日中の過ごし方、送迎等の調整を行
う。

I 健康服薬確認表の継続。 I´
・服薬ミス防止のため、服薬後に服薬欄に
チェックを行う。又、帰省日に服薬確認表を自
宅に持ち帰り、家族にも確認してもらう。

・薬ポケットを設置し、各人、毎食ごとに薬を管
理する。

A 今後のアイホーム活用方法の検討。 A´
・体験利用に代わる新たな生活支援の場が提
供できるよう、アイホーム活用方法を検討する。

新規取組及び予想される課題 新規取組及び予想される課題への対応
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B 家族との連絡。 B´

・主たる連絡者である家族が高齢等の理由によ
り、連絡の難しくなってきている家庭について
は、他の家族等と連絡が取れるように調整を行
う。

C
誤飲や転倒する恐れ等のある、特に安全につ
いて配慮の要する利用者支援。 C´

・事前に家族等と面談を行い、詳しい情報を得
る。その情報をホーム職員や日中職員と共有
し、利用者が安全に宿泊できるようにする。

A 安心して暮らす。 A´ ・生活に潤いをもちゆっくり話す機会を持つ。

・健康管理。 ・健康診断を受け状態を把握する。

・受診同行を継続する。

・服薬の促しを継続する。

・彩りある行事。 ・行事を企画する。

A 高齢の入居者への対応を考える。 A´ ・日々の体調確認。

・介護保険の更新手続き支援。

・包括支援センターなどとの連携。

B 防災対策。 B´ ・喫煙場所の徹底。

・灰皿付近の片付けの習慣化。

・話し方、聴き方、接し方に気を付ける。
・あなたを大切にしますキャンペーンに連動し、入居者への支援の質を高める。

あけぼのホーム

H28年度課題等 H29年度対応策

新規取組及び予想される課題 新規取組及び予想される課題への対応

安全対策

・防犯ベル、火災報知機による警備体制。
・セキュリティセット確認の徹底を行う。
・緊急連絡先を掲示する。
・事故予防対策の構築する。

権利擁護

安全対策

・食事や入浴時等、日常生活上において考えられる事故について、予防策の検討及び対応をする。また入
居者、家族にも考えられる危険性や事故の予防の取り組みの報告や協力を依頼する。
・送迎車両乗降時の見守り、運行中の車内外の危険に対する注意喚起を実施する。
・仲間同士の移動での導線に配慮するなど、転倒を未然に防ぐことができるよう心がける。
・毎月1回地域全体会で安全委員の作成の安全チェックシートを活用し現場での気づきを共有し対応する。

40



A 法人利用者への計画相談の実施。 A´

・法人の利用者は、希望に応じて計画相談を実
施し、今後もモニタリング、継続、変更などに順
次対応していく。新規入所者で、セルフプランの
方は、希望に応じて計画相談を実施していく。
また他の事業所の廃業などにも必要に応じて
引継ぎを行っていく。
（アセスメントでは、障害者手帳、年金、医療な
どの基本的な項目についても確認していく。）

B 他の事業者との連携づくり。 B´

・計画相談を行うに当たり、利用者が利用して
いるサービス事業者と電話連絡、訪問などで連
携し、情報共有、サービス担当者会議を行って
いく。
また新規の利用希望についても事業者との調
整を行う。

C 外部依頼者への基本相談の実施。 C´
・基本相談支援を行い、相談支援の現状の説
明、現在利用しているサービス事業者の担当
者との相談と連携を行う。

・基幹相談事業所、行政との対応などについて
の助言を行う。

D 東区自立支援協議会などとの関係づくり。 D´
交流会や講演会、研修会、定例会などに参加
し連携を行っていく。

A 新規法人利用希望者への計画相談の対応。 A´
・新規希望者については、相談支援事業者を仲
介して、利用希望をすすめるように依頼する。

・利用に至る段階でも、相談支援事業者と確認
の上、実施が可能な希望者について、計画相
談を実施する。

B 相談支援の複数名の体制づくり。 B´

・相談業務をサポートできる複数名による職員
体制を検討していく。 特に業務が集中する年度
末の１～3月とモニタリング期の７～9月。また同
性での相談ができるように男女がそろうようにし
ていく。

