平成 29 年度事業報告
平成 29 年度事業計画
1. 障がい福祉サービス部
(1) 利用者の特性（強度行動障害・高齢化・医療的な支援）に応じた、支援内
容、個別支援計画の検証、計画策定過程に家族・利用者の参加を促進、意
思決定支援、単身者の成年後見制度の利用手続きを促進する。
(2) 日中活動のうち、果樹園の経営・食品加工・水耕栽培等の専門性の高い役
割について、専属的に携わる職員体制を構築し事業推進を図る。

2. 高齢者福祉サービス部

美里会

平成 29 年度事業報告
1. 障がい福祉サービス部
(1) 強度行動障害・高齢化・医療的な支援内容、個別支援計画の検証、計画
策定過程に係る、外部研修への養成、研修参加、講師派遣を通じ、専門性
を持った連携により、関係機関の協力と利用者・保護者支援につなげた。
(2) 果樹園の経営・食品加工・水耕栽培等の専門性について、専属的に携わ
る「果樹園芸班」を創設し各分野の専門家の助言も得て活動実施した。

2. 高齢者福祉サービス部

(1) 高齢者部門の各事業所の連携協力、人的交流の推進を促すため、介護ス
タッフの適正配置と効率的な運営を図るための人材を確保する。
(2) 在宅事業（居宅・デイ・ヘルパー）は、継続して他事業所との連携により、地
域ニーズの情報共有に努め、30 年度に予測される制度改正に備える。

平成 30 年度事業計画
「働きやすい職場」作り、労務環境の整備と人材の確保、定着化
(1) サービス残業有無の把握、定時退社、休息時間の労務実態の把握。
①MGR による労務管理の実践強化、現場業務の把握と環境改善。
(2) 労働生産性の向上。
①業務の効率化を目指す、労務把握と業務手順の見直し。
(3) 子育て・学齢期の保護者活動や生活と仕事の両立。
①年休消化率の向上、各部署で共通した目標値を設定し実現化する。
(4) 外国人材の受入れに、中心的となる外国人材の有資格者リーダー育成。
(5) 法人内での「多様な働き方」の受入れ施策を検討。

(1) 連携協力、人的交流の推進を促すため、介護スタッフの適正配置と効率的
な運営を図り、一部は派遣職員を確保し体制を補完しながら運営した。
(2) 30 年度の報酬改定に対応、市町村担当者、他事業所との連携を通じて所 1. 障がい福祉サービス部 ※（2）～（3）高齢者サービス部共通
改定内容を把握、利用者とその家族への制度改定理解に努めた。
(1) 改正総合支援法の把握、報酬改定に伴う適正な予算編成と事業運営。
(2) 虐待防止施策の遵守、職員教育の強化実施。
3. 人材採用
3. 人材採用
(3) 職員を孤立させないための相談支援体制、随時面接の実施。
(1) 採用担当者を複数配置し、継続して福祉人材の採用を強化する。
(1) 担当者により、各種学校の訪問、就活イベント等へ参加し求職者との接点
(2) 働きながら資格を取得出来る「みさと福祉カレッジ介護学科」では、「実務者
を多くするなど活動を展開した。
2. 高齢者福祉サービス部
研修」において、通信教育制度を開始し「受講しやすさ」により新たな人材の
(2) 福祉人材育成を図る「みさと福祉カレッジ介護学科」の通信制度、学びや
(1) 介護保険改正の情報把握、報酬改定に伴う適正な予算編成と事業運営。
確保を目指す。
すさの広報活動、各種学校訪問により、人材確保につなげている。
(2) 高齢者部門各事業所の、効率的な運営を図るための連携を強化。
(3) 美里敬愛ホームの改築計画を事業化、今後の高齢者福祉ニーズを予測。

4. 人材育成

4. 人材育成

(1) 研修テーマを「働きやすい職場作り」とし、新たな研修過程にて 29-30 年度 3. 人材採用
研修を予定通り実施した。
(1) 採用担当者の複数配置により、継続して福祉人材の採用を強化。
(2) 「みさと福祉カレッジ介護学科」では、「実務者研修」において、通信教育制
(2) 働きながら資格を取得出来る「みさと福祉カレッジ介護学科」の運営では、
度を開始し、受講生の仕事と学びの両立を図り、14 名の卒業生を輩出。
多様な働き方に順応する「週休 3 日制」で働きながら学ぶ受講生募集開始。
※介護福祉士国家試験へ 13 名が臨み、合格者 11 名（合格率 85％）
(3) 法人の看護職員育成制度を経て、准看護師 1 名、正看護師 2 名が誕生。 4. 人材育成
また、同級生の紹介により、新たに看護師 2 名の採用にもつながった。
(1) 法人内研修「美里アカデミー」の階層別研修テーマ「働きやすい職場作り」
の 2 期目最終年度の実施。
5. 施設整備
5. 施設整備
(2) 「みさと福祉カレッジ介護学科」運営により地域の福祉人材育成を図る。
(1) みさと（男女寮）の竣工後の、旧男女寮建物・旧作業棟の解体工事、及び
(1) 男女寮竣工、旧男女寮建物・旧作業棟の解体工事、及び外構工事につい
(3) 看護職員育成制度の継続。30 年度は 1 名の職員が本庄児玉准看護学校
外構工事について、関係業者との連携をもって安全に進める。
て、予定通りに整備竣工した。
にて就学し准看護師資格取得を目指す。
(2) グループホーム「コスモスハイツ」の建替を行う。
(2) 新「コスモスハイツ」建替について、2 月に竣工引渡しを受けた後、県所轄
(3) 次期施設整備を、高齢者部「美里敬愛ホーム」建替えとし、介護保険制度、
福祉事務所の点検も経て、事業開始している。
5. 施設整備
施策の動向を確認しながら検討を行い、予算準備等事業化する。
(3) 次期施設整備の、高齢者部「美里敬愛ホーム」建替えについて、予算準備
(1) 高齢者部「美里敬愛ホーム」の改築整備目標を概ね 5 年後にして事業化。
により、第一回の積み立てを行い、資金計画が実質スタートした。
(2) 介護保険制度、施策の動向を確認しながら、地域の福祉ニーズ、入所利用
6. 健全経営の継続
希望者の状況を見極め、機能や建物構造等の具体的な検討を行う。
(1) 収入予算
16 億 8,222 万円(対前年 0.8％増）。
6. 健全経営の継続
収支差額予算
7,679 万円
(1) 収入
16 億 9,859 万円 （対予算 1,627 万円増 1％増）。
6. 健全経営
※みさと男女寮借入金返済 2,622 万円、コスモスハイツ建設資金 6,000 万
収支差額 1 億 3,249 万円（実質）（対当初予算 7,482 万円増 77％増）。
(1) 収入予算
17 億 1,936 万円(対前年 1.0％増）。
円を考慮すると実質の収支差額は 1 億 6,301 万円となっている。
収益率（収支差額÷収入）は 7.8％となっている。
収支差額予算 2 億 2,352 万円。
実質の収益率（収支差額÷収入）は 10.3％で健全経営を継続。
(2)美里敬愛ホームの建替え建設積み立てに約 1 億 2,810 万円を調達できた。
実質の収益率（収支差額÷収入）は 13.0％で健全経営を継続。
(2) 美里敬愛ホーム建設(改築)を事業化し、29 年度 6,000 万円の積み立てを予
(2) 美里敬愛ホーム改築（建替）の事業化により、29 年度並みの改築資金の積
定している。
7. その他
み立てを予定。
(1) 社会福祉法改正に伴う、各情報の収集確認により新役員会運営、必要とな
7. その他
る諸規程の見直しを行い対応した。
7. その他
(1) 社会福祉法改正に伴う、各情報を収集しながら新役員会運営、必要となる
(2) 各種福祉機器、介護支援系ロボット、利用者見守りシステム等の最新情報
(1) 総合支援法、介護保険法改正年度に応じた、各種サービスの要件等、情
諸規程の見直しを行う。
の収集、メーカーの協力により、計画予定通りに研修を進め 1 年目を修了。
報を収集し、収支予測しながら必要となる諸条件の見直しを行う。
(2) 継続して、各種福祉機器、介護支援系ロボット、利用者見守りシステム等
(3) 採用活動の強化と、就労支援事業(人材派遣・人材紹介)の検討を継続す
(2) 業務負担の軽減を図る方策の実現に向け、勤務シフトの自動作成ソフトの
の導入のために情報収集、デモンストレーション実施、研修の実施等を行う。
ることで、社会的な人材不足の中、外国人の採用等も検討し、採用活動の結
導入の他、勤怠の客観的な把握方法等、労務管理の適正化を目指す。
(3) 地域の福祉人材を増やす、福祉人材の育成「みさと福祉カレッジ」の一部コ
果、6 名の外国人材の採用、就業につながっている。
(3) 全公用車へドライブレコーダーを搭載、交通安全管理の向上を図る。
ースに通信教育制を導入し、受講しやすくして採用を強化、継続して就労支
(4) 外国人留学生の「介護福祉士育成制度」の創設と運用により、在留資格
援事業(人材派遣・人材紹介)の検討を行う。
「介護」の取得を目指し、外国人材の受入れと戦力化を図る。
(1) 法人内研修「美里アカデミー」の階層別研修を更新し、研修テーマを「働き
やすい職場作り」とし、新たな研修過程にて 29-30 年度研修を実施する。
(2) 継続して福祉専門職の養成、地域の福祉人材育成を図る。新な受講ニー
ズの掘り起こしにて、「みさと福祉カレッジ介護学科」の「実務者研修」の通信
教育制度を実施する。
(3) 看護職員育成制度を継続し、29 年度は 1 名の職員が本庄児玉准看護学校
にて就学し准看護師資格取得を目指す予定。