安全対策

・訪問や手続きなど、車で移動する時は安全運転を心がけていく。

・相手の立場に立つ支援ができるように。話し方、聴き方、接し方に気をつけていく。

権利擁護

新規取組及び予想される課題 新規取組及び予想される課題への対応

権利擁護

・話し方、聴き方、接し方に気を付ける。
・あなたを大切にしますキャンペーンに連動し、入居者への支援の質を高める。

②指定特定相談支援

H28年度課題等 H29年度対応策
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A ヘルパー研修の実施。 A´
・ヘルパー研修など、登録ヘルパーの支援技術
向上のための検討、企画を行う。

B 今後の移動支援の活用について。 B´
・新規の依頼について、検討のうえ可能であれば
対応する。

・地域希望者についても、検討のうえ可能であ
れば対応を行う。

C 新規ヘルパーの募集。 C´
・１～2名程度の増を希望。ヘルパー繋がりの
紹介、有資格のパート、実習生などから募集す
る。

D 集団ガイド　新規メンバーの募集。 D´ ・個別面談時に希望を確認。

E
サービス提供責任者における活動の確認の徹
底。 E´

・サービス提供責任者が活動の実施状況を確
認し、報告書に捺印する。

A 新人職員の育成。 A´
・はじめは集団ガイドに参加。実際に支援を行
いながら、注意点や業務の内容を説明。慣れた
ら個別ガイドにも入ってもらう。

B サービス実施記録の書式変更。 B´
・４月１日から新書式に変更予定。事前にヘル
パーに記載方法の説明を行う。

③移動支援事業

H28年度課題等 H29年度対応策

・話し方、聴き方、接し方に気を付ける。
・できるだけ自己決定できるような支援を心掛ける。

新規取組及び予想される課題 新規取組及び予想される課題への対応

安全対策

・公共交通機関等乗降の際の見守り、車内外の危険に対する注意喚起を実施する。
・車椅子を押す際の対人対物との接触、衝突に対する注意喚起。
・急な飛び出しがある仲間に対する、見守り等注意喚起。
・落し物、忘れ物等がないよう、見守り、確認等の注意喚起。
・金銭使用の際の見守り、声掛け、確認等の注意喚起。
・てんかん発作があった場合の適切な対応ができるよう学習する。

権利擁護
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実施内容 実施期間 実施機関 優先
（内容・留意点等） （頻度・時間・期間等） （提供者・担当者・適用等） 順位

相談を受ける。
作業や暮らしに関し、仲間
からの相談がしやすいよ
うに配慮する。

29年度 第三作業所職員 1

・話しやすい雰囲気を
作る。
・それぞれの仲間に
あった対応を行う。

苦情受付・不安を聴く。

ニーズにそった作業・活動
の継続。
創作的活動の継続。

・既存の作業の継続。
・リングノート製本作業
の拡大。（月200冊）
 ・イベントで手芸品な
どの販売活動。
・社会との交流・促進。
　地域行事への参加。

・作業が成果へとかわ
る喜びの実感。
・売れる喜び・発表の
喜びを実感。

HowHowクラブ（仲間の
会）を活発化。

・週1回合奏など音楽
活動の取り組み。
・仲間による年間行事
の企画・担当者を決め
実施。

・仲間たちの思いを、
仲間たちが話し合い決
めていく。
（職員は助言にとどめ
る）
・行事を増やす。

余暇活動。

・スポーツ大会・文化的
行事の情報提供と参
加。
・月1回二葉公民館での
ソフトバレーの練習の
継続。

職員の同行など。

昼食・夕食の提供を行う。 29年度 第三作業所職員
月曜から金曜までの
昼夕食の提供　。

休日は宅配弁当など。
（各自）

健康課題を抱えた人への
支援を考える。

29年度

東区保健センター
医療機関

訪問看護事業所
居宅介護事業所

第三作業所

・健康診断を受け状態
の把握。
・通院同行を行う。

・健康診断を受ける。
・必要な支援環境を関
係機関と連携。

金銭管理の手助けをす
る。
衣類・日用品の買い物の
手助け。

29年度
第三作業所職員

かけはし
生活課

・かけはしなどとの情
報共有。
・買い物に同行する。

かけはし・東区生活課
ケースワーカーとの連
携。

生活支援。 不安の聞き取りをする。 29年度 第三作業所職員 2

・身体的な生活のしづ
らさの状況把握。
・こころの不安の聞き
取り。

・訪問
・聞き取り
・生活環境の整備（ゴミ
出しなど）

充実した日。
日々の生活の中で彩のあ
る行事を行う。

29年度 第三作業所 3
・季節ごとの行事
　花見・バーベキュー・
忘年会・初詣・茶話会

ゆっくり話せる時間を
作る。

第9回ほのぼのあけぼの
市の開催。

11月 第三作業所
11月第3土曜日開催
感謝の気持ちを表す。

町内会・民生委員さん
の協力を得る。

広報紙の発行。 年2回 第三作業所

・作業の様子やボラン
ティア募集などのお知
らせ。
・地域の方に気軽に来
ていただく、知ってい
ただく。

・近隣地域・関係機関
への配布。
・費用の捻出。

地域の行事への参加。 29年度
町内会

民生委員
第三作業所

地域の盆踊りなどの
行事・防災訓練への
参加。

感謝の気持ちを表す。

５．第三作業所　〔事業名：地域活動支援センターⅢ型〕
具体的な到達目標 詳細 動き・課題

日
中
活
動

要望・ニーズにそった
作業・活動を行う。

29年度
第三作業所

HowHowクラブ役員

地域
1

暮
ら
し

地域で安心して暮ら
す。

1

3
地
域

情報発信。
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A 相談を受ける。 A´ ・話しやすい雰囲気を作る。

・それぞれの仲間にあった相談の対応を行う。

B 要望・ニーズにそった作業・活動を行う。 B´ ・既存の作業の継続と拡充。

・創作的活動の継続。
　イベントで手芸品などの販売活動。
　週1回合奏など音楽活動の取り組みの継続。

・社会との交流・促進。
　地域行事への参加。
　スポーツ大会・文化行事の情報提供と参加。
　月1回二葉公民館でのソフトバレーの練習。

C 地域の皆さんとの交流。 C´ ・第9回ほのぼのあけぼの市の開催。

・広報紙の発行。

・地域行事への参加。

D 生活支援。 D´ ・生活のしづらさの状況把握の継続。

　訪問
　聞き取り
　生活環境の整備（片付け・ゴミ出しなど）

新規取組及び予想される課題等 新規取組及び予想される課題への対応

A 体調確認。 A´ ・毎朝の体調確認。

・医療機関、相談機関、福祉サービス事業所な
どとの連携。

・安全確認チェック表を用いて毎月1回事故予防を行う。

権利擁護

・あなたを大切にしますキャンペーンと連動する。

（１）第三作業所　具体的課題

H28年度課題等 H29年度対応策

安全対策

・毎日の打ち合わせや会議でヒヤリハットを出し合う。

・指さし喚呼の励行。
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実施内容 実施期間 実施機関 優先
（内容・留意点等） （頻度・時間・期間等） （提供者・担当者・適用等） 順位

各現場での報告や集約
をもって、役員会がおこ
なえるようになる。

　
役員会で、現場に報告す
る内容について検討や、
伝え方の練習を行う。

月１回から
金曜日

13:30から30分程度

自治会役員
担当職員

1

・役割りの確認。
・行事担当者との連
携。

虹の会交流行事や学習
会に参加する。

虹の会行事や、学習会に
ついての確認と準備。 月1回～2回

担当役員
担当職員

2

・虹の会に参加し、仲間
の意見をまとめていく。
・難しい情報について
は、要約筆記等で分か
りやすく伝える。

各職員との情報の共
有。

研
修
旅
行

普段の生活とは違う体
験のもと、いろんなことを
感じ（学び）ながら旅行を
楽しむことができる。

・行先についての検討。
・アンケート（日帰り　一
泊）の実施。
・情報伝達と情報共有の
ための準備。

戸坂　6月・10月 担当職員 1

広島県内または近隣
県。移動時間は、休憩
を含めて2時間程度。
バリアフリーが整備さ
れ、雨天時でも過ごせ
そうな場所。社会見学
的な要素も含めて、行
程を企画する。