平成 29 年度事業報告 障がい福祉サービス部
平成 29 年度事業計画

平成 29 年度事業報告

個々の職員が目標達成できる様サポートし、その行動成果が法人理念、施設目 1. 施設入所支援・日中活動
標の達成になることを感じられる組織の構築を目指す。（チーフ・MGR による職
(1) 個別支援計画
員チャレンジ目標の共有）
①入所施設のケアカンファレンスでは家族の参加を継続して実施した。
また、みさとの森においては本人参加を実施し、より個人の要望に焦
1. 施設入所支援・日中活動
点をあてた支援のモニタリングに努めた。
(1) 個別支援計画
②みさと男女寮改築により入所施設の生活環境がほぼ同環境に整備され
①ケアカンファレンス（支援検討会議）において、家族の参加を継続し、
「個
た。各施設の機能を明確にし(行動障害支援・高齢化対応・就労支援等)、
別性・強度行動障害個別支援・利用者の出来る事（強み）」に焦点をあて
個々に応じた支援を効率的かつ包括的に実施できるよう準備した。
た支援計画の作成とその支援を実行する。
（全事業所共通）
（全事業所共通）
②障害特性や高齢化など、個々に応じた個別支援と生活環境を整備し、効率
(2) 栄養・健康管理の推進
的かつ包括的に展開し生活の質の向上を図る。（全事業所共通）
①減塩味噌 減塩だしの使用により減塩食メニューの幅を拡げた。
(2) 栄養・健康管理の推進
②毎月利用者の体重確認 血液検査データの確認を行い、個人の状況に合
脂肪コントロール、貧血、アレルギー等、個々の利用者の状況に合わせた
わせた食事提供を実施出来た。
食事を提供するとともに、視覚や食感的にも楽しめる食事の提供を図る。
(3) 日中活動・余暇活動
(3) 日中活動・余暇活動
①発達障害福祉協会・利用者部会参加
個別支援計画に沿った施設内活動のみならず、地域資源の活用や各種イベ
②公共施設を活用した機能訓練やリフレッシュを目的とした活動を実施。
ントに積極的に参加する。
2. 障害福祉サービス・就労支援
2. 障害福祉サービス・就労支援
(1) ジュレ：梨、ブルーベリーについて継続。マニュアルについては、写真を
(1) 新たな加工品のマニュアル作成（梨ジュレ、ブルーベリージュレ）及び農
活用し、視覚的に分かり易く工夫成中。
作物試験栽培（にんにく）を図る。
ニンニク：50 玉収穫し、保護者向け販売及び加工品試作。
(2) 水耕栽培においてはリーフレタスとサニーレタスの栽培を主に進め、長ネ
(2) 水耕栽培については、夏期の気温水温の上昇により収穫減となるが、長ネ
ギの作付面積を拡大し、工賃アップを図る。
ギの作付面積の拡大、収穫増により収入増となった。
(3) ワークみさと、こだま、コスモスの里の業務連携や情報交換を強化し、職
(3) 新規登録者：46 名(身体 9、知的 13、精神 22、他 2)
場実習等の制度（短期訓練、委託訓練等）活用など、企業労働体験の機会
就労実習：31 件
を提供し、利用者ならびに就労希望登録者の就労を促進する。
（継続）
3. 人材育成・能力開発
3. 人材育成・能力開発
(1) 講師・委員等派遣
(1) 埼玉県発達障害福祉協会等の渉外業務を若手職員へ転換していき、法人間
①サービス管理責任者（介護分野）ファシリテーター：2 名
交流を通した人材育成を図る。
（継続）
②強度行動障害支援者養成研修（基礎・実践）講師：1 名
(2) サービス管理責任者及び強度行動障害者（実践・基礎）研修の計画的育成、
③発障協虐待防止委員：2 名
受講の実施。
④発障協サービス管理責任者フォローアップ研修：1 名
(3) 外部研修受講後にフィードバック研修を実施し、研修効果の充実や意識向
(2) 研修受講
上を図る。
①サービス管理責任者介護分野・2 名、地域分野：1 名
②強度行動障害者支援者養成（基礎研修）
：16 名
4. 保健衛生・安全対策
③強度行動障害者支援者養成（実践研修）
：6 名
(1) 感染症予防の具体的行動と罹患時蔓延防止の行動により実効性を強化す
④外部施設間職員交流派遣 (ユーアイハウスおがの)
る。また、利用者、職員の予防意識の向上を図る。
（継続）
(2) 救命講習を推進研修と位置づけ、講習修了者を増やす。（継続）
4. 保健衛生・安全対策
(3) 公用車の運行前・定期的点検を実施と安全運転研修、技術指導等による
(1) 外部講師による施設内研修の実施。(みさと)
交通事故予防に努める。
（継続）
① 9/5 感染症対策研修実施。
(4) 賃貸型グループホームのスプリンクラー設置についての情報収集及び対
②11/7 接触嚥下研修実施。
応を図る。
(2) 児玉郡市広域消防本部にて研修受講後、フィードバックを兼ねた施設内内
(5) 施設内外に防犯カメラ、人感センサーを設置し、利用者の安全確保及び
部研修の実施。
外部からの防犯対策の強化を図る。
(3) 交通安全研修 11 名受講。
(4) スプリンクラー設置。
（コスモスハイツ）
5. 施設整備・環境整備
自火報設置（コスモスハイツ、小茂田ホーム、アルンハウス、希ホーム、
(1) 新男女寮建替えに関する外構工事の実施。
グループホーム本庄、柏ハイツ）
(2) 新グループホーム（建替え）の完成と居住者引っ越し。
(5) 防犯カメラ、人感センサー設置。(ユーアイハウスおがの)
(3) 利用者及び職員、温冷配膳車の敷地内通行の改善として、屋根付き通路の
設置。
5. 施設整備・環境整備
(1) 敷地内舗装、外灯等終了。
(2) 3/1 新コスモスハイツオープン。
(3) 屋根付き通路完成。(ホーム、男女寮間の利用者及び温冷配膳車通路)
みさと倉庫完成。(イベント備品、美化等環境維持対策物品収納)