・しおりの作成。
・説明会の開催など。

ヒヤリハットの周知報告
を行う。

・夕方の打ち合わせや
メールを活用して周知す
る。
・書面の見直し。

29年度 担当職員 1
担当者での役割分担
を行う。

避難訓練の実施と集
約。

・年2回行われる避難訓
練の設定。
・避難時に必要な書面の
作成。

29年度
年2回

担当職員 2 実施時期の調整。 書面の統一。

安全運転の啓発を行
う。

・職員会議での啓発活
動。
・車内に安全運転確認
が行える書面の作成。
・冬季の対応方法につい
ての文章作成。

29年度 担当職員 3
日程調整を行い、担
当者会議を設け作成
していく。

会議の日程調整。

気になることがあるとき
に、話せる場所と職員
がいる。

日ごろの様子や楽しかっ
たことなども含めて、ま
ずは『話ができる場所』と
しての認識を持ってもら
えるよう努めていく。

毎週金曜日
15時～

担当職員 1

毎月１回（職員会議
日）会議を行い、権利
擁護のキャンペーンな
どについても検討を行
い実施できるようにし
ていく。

気になることがあれば、
ほっとさんに話ができ
る。（仲間・家族・職員）

仲間への周知とともに、
『ご家族からの相談も受
付できること』を再度発
信し、誰でも相談できる
環境を整えていく。

月1回
ほっとさん
担当職員

1
ほっとさん来所日につ
いての案内。

地
域
公
益
活
動

戸坂地域の子どもやお
年寄りが集まれる場を
つくる。

活動（遊びや勉強）や食
事会を通して、楽しみな
がら交流できるようにす
る。

29年度
戸坂地域づくり協議

会
担当職員

1
地域づくり協議会への
参加と実施。

広報活動や法人内各
職員との情報共有。

権
利
擁
護

安
全
委
員
会

自
治
会
　
虹
の
会

６．その他の事業
具体的な到達目標 詳細 動き・課題
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①自治会（仲間の会）・きょうされん虹の会（利用者部会）活動

A 仲間への全体報告を行う。 A´ ・仲間から報告できる練習を行う。

B 役員会を定期的に行う。 B´
・仲間に報告する内容について、役員で確認や
検討を行う。（作業所での役員会を月1回ペース
で調整）

C 虹の会行事への参加。 C´
・虹の会の交流行事や研修に参加出来るよう
に準備をおこなう。（年4回～5回）

D 担当職員間の情報共有。 D´
・担当者で確認を行い、虹の会に参加できるよ
うに調整していく。（毎月参加できるように調整）

②研修旅行

A リフト付きバス、ホテルの確保。 A´
・リフト付きバス、ホテルの確保が出来るよう、
今年度中に来年度の日程とコースの決定を行
う。

B 今年度の日程及び行き先を考案。 B´
今年度は、6月8日（木）、9日（金）に下関・北九
州、10月13日（金）に福山市鞆の浦で決定。リフ
ト付きバスも確保済み。

C 一泊旅行に人数が偏った場合。 C´ 参加申込書の集計結果を確認してから検討。

H28年度課題等 H29年度対応策

6．その他の事業

権利擁護

・事前に説明会を持ち工程を説明するとともに、スケジュールや関係情報を分かりやすくまとめたしおりなど
を作成して、楽しく参加できるようにしていく。
・バリアフリーの設備など、参加者が楽しみやすい場所・移動手段（バスなど）を基準に行き先などを決めて
いく。

安全対策

H28年度課題等 H29年度対応策

安全対策

・車を使用する際は、安全運転を心がける。

・いつもと違う環境で過ごすことから、見守りなど十分な配慮をこころがけていく。
・無理のない職員体制のもと、安全に配慮しながら介助をおこなう。

・会議の工夫を行う。漢字にはフリガナ、難しい言葉は分かりやすく説明を行う。

権利擁護

・外部に同行する際は、見守りをしっかりと行う。
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A ヒヤリハット報告の集約と周知を全体会で行う。 A´
・担当者の会議や全体会での啓発、メールでの
周知を行う。

・書面の見直し

B 安全運転啓発活動。 B´
・チェックリストを作成し、随時意識付けを行って
いく。

・冬季の対応方法についての文章作成。

C 避難訓練の実施と集約を担当者で行う。 C´ ・年2回行われる避難訓練の設定。

・避難時に必要な書面の作成。

A
各現場の担当職員が集まりやすいように、会議
の持ち方について検討が必要。 A´

・定期的な呼びかけと、それぞれの役割を設け
る。

④権利擁護

（ほっとさん）

（苦情受付担当者会議）

・相談者の増減は感じられないが、利用される仲間は固定化しつつある。ご家族向けのほっとさん情報紙に『ご
家族からの相談も受付できること』を再度発信し、誰でも相談できる環境を整えていく。

・毎月１回（職員会議日）会議を行う。苦情・相談受付を主に、人権擁護に関する研修にも参加し、職員のスキル
の向上（意識の定着）をめざす。
・年度末に、次年度の年間スケジュールを立て、計画的に会議やキャンペーンを実施する。

（倫理綱領を広げる取り組み）

・年2回、人権擁護キャンペーンを実施する。
・研修で学んだことを共有するため、職員間で学習会を行う。

・相談者が固定化している。苦情や相談受付が中心ではあるが、日ごろの様子や楽しかったことなども受け入れ
て、まずは『話ができる場所』としての認識を持ってもらえるよう努めていく。

（苦情や要望等の受付）

新規取組及び予想される課題等 新規取組及び予想される課題への対応

③安全委員会

H28年度課題等 H29年度対応策
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・子供用荷物置き場は色付きのシートに加え、看板を設置して明確にしておく。

・トレーニングルームの活用方法を検討する。

・参加申込みをしていない子供の参加について
　遊びの時間-興味を持った子供は、受け入れていく。
　食事の時間-申込みをした子供に限定する。

・食事メニューはカレーとする。参加募集広報に、アレルギーに対応できない旨と材料を明記しておく。

⑤戸坂地域づくり協議会　らくらく広場

H28年度方針

開催内容

・今後のらくらく広場の動きを確認　　　ほか
19:00　解散

今後の予定

・片付け、手洗い、食事

・11月～3月の間は日暮れが早いため各家庭にお迎えを依頼する。
18:00～スタッフ反省会

・一日の振り返り（日誌作成）

開催日時・場所
毎月第4木曜日14:30～19:00　※祝日の際は第3木曜日
戸坂福祉センター　広島市東区戸坂大上1-4-22

・各テーブル、世代間交流ができるよう誘導する。
17:45～終わりの会

プログラム
14:30　集合・打合せ

・会場設定
 受付準備、看板、子供用荷物置き場など
 1階娯楽室～幼児コーナー、高齢者控室
 2階トレーニングルーム～机、椅子、宿題・遊び準備
 作業室～食事班準備
15:00～はじめの会・学びの時間

・戸坂地域づくり協議会と実行委員会若者会議との連携（報告・連絡・相談）　

・城山小学校、東区担当スクールソーシャルワーカーと連携を取って、孤食や不登校の子供参加について
考えていく。

・城山小学校から中古教材提供予定。

・けが人が出た場合は、名前を確認し、その後、家族が迎えに来た際、怪我について伝える。状況に応じそ
の場で電話連絡する。救急箱の購入。

・フードバンクの活用は見送り、地元のスーパーで食材などを調達する。地元のスーパーで調達するほうが
地域貢献へ繋がるため。

・担当職員以外の参加など、情報共有を検討する。

・きつつき共同作業所職員へ向けた報告会を定期的に開催する。（上半期・下半期）

安全対策

・各フロアに見守りのスタッフを配置する。

・新規の参加者には名札を作ってもらう。その後、宿題などに取り組む。
15:45～遊びの時間

・昔遊び　室内スポーツ　ゲームなど
16:50～食事の時間
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別紙

平成 29 年度 社会福祉法人交響 予算書

中央拠点区分
本部会計
第一，第二きつつき共同作業所
うぐいす共同作業所
就労支援会計

SOAR(ソアー）拠点区分
SOAR(ソアー）きつつき

交響ホーム拠点区分
交響ホーム
移動支援事業
指定特定相談支援事業
居宅介護事業従事者等研修事業

きつつき第三作業所拠点区分
きつつき第三作業所