平成 30 年度事業計画
個々の職員が目標達成できる様サポートし、その行動成果が法人理念、施設目
標の達成になることを感じられる組織の構築を目指す。（チーフ・MGR による職
員チャレンジ目標の共有）
障がい者支援施設グループ
1．各施設の機能を明確にし(行動障害支援・高齢化対応・就労・活動)、個々に
応じた支援を効率的かつ包括的に実施できるよう進めていく。
2．個別支援おいて、利用者の強みや長所に着目したプラン作成、支援の実行を
継続し、施設の機能とのマッチングを検討していく。
3．食のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰの実現、季節感のある行事食の充実を行い、食べる楽しみの提供
を行う。
地域生活支援グループ
1．ワークみさと、こだま、コスモスの里の業務連携や情報交換を強化し、職場
実習等の制度（短期訓練、委託訓練等）活用など、企業労働体験の機会を提
供し、利用者ならびに就労希望登録者の就労を促進する。
就労系、相談系の情報共有及び連携だけでなく、在宅利用者及びグループホ
ーム利用者(知的・精神)の夜間支援を含めた地域生活者の包括的な支援の構
築。
2．水耕栽培：レタス:6 割、小松菜:4 割(ワ)
露地栽培：長ネギ、大根の栽培を中心に行ない、安定した収入を図る。(ワ)
内職作業：単価増、安定した作業量
共通項目
1．人材開発・能力開発
(1) 埼玉県発達障害福祉協会等の渉外業務を若手職員へ転換していき、法人間
交流を通した人材育成を図る。
（継続）
(2) サービス管理責任者(地域・就労及び)強度行動障害者（実践・基礎）研修
の計画的育成、受講の実施。(継続)
(3) 職員の階層に関係なく、日々の業務の中での疑問、不安を早期発見解決で
きる様、OJT が習慣化された組織の構築。
2．保健衛生・安全対策
(1) 感染症予防の具体的行動と罹患時蔓延防止の行動により実効性を強化す
る。利用者、職員の予防意識の向上を図る。
（継続）
(2) 救命講習を推進研修と位置づけ、講習修了者を増やす。（継続）
(3) 公用車の運行前・定期的点検を実施と安全運転研修、技術指導等による
交通事故予防に努めるとともに、バックモニターやドライブレコーダー
を公用車に設置し安全対策を強化していく。
(4) 金品授受に関するマニュアル及び保管に関するマニュアルの整備。
3．施設整備・環境整備
(1) 土砂災害マニュアルの作成
(2) ベランダ改修(お)
(3) 照明の LED 化(お)
(4) 建物老朽化対策・修繕計画の作成(全施設)

平成 29 年度事業報告
テーマ

■援助サービス

■地域・保護者交流

■安全・環境整備

■その他
人材育成

平成 29 年度事業計画

みさと

平成 29 年度事業報告

平成 30 年度事業計画

1.基本方針
1.基本方針
1.基本方針
一人ひとりの幸せな生活の実現のため、その人が楽しく生活で
支援の個別化を重要視しながら、個別支援計画を作成し、サービスの
一人ひとりの幸せな生活の実現のため、その人が楽しく生活でき
きるようなサービスを提供し、自己選択できるよう支援する。
提供に努めた。
るようなサービスを提供し、自己選択できるよう支援する。
2.生活支援
2.生活支援
(1)利用者の強みや利用者の意思決定を尊重した個別支援計画を 2.生活支援
(1)支援計画シート（強度行動障害）に沿った支援を確立し利用者が
作成する。
(1)利用者の強みや意思決定を尊重した個別支援計画書を作成した。又、
楽しく快適に生活を送れるようサポートする。
(2)構造化等を取り入れた支援計画シートを作成し強度行動障害
モニタリング会議やサービス担当者会議を経て、随時支援の見直し
(2)利用者の嗜好や障害特性に合わせた日中活動を提供し、その中か
に対する支援を確立する。
を図った。
ら楽しみややりがい、生活の質に繋がるよう努める。
(3)ＴＶゲームやアクティビティスヌーズレン等の遊びリテーシ
(2)個々の障害特性に合わせた支援計画シートを作成し支援を行った。
(3)安心した生活ができるようリスクマネジメントの強化を図り事
ョンを導入し、生活の中で楽しく体を動かせるようにする。
(3)利用者の特性や好みによって、みさと東館のアクティブスヌーズレ
故を未然に防ぐ。
(4)栄養科と連携し健康食を取り入れ、食事や運動による健康維
ンルームと西館スヌーズレンルームを選択し提供する事ができた。
(4)自己選択によるイベントの参加や外出を企画する。
持改善を目指す。
福祉機器展に出席し「遊びリハビリテーション」を目的とするゲー 3.保健衛生
3．男女寮短期入所枠拡大による受入の推進
ム機の検討を行った（H30 導入予定）。
(1)ＴＶゲームやアクティビティスヌーズレン等の遊びリテーショ
サービス等利用計画に基づき、相談支援事業所や関係機関との
(4)便秘解消を目的とした自然食品（オリーブオイル）や食物繊維パウ
ンを導入し、生活の中で楽しく身体を動かし健康維持に努める。
連携を図り、地域の在住の障がい児者、家族のサポートを行う。
ダーやオリゴ糖などの提供を行い、数名効果が表れている。
(2)栄養科と連携し健康食を取り入れ、食事や運動による健康維持改
3.男女寮（現みさと東館）短期入所枠拡大による受入の推進
善を目指す。
市町村福祉課や相談支援事業所との連携を図り、短期入所及び日中一
(3)施設内の衛生管理及び日頃から注意喚起を行う。又、研修を通じ
時支援の新規利用契約に繋げられた。
インフルエンザやノロウイルス等の感染症対策に努める。
(4)外部委託等の機能訓練を取り入れ、利用者の健康維持に努める。
4.短期入所受入の推進
関係機関との連携を図り、計画的に短期入所の受け入れを行う。
5.その他
介護を要する利用者の高齢者施設へ計画的移行を図る。
1.地域交流
1.地域交流
1.地域交流
(1)第 10 回感謝祭を節目のイベントとして盛大に開催する。
(1)感謝祭は地域ボランティアやイベント関係者等の受け入れ、多数の
(1)感謝祭を通じ地域との交流幅を広げる。
(2)新男女寮大作業室でのコンサート等のイベントを開催してい
来場があり盛大に実施する事ができた。
(2)外部ボランティアを積極的に受け入れたイベントを開催する。
く。
(2)新たな作業室の祝事として「こんにちは大作業室祭」を開催。西館、 (3)地域行事へ積極的に参加し交流を深める。
2. 保護者交流
東館合同のイベントを大作業室にて開催し利用者間の交流を図った。 2.保護者交流
(1)保護者、後見人不在の単身者について行政と連携し、成年後
保護者、後見人不在の単身者については、行政と連携し成年後見
見人等実施機関の紹介を推進していく。
2.保護者交流
人制度の手続きを積極的に進めていく。
今年度は成年後見制度への紹介はなかった。引き続き行政との連携を強
化し制度活用を推進する。
1. 環境整備
1.環境整備
1.環境整備
(1)リフト付き車両、外出用車椅子、屋根付き通路、外構工事、
(1)外出用車椅子(5 月)、屋根付き通路、外構工事、大型倉庫(8 月)
(1)みさと全体：リフト付き車両・ドライブレコーダー・バックモニ
大型倉庫
(2)居室内吊戸棚(11 月)
ター設置
(2)本寮：居室内吊戸棚
(3)清掃マニュアルについては整備せず、業務マニュアルに追加し実施
(2)本寮：電動ベッド・外壁工事
(3)新男女寮での清掃マニュアル整備
することが出来た。
(3)男女寮：トイレの増設（1F・2F）
2. 防災関係
2.防災関係
新男女寮において災害時に安全に避難誘導が出来るような「非 2.防災関係
土砂災害マニュアルの作成
災害に備え非常災害対策マニュアルを改編した。
総合防災訓練におい
常災害対策マニュアル」を作成する。防災協力員への設備や避
て防災協力員へ設備及び避難経路等の説明を行った。
難経路の説明を総合防災にて行う。
1. 人材育成・施設内研修
1.人材育成・施設内研修
1.人材育成・施設内研修
(1) 研修
(1)研修
(1) 研修
①内部研修：虐待防止研修、救命救急研修、リスクマネジメ
① 虐待防止研修(5 月) 救命救急(6 月)医務研修(8 月)
①内部研修：権利擁護（虐待防止）
・救命救急・リスクマネジメン
ント研修、医務研修の実施（継続）
。
リスクマネジメント(9 月)感染症(10 月)摂食障害(11 月)転
ト、医療。
外部研修参加者によるフィードバック研修の
倒防止(12 月)環境整備(1 月)
②外部研修：埼玉県及び埼玉県社会福祉協議会、埼玉県発達障害
実施。
② サビ管、強度行動障害(基礎)、中堅研修
福祉協会主催による研修の積極的参加。
②外部研修：県、県社協、発障協主催による研修の積極的参
③ 外部アンガーマネジメント研修に参加し、各寮 CF へフィー
③外部研修受講者によるフィードバックの実施。
加。
ドバックを行った。
2.職員の働きやすい環境づくり
③外部研修受講後にフィードバック研修を実施し、研修効果の
(1)定期的に業務マニュアルの点検・見直しを図る。
充実や意識向上を図る。
(2)定期的に職員間で意見を交わし、支援マニュアルの整備を行った。
(2)職員の階層に関係なく、日々の業務の中での疑問、不安を早期発
(2) 利用者支援に対するマニュアルを整備し、職員が働きやすい
また、外国人労働者に対する専用の業務マニュアルを作成した。
見解決できる様、OJT が習慣化された組織の構築。
環境を作っていく。
3.職員の健康管理
(1)腰痛対策
(2)ストレスチェックの実施

平成 29 年度事業報告
テーマ

■援助サービス

平成 29 年度事業計画
1．基本方針
基本サービス～高齢化や就労継続、余暇の充実など、個々の
状況に応じた個別サービスの提供。
2．コスモスハイツ建替え
コスモスハイツ建替え後、環境変化に関するサポートの実施。
3．医療対応の強化を継続する。
(1)就労先と連携して健康診断及び再検査等を実施し、健康増進
を図る。
(2)高齢化や生活習慣病、感染症対策を強化する。
4．環境美化の推進
居室の整理整頓を計画的に実施する。

平成 29 年度事業報告
1.
(1)
(2)
(3)
2.
(1)
(2)
3.
(1)
(2)
4.

1．保護者との連携強化
(1)保護者会における状況報告と定期的な情報伝達を実施する。
■地域・保護者交流
(2)一泊旅行の継続実施。

■環境整備

■その他
人材育成

コスモスハイツ

1.
(1)
(2)

基本方針
就労者の定着支援について、こだまとの連携を継続した。
ワークみさとの利用者について、事業所間の情報共有しながら利用を継続した。
GW 休暇、夏季休暇に個別外出を行い、余暇の充実を図った。
コスモスハイツ建替え
2/9 引き渡し以降、私物共有物品の搬入を進め 3/1 に事業開始した。
県へ変更申請提出し、新コスモスハイツに移行。
医療対応の強化を継続する
美里敬愛ホーム、魚国総本社、小野田ブロック他、各就労先にて健康診断を受
けた。
千田医院、上武病院等、定期通院を実施。日常のバイタルチェックを継続した。
インフルエンザの予防接種を全員実施した。
環境美化の推進
世話人と協力しながら計画的に実施できた。
保護者との連携強化
保護者会あるいは帰省時に保護者との面談を行ない、情報共有を図った。
8/26、27 にて松本・諏訪方面で実施した。
（利用者 17 名・保護者 1 名）

平成 30 年度事業計画
1．基本方針
高齢化や就労継続、余暇の充実など、個々の状況に応じた個別サー
ビスの提供。
数年先の希望(仕事、趣味、生活の場)を明確化していく。
2．支援、事務機能の一元化
コスモスハイツ内にサービス管理責任者や支援員、世話人の常駐化
を図り、知的グループホーム支援機能を一元化し効率を図る。
3．医療対応の強化を継続する。
(1)就労先と連携して健康診断及び再検査等を実施し、健康増進を図
る。
(2)高齢化や生活習慣病、感染症対策を強化する。
4．環境改善
居室の整理整頓を計画的に実施する。
1．保護者との連携強化
(1)利用者の希望(仕事、趣味、生活の場)を保護者と共有する。
(2)一泊旅行の継続実施。

1．環境整備
(1)コスモスハイツ（建替え）の年度内完成。
(2)コスモスハイツ利用者の引っ越しに関する設備の準備。
（エア
コン、テレビ等の個人物品）
(3)賃貸型グループホームのスプリンクラー設置についての情報
収集
及び対応を図る。
(4)利用者の安全対策として、防犯カメラの設置。
(5)コスモスハイツ改築後のこだま（就労）やみさと（バックア
ップ）との連携の継続。

1. 環境整備
1．環境整備
(1) 2/9 引き渡し、3/1 開所
(1)コスモスハイツ
建設定例会議に参加し、施設の仕様や共用備品選定を計画通り完了した。
①環境の変化による個々の利用者へのハード及びソフト面対応。
(2) 居室に必要な備品について利用者の意向を確認し進めた。
②不具合への施工業者を含めた対応。
(3) 小茂田ホーム、アルンハウス、希ホームについて火災報知器を設置。スプリン (2)小茂田、アルン、希
クラーについては現状の利用状況で設置義務はなし。
老朽化、設備の不具合など、貸主との連携協力を進める。
(4) 新コスモスハイツに 3 か所設置。
(5) 敷地が分かれたが、法人内地域支援実施事業全体での連携を継続していく。

1．人材育成
地域生活支援部会等の外部研修を通じ、他法人との交流を図り
ネットワークの構築。
2．働きやすい環境づくり
世話人と定期面談を継続し、要望や不満、業務上の相談など早
期に解決できる環境の構築。

1. 人材育成
(1) 加盟している埼玉県発達障害福祉協会地域生活支援部会に参加。
(2) サービス管理責任者養成研修（地域生活分野）受講 1 名
2. 働きやすい環境づくり
コスモスハイツ新築及び移設に関して、情報共有や質問、相談を行った。

1．人材育成
地域生活支援部会等の外部研修を通じ、他法人との交流を図りネッ
トワークの構築。
サービス管理責任者地域生活分野修了者増
2．働きやすい環境づくり
世話人と定期面談を継続し、要望や不満、業務上の相談など早期に
解決できる環境の構築。
支援事務機能の一元化により、業務効率化を図る。

平成 29 年度事業報告 みさとの森
テーマ

平成 29 年度事業計画
1.

■援助サービス

■地域
保護者交流

■環境整備
安全対策

基本方針
生活支援の充実
(1)ｻｰﾋﾞｽ担当者会議への利用者参加を継続し、日常以外の意思表出と決定
の場として整える。利用者と保護者及び関係機関の連携を強化する。
(2)利用者の活躍の場として、日中活動の生産的活動や内職的活動の作業
量の安定を図る。生涯現役で活躍できるよう安定提供する。
(3)高齢化や身体状況の変化が顕著であり、個々に合った生活環境の見直
しを推進する。
(4)個々に合わせた休日支援(買物、外出)の見直し進め提供する。
(5)与薬ﾐｽ、骨折、無断での外出を防ぎ、利用者が安心できる支援を提供
する。
2. 保健衛生
(1)施設内の衛生管理及び日頃から利用者と職員の注意喚起を行い、ｲﾝﾌﾙ
ｴﾝｻﾞやﾉﾛｳｲﾙｽ等の感染症対策を進める。
(2)毎日のｳｵｰｷﾝｸﾞや運動を提供し、基礎体力作りを推進する。
(3)高齢化も進み、がんの早期発見と早期治療を目的とした、計画的な検
診を実施する。
3. 短期入所の推進
(1)地域の社会資源として、短期入所や日中一時支援を受入れて行く。
(2)利用者が安心して利用できるよう関係機関と連携する。

基本方針
生活支援の充実
(1)ｻｰﾋﾞｽ担当者会議へは全利用者が出席し、利用者の意思を直接聞くこと
ができた。保護者や関係機関も利用者の表現を尊重し対応出来た。
(2)利用者の活動量に合わせた搬入出が可能な内職を 2 社新規に請け負い
利用者の活躍と報奨金の支給を継続。
(3)離床ｾﾝｻｰﾅｰｽｺｰﾙや車いす利用となる利用者もいる中で、車いすから歩
行器や独歩へのｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟを進められた
(4)訪問販売を企画し、週末の外出について組み直しを検討した。
(5)与薬支援を通常支援者とﾘｽｸ支援者と分担をすることで、誤薬が改善し
た。他方で、対人ﾄﾗﾌﾞﾙ、身体機能低下や不穏により注意欠如で転倒裂
傷 4 件発生。事故やｲﾝｼﾃﾞﾝﾄの事後評価から再発防止に取り組んだ。
2. 保健衛生
(1)1/25 から 2/4 間でｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ A に集団感染。全保護者と県、保健所へ報
告した。今後も感染症対策を継続し、各感染の再発防止に取り組む。
(2)毎日のｳｵｰｷﾝｸﾞや運動は提供できているが、職員配置の関係で昨年度よ
り室内での活動が多くなった。
(3)前立腺と胃癌検診を約 10 名実施。その他は 30 年度を予定。
3. 短期入所の推進
(1)短期入所 5 床を入所 1 床使い 6 名受入れ中。
4. 障がい施設用生活支援システムの活用
4. 障がい施設用生活支援システムの活用
(1)今年度は、ひやりはっと、事故報告項目を活用し、環境や時間等の系
(1)支援ｿﾌﾄ内の項目を活用し、情報の整理と情報の共有を高める。
統立てた情報を基に、毎月の職員会議で検討を進めた。
1．地域交流
1．地域交流
(1)地域行事への積極的な参加。ｸﾘｰﾝ美里活動の継続。
(1)地域行事等へ行事計画の通り参加することができた。
(2)収穫祭の出演者の開拓、ﾎﾟｽﾀｰ掲示場所の増所等で情報提供の拡大。
(2)収穫祭の新規出演者 1 団体の参加協力があった。来場者は昨年度と同
(3)防災協力員との連携強化。地域の情報収集と情報交換を図る。
等となった。
(3)防災協力員は 29 年度 1 名退任、30 年度は 2 名委嘱し 13 名。
2．保護者交流
2．保護者交流
(1)施設連絡会、ｻｰﾋﾞｽ担当者会議で情報交換を図る。
(1)施設連絡会で職員の研修報告も加え情報交換を図るよう努めた。
(2)施設行事、奉仕活動の参加、協力を依頼する。
(2)施設行事、奉仕活動の参加、協力について 28 年度と同等で推移。
1. 環境整備
1. 環境整備
(1)利用者の高齢化、身体機能の変化に対して迅速な住環境整備を進める。 (1)利用者の高齢化、身体機能の変化に対して支援の点検、外部ﾘﾊﾋﾞﾘ導入。
2. 安全対策
2. 安全対策
(1)朝終礼でｲﾝｼﾃﾞﾝﾄを確認し環境面を含め、支援面の見直しを進めた。
(1)毎日の朝終礼でｲﾝｼﾃﾞﾝﾄを確認し合い改善個所の発見と見直しを図る。 (2)各基本ﾏﾆｭｱﾙ、緊急ﾏﾆｭｱﾙの点検見直しにより迅速性を高めるよう努め
(2)各基本ﾏﾆｭｱﾙ、緊急ﾏﾆｭｱﾙの点検見直し。強化項目として、人員配置が
た。
少ない夜間の緊急対応力を高める。
(3)火災以外の水害発生時の訓練を実施した。
(3)火災以外の災害についても、内容の見直しと定期的な訓練の実施。

1. 梨関係
(1)長期的な生産力に向け、栽培の知識と技術を高める。
(2)受注と販売の正確性を高め、顧客満足度の向上に取組む。

■日中活動

■その他
人材育成

平成 29 年度事業報告
1.

1. 梨関係
(1)ｼﾞｮｲﾝﾄ栽培準備のため伐採抜根 9 本。加水設備を修復し活用した。
栽培の知識と技術向上のため外部研修へ参加した。
(2)栽培、受注、販売の技術習得を進めながら納品計画を立て販売。
2. 農地関係(ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ等)
2,117,100 円(H28･1,440,000 円)。
(1)ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰの安定生産に取組む。
2. 農地関係(ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ等)
(2)土壌に合った果樹や野菜等の試験栽培と土壌の再生に取組む。
(1)ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰは協力農家もあり 193,800 円(H28･166,150 円)の売上。
(2)ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ南農地は根腐れ、北農地では水不足で生育不順であった。
3. 加工関係(蒟蒻等)
西農地にて野菜の試験栽培と販売。59,372 円の売上となった。
(1)ｺﾝﾆｬｸの製造、受注、販売、納品、宣伝等の見直し。
3. 加工関係(蒟蒻等)
(2)ｼﾞｭﾚの製造に当たり利用者参加のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを確立する。
(1)ｺﾝﾆｬｸ製造体制を 3 名増とした。
(2)ｼﾞｭﾚの製造に携わる利用者のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝは現実化できず。
1. 人材育成
1. 人材育成
(1)利用者の高齢化や合併症ｹｱ、多種多様なﾆｰｽﾞへの支援力向上のため、 (1)利用者の理解、支援に向け、内部研修の実施と外部研修へ参加し、朝
内部研修の実施と外部研修へ参加。
終礼や職員会議で研修内容の伝達に努めた。
研修のﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸを行い、職員全体のｽｷﾙｱｯﾌﾟを図る。
(2)短期入所経費の徴収不能金(35,670 円)が発生。改めて、金銭の取り扱
(2) 虐待、ｾｸｼｬﾙﾊﾗｽﾒﾝﾄ等の研修を実施し、禁止事項の啓発を行う。
いについて点検し再発防止に努めた。
(3)男性職員が掃除中に高さ 70cm の段差から転落し右肩骨折の労災事故
が発生。現場の安全衛生管理に努め、再発防止を啓発した。

平成 30 年度事業計画
1．基本方針
生活支援の充実
(1)利用者の意思表出や意思決定の尊重。生活の中やｻｰﾋﾞｽ担当者会議で、
利用者と保護者及び関係機関が連携して取り組む。
(2)日中活動の生産的活動を通して、利用者の活躍を継続的に支援する。
(3)日中活動の余暇学習や健康作り活動を通して、生活の充実に取り組む。
(4)休日支援の見直しを図り、利用者個々に合った余暇の提供を進める。
(5)与薬ﾐｽ、骨折、単独外出事故を防ぎ、利用者が安心できる支援を関係
機関と協力して提供する。
2．保健衛生
(1)ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞやﾉﾛｳｲﾙｽ等の知識と実践力を高め感染症対策を推進。地域の
推移や支援の見直し強化を図る。
(2)利用者個々に合わせ、日々の運動量を増やし体力の低下を防止する。
(3)利用者個々の持病や高齢化を考慮して、早期検査や治療を実施し健康
的に生活できるように取り組む。
3．短期入所の推進
(1)地域の社会資源として、積極的に受入れを行う。
(2)現在及び将来的に福祉ｻｰﾋﾞｽ利用が必要とされている相談者や訪問者
が、安心感が持てるよう、関係機関と連携する。
4．障がい施設用生活支援システムの活用
(1)支援ｿﾌﾄ内の項目の活用。情報の整理と情報の共有を高める。
1．地域交流
(1)地域行事へ積極的に参加する。
(2)収穫祭で地域住民等が、みさとの森を PR できる企画を立案・実施。
(3)防災協力員との連携体制の推進。地域の情報収集と情報交換を図る。
2．保護者交流
(1)施設連絡会、ｻｰﾋﾞｽ担当者会議で情報交換を図る。
(2)施設行事や奉仕活動の参加と協力を依頼する。
1. 環境整備
(1)高齢化、身体機能の変化に対して迅速に支援を見直し、必要な住環境
整備を進める。
(2)公用車の計画的な買い替え。
(3)浴室の全洗い場に手すりを設置。
2．安全対策
(1)毎日の朝終礼でｲﾝｼﾃﾞﾝﾄを確認し合い改善の発見と見直しを図る。
(2)ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄや事故報告、各ﾏﾆｭｱﾙの点検見直し。また、緊急対応等の迅速
性を高める。
(3)各災害を想定した避難訓練を実施。また、利用者と職員の防災学習を
実施する。
1．梨関係
(1)長期的な生産販売としてｼﾞｮｲﾝﾄ栽培と棚栽培の伐採抜根と植込み。
(2)棚栽培に加えｼﾞｮｲﾝﾄ栽培の知識と技術を高める。
(3)新苗植込みに伴う生産減に対する顧客への説明理解、受注販売の管理。
2．農地関係
(1)ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ新苗ﾃｨﾌﾌﾞﾙｰ 40 株の植込みと生育管理。
(2)土壌に合った果樹や野菜等の試験栽培と農地の再生。
3．加工品関係
(1)ｺﾝﾆｬｸの製造、受注、販売、納品、宣伝等の安定化。
(2)ｼﾞｭﾚ製造の効率化と販売方法の試行。
1．人材育成
(1)高齢化や合併症、多種多様なﾆｰｽﾞへの支援力向上のため、内部研修の
実施と外部研修へ参加。支援の現実化、利用者への反映をする。
(2)虐待、ｾｸｼｬﾙﾊﾗｽﾒﾝﾄ等の内部研修の実施や外部研修の参加と啓発。
(3)施設方針の推進のため職員個々のｽﾄﾚﾝｸﾞｽや知識経験を活かし、やりが
いある働きやすい職場環境を作る。

平成 29 年度事業報告
テーマ

平成 29 年度事業計画

ワークみさと

平成 29 年度事業報告

平成 30 年度事業計画

1.

一般就労に向けた取り組み
1. 一般就労に向けた取り組み
1. 一般就労に向けた取り組み
(1)「 こだま」と連携し就職希望者に対しては、必要に応じて訓
(1) こだま主催の就労へ向けた勉強会を 5 回開催し延べ 28 名の
(1)「 こだま」の持っている機能を大いに活用し一般就労を希
練制度の活用また求職活動を行っていく。
方が参加した。
望する利用者様の支援を後押ししていく。
(2) 法人内就労（敬愛ホーム清掃）の定着と安定化に向けた支援
(2) 法人内就労 4 名の方が継続して実施している。また職員の支
(2) 法人内就労（敬愛ホーム清掃）の定着と安定化に向けた支
を継続していく。外部での仕事に慣れていただく為に職員付
援付きでは、新たに 3 名の方が実施した（内 1 名は、就労を
援を継続していく。また現在行っている仕事だけでなく別
きのグループを作り参加者を広げていく。
希望している為、別枠で実習を実施）
の仕事にも幅を広げていき作業時間の延長にも取り組む。

2.

■援助サービス

水耕栽培
2. 水耕栽培
2. 水耕栽培
(1) リーフレタス、サニーレタスの組み合わせで栽培を進める。
(1) 4 月、5 月および 11 月からは、収穫量も増え月 70kg を超え
(1)レタス 6 割、小松菜 4 割の組み合わせで栽培を進める。
サニーレタスについては株で出荷していく。光源を近づけて
る生産を上げることが出来た。8 月、9 月は暑さの為、栽培を
出荷は基本的に株で行う。
の栽培を行う。
中止し、10 月から苗の育成を開始した。
(2)夏場の栽培は、総合的に判断すると行わないほうがメリット
(2) 夏場の栽培においては、害虫対策に重点を置く。また室温
(2) 夏用レタスの栽培を試みたが、室温だけでなく水温も上昇し
がありますが、一部のプラントを利用し品種、栽培方法等別
が上がり過ぎるため一階のみを使用して栽培を進める。
良い結果は得られなかった。
の形で取り組んでみる。

3.

農作業の安定化と工賃アップ
3. 農作業の安定化と工賃アップ
3. 農作業の安定化と工賃アップ
長ネギの作付面積を大幅に増やし工賃アップにつなげる。
連作障害を減らすため、植えこみ位置のローテーションを行
長ネギ、大根を中心に栽培面積を広げ、栄養科納品を多くし
大根・長ネギ・ジャガイモ・白菜・ほうれん草・カブ等を中心
い、栽培を実施した。また、長ネギの作付面積を大幅に増やし
ていく。白菜、ホウレンソウ、カブ等は縮小し保護者、職員
に栽培し栄養科納品及び現金販売とする。ニンニクの試験栽培
た。ニンニクの試験栽培は未実施となった。
向けの栽培としていく。
を継続する。
4. 内職作業の生産向上
4. 内職作業の生産向上
アンコ紙製作作業（新聞を丸める作業）がなくなったが、他 4. 内職作業の生産向上
企業の生産状況を把握し、安定した作業を確保する。
の作業は安定し材料確保が出来た。加え、作業種類が増えたこ
企業の生産状況を把握し、安定した作業を確保する。
仕事が少なくなる時期を想定し、受注先を確保しておく。
とで、多くの作業工程を経験が出来、利用者からは新鮮な喜び
仕事が少なくなる時期を想定し、受注先を確保しておく。
単価の良い受注品を取り入れていく。
の声があった。
単価の良い受注品を取り入れていく。

■地域・保護者交流

■環境整備
安全対策

1.

利用者定員の確保
1. 利用者定員の確保
1. 利用者定員の確保
定員を 33 名としたが、就労のための退所や高齢により退所と
昨年の 11 月より 1 名欠員状態が続いた。関係機関へ積極的な
定員を 33 名としたが、就労のための退所や高齢により退所
なるケースを想定し、継続して利用者の確保に努める。
紹介を依頼しているが、定員確保には至たらなかった。
となるケースを想定し、継続して利用者の確保に努める。

2.

保護者交流
2. 保護者交流
2. 保護者交流
保護者面談の開催、行事等に参加して頂くことで保護者様と
保護者面談の実施し、新たな支援の理解を求めた。日帰り旅
保護者面談の開催、行事等に参加して頂くことで保護者様と
事業所間の交流を深める。
行、一泊旅行、新年会、スポーツレク等では、保護者に積極的
事業所間の交流を深める。
な参加を募り、交流を深めた。

1.

感染症予防対策の利用者家族との情報共有の継続実施

インフルエンザの感染が若干名あったが、保護者との情報共有 1. 感染症予防対策の利用者家族との情報共有の継続実施
を継続実施し、事業所を閉所することなく運営が出来た。
2. 公用車の運行前・定期的点検を実施するとともに、安全運転研
2. 公用車の運行前・定期的点検を実施するとともに、安全運転
修、技術指導等により、交通事故予防に努める。
2. 公用車の運行前・定期的点検を実施し、かつ安全運転研修、技
研修、技術指導等により、交通事故予防に努める。
術指導等により交通事故は 0 件であった。
1.

■その他・人材育成

1.

各種研修への参加
1. 各種研修への参加
1. 各種研修への参加
(1) 法人内外の研修に参加させ、援助技術・専門知識の向上を図
(1) 法人内研修に対象職員が参加。また関係協会への外部研修に
(1) 法人内外の研修に参加させ、援助技術・専門知識の向上を
る。
参加。
図る。
(2) 外部研修参加者の復命研修を実施、情報、知識を共有する。
(2) 外部研修参加者の復命研修を実施、情報、知識を共有する。
(2) サービス管理者研修に 1 名修了、虐待防止研修に 1 名が参加
した。

平成 29 年度事業報告 ユーアイハウスおがの
テーマ

平成 29 年度事業計画
「利用されるすべての方の願い、個性を尊重し、生活に輝き、喜び、希望を持
ったその人らしい生活の実現を目指す。」を基本的理念とする。
1. 生活支援
(1) 行動障害等による強度特性がある利用者と高齢利用者をそれぞれグルー
プ化した生活環境を整備し、特性に応じた支援を効率的かつ包括的に展
開し、生活の質の向上を図る。
(2) サービス管理責任者及び相談支援専門員の連携を強化し、相談業務の効
率化を図る。これにより個別支援計画の内容をより具体化し、計画的な
支援を提供することにより、利用者の自己実現を推進する。
(3) 町内体育館等、公共施設の活用をより具体化し室内運動プログラムの導
入を計画的に実施する。
（前年度継続）

■援助ｻｰﾋﾞｽ

■地域・保護者

■環境整備
安全対策

■その他
人材育成

平成 29 年度事業報告

「利用されるすべての方の願い、個性を尊重し、生活に輝き、喜び、希望を持
ったその人らしい生活の実現を目指す。」を基本的理念とする。
1. 生活支援
(1) 利用者の生活担当をユニット制の導入により、従来の男女棟毎の枠組
を超えた多角的な支援の発想が出来ている。強度特性による利用者の
身体拘束の解除、生活リズムの構築を中心に進められた。
(2) サービス管理責任者及び相談支援専門員の連携の強化により、個別支
援計画の具体化、計画的な管理、機能が実行に反映出来た。
(3) 近隣の公共施設、中学校グランド等における散策を活動計画に組み入
れ、身体機能向上、リフレッシュを目的としたプログラムが実践でき
た。
（寒冷地の為、12 月から外出活動は中止、体育館利用はなし。）
2. 保健衛生・医療連携等
2. 保健衛生・医療連携等
(1) 毎月、保健衛生委員会を実施。強化目標のポスタ―掲示、日中活動後の
(1) 感染症、生活習慣病予防への啓発及び、運動プログラムによる基礎体力
手洗い強化を実践し、インフルエンザ、感染症は現時点で発生していな
作りの推進、具体的行動と継続を目指す。
い。また、運動プログラムの導入を行い、施設近隣でのコースを開拓し
(2) 内科、精神科の定期血液検査を実施していない利用者に対して、年 2 回
た。
（10 月～2 ヶ月試行的に実施）
以上の血液検査を実施し疾病の早期発見、治療に繋げる。
(2) 6 月と 11 月に実施。15 名を対象とし、全利用者、年 2 回の血液検査の
実施を行った。
3. 栄養管理・給食
3. 栄養管理・給食
(1) 施設給食で提供出来ない嗜好品に対して、外食機会を定期的に実施し、
(1) 年 5 回の行事食とリクエスト食、セレクト食、ご当地食を計画通り提
日常給食、行事食の施設内給食と併せ、メリハリのある食事機会を提供
供し、利用者には好評であった。また、利用者のニーズにより対象外サ
する。
ービスでの外食の機会を定期的に実施した。
(2) 栄養ケア計画では個人の嗜好を全体献立への反映の他、可能な限り個別
(2) ケアカンファレンスに合わせ嗜好調査を実施。利用者希望を栄養士が
献立にも反映し、個々の食文化を尊重した給食を推進する。
把握し、嗜好、年齢、食習慣を考慮した支援計画を立案している。また
嗜好については献立に一部反映した。
1. 地域交流
1. 地域交流
(1) ユーアイフェスティバル新企画を引き継ぎ、来場者の増加と地域交流を
(1) ユーアイフェスティバルを計画通り開催出来た。学校行事等と重なり、
より深める。
地域ボランティア団体が参加出来ず、参加数の増加は見込めなかった
(2) 地域ボランティア団体、行政、近隣施設等へ広報紙を配布し施設事
が、企画の抽選会、のど自慢が好評であった。
業紹介を継続すると共に地域ボランティア、近隣施設等の受け入れ、イ
(2) 地域ボランティア団体、行政、近隣施設等へ広報紙を年 3 回配布した。
ベントへの参加を積極的に行い地域との交流を深めて行く。

平成 30 年度事業計画
「利用されるすべての方の願い、個性を尊重し、生活に輝き、喜び、希望を持
ったその人らしい生活の実現を目指す。」を基本的理念とする。
1. 生活支援
(1) 行動障害等による強度特性がある利用者と高齢利用者をそれぞれグルー
プ化した生活環境を整備し、特性に応じた支援を効率的かつ包括的に展
開し、生活の質の向上を図る。
(2) サービス管理責任者及び相談支援専門員の連携を強化し、相談業務の効
率化を図る。これにより個別支援計画の内容をより具体化し、計画的な
支援を提供することにより、利用者の自己実現を推進する。
(3) 余暇、クラブ活動等において、利用者自身が発案・計画し、実施できる
体制を整え、利用者主体のレクリエーション等を企画、実施する。
2. 保健衛生・医療連携等
(1) 感染症、生活習慣病予防への啓発及び、運動プログラムによる基礎体力
作りの推進、具体的行動と継続を目指す。
(2) 嘱託医、歯科医師、精神科医等による研修・医療的指導・医療相談を積
極的に受け、医師とのコミュニケーション強化により総合的な機能訓
練、リハビリ運動を取り入れ、利用者の健康管理を推進する。
3. 栄養管理・給食
(1) 施設給食で提供出来ない嗜好品に対して、外食機会を定期的に実施し、
日常給食、行事食の施設内給食と併せ、メリハリのある食事機会を提供
する。
(2) 栄養ケア計画では個人の嗜好を全体献立への反映の他、可能な限り個別
献立にも反映し、個々の食文化を尊重した給食を推進する。
1. 地域交流
(1) ユーアイフェスティバル新規ボランティア団体の開拓により、来場者の
増加と地域交流をより深める。
(2) 施設利用希望者や地域ボランティア、近隣施設等の施設見学、イベント
参加を積極的に受け入れ、地域の理解と協力を深めて行く。

2. 保護者交流
2. 保護者交流
2. 保護者交流
(1) 保護者からの施設への要望、提案を積極的に得るため、環境面、食事、
(1) 保護者からの施設への要望、提案を積極的に得るため、環境面、食事、
(1) 食事面に関しては、献立表の配布により保護者からの意見や要望が上
支援等への聞き取りを行い、施設運営の向上を図る。
支援等への聞き取りを行い、施設運営の向上を図る。
がってきている。環境面についても連絡書への書き込みが多くなった。 (2) 利用者の権利擁護の視点に立ち、家族や市町村等関係機関との連携を図
(2) 引き続き、単身者に対する成年後見人の選任手続きを進めるとともに将
(2) 本庄ケース 1 件、朝霞、深谷、さいたま市のケース計 4 件の後見人申立
ると共に、必要に応じて成年後見制度の活用を推奨する。
来、後見人制度を必要とされる利用者、保護者へ制度利用を推進する。
を行った。
1. 環境整備
1. 環境整備
1. 環境整備
(1) 厨房冷蔵庫の買い替え（28 年度からの計画的入替）
(1) 厨房冷蔵庫を計画通り買い替えした。
（28 年度から計画的買替）
(1) トイレ、・洗面所設備の老朽化、障害特性及び高齢化に対応した改修
(2) 施設内照明の老朽化による改修（LED 化）
(2) 施設内照明の改修は計画通り完了。（LED 化）
(2) ベランダの老朽化による改修
(3) 電動ベッドの増設（4 か年計画による全ベッドの入替）
(3) 電動ベッドの導入については、必要とされる利用者への導入は完了し
(3) 生産活動における食品表示法改正によるアレルギー・食品成分表示整備
た。今期導入は見送り、必要と判断される場合、速やかに導入すること
2. 安全対策・防災対策
とした。
2. 安全対策・防災対策
(1) 室内防犯カメラ・人感センサーの設置により、障害特性行動への安全確
(1) 社会資源の活用による研修・防犯指導・連携により利用者の安全確保、
保、外部からの防犯対策を強化する。
2. 安全対策・防災対策
外部からの防犯対策を強化する。
(2) 防災機器の定期的な設備点検と訓練研修により災害時対応を強化し初
(1) 室内防犯カメラ・人感センサー設置完了。
(2) 防災訓練を定期的に実施すると共に、土砂災害時対応マニュアル、初動
期対応の迅速性を図る。
(2) 11・12 月に 災害緊急時における厨房機器取り扱い訓練を実施した。
体制の整備により、利用者の安全の確保と施設における危機管理体制を
(3) 調理職員、栄養士を含めた防災訓練を実施する。
(3) 調理員を含めた防災訓練を年 2 回（5 月、1 月）に実施した。
強化する。
(3) 調理員、栄養士を含めた防災訓練を継続すると共に、非常時の食事提供
を想定した訓練研修を実施する。
1. 人材育成
1. 人材育成
1. 人材育成
(1) 人材育成における指導マニュアルの整備。
(1) 新任職員を対象とした基本業務、基礎知識を中心とした指導マニュア (1) 働きやすい職場環境づくりとして、日常業務の中で「報告・連絡・相談」
(2) ネットワークの構築とキャリアアップを目的とした外部施設との交換
ルの整備を行った。
を通して情報の共有化を図り、職員間のコミュニケーションを円滑にす
研修を実施。
(2) 外部施設（邑元会しびらき）との交換研修では、目的の共有とキャリア
ることに取り組み、職場の活性化、定着を図る。
(3) 研修フィードバックによる職員全体のスキルアップの向上を図る。
に応じた実践内容となり積極的な取り組みと職員間での刺激となった。 (2) 職員研修計画を策定し、OJT(職務を通じての研修)、OFF-JT(外部研修)
(3) 職員会議を通じ、職員全体へのフィードバック（伝達講習）
、今後の支
及びSDS(自己啓発援助)を計画的に推進し、職員の資質向上を図る。
援課題、新たな実践の取組みへの検討の場となった。

平成 29 年度事業報告
テーマ

平成 29 年度事業計画

平成 29 年度事業報告

1.

■援助サービス

■地域・保護者交流

コスモスの里

就労継続支援 B 型施設としての機能の強化
1. 就労継続支援 B 型施設としての機能の強化
(1) 施設内作業の充実
(1) 施設内作業の充実
①施設内作業においては、安定的な内職の受注と工賃アップを
①新規内職 2 社と新たに契約をし、現行内職と調整をしながら
目指し、状況に応じて新規内職を検討する。
安定した内職の受注を継続した。
②かりんとう班においては生姜味かりんとうの生地製法の効率
②かりんとう班においては、生姜味かりんとうの製法の効率化
化を図る。
を検討しながら新商品の開発を進めた。
③栄養成分表示が義務化され、5 年間（H32 まで）の猶予期間内
③栄養成分表示（裏書き）は法人内の他施設と連携を図り検討
に栄養成分表示（裏書き）が出来るよう段階的に進める。
を重ね段階的に進めている。
④かりんとうの売り上げアップを目指し、販促方法の工夫と販
④美里町ふるさと納税謝礼品も数件ではあるが注文も入り、ま
路の拡大、新商品の開発を進める。
た年に数回の定期的な販路見直しにより、販路拡大にも取り
組んだ。
(2) 就労支援の充実
①清掃班の見学及び実習を希望に応じて実施し、就労意欲の向
(2) 就労支援の充実
上を図る。
①清掃業務班の見学・体験業務を実施し、段階的な就労に対す
②法人内就労訓練においては、新たな訓練先の開拓を含め参加
る意欲の向上を図った。
枠を増やせるよう検討し、就労支援の強化を図る。
②法人内就労訓練、敬愛ホームの下膳業務では訓練枠を増やす
③障害者就業・生活支援センターこだまと連携し、ワークサン
と共に、訓練先部署と連携しながら課題発見とマニュアルの
プルの活用や企業内実習、短期訓練、委託訓練等の制度を利
見直しを行った。
用した取り組みを行い、一般就労希望者への支援を強化する。
③障害者就業・生活支援センターこだまと連携を図り、ワーク
サンプルの活用や、2 月の企業見学会、3 月の就労勉強会を開
2. 利用率の増加と新規利用者の受け入れの推進
催し一般就労希望者への支援を強化した。
(1) 関係機関との連携を強化する
行政機関、相談支援事業所、近隣の病院、利用者の主治医等、 2. 新規利用者の受け入れの推進
関係機関と情報共有し、利用者支援の連携を図る。
(1) 行政機関や相談支援事業所、近隣病院等、関係機関と情報を
(2) 利用者のニーズに合わせ、こまめに面談等を行い利用率の増
共有し利用者支援の連携を図った。
加を図る。
(2) 利用者のニーズに合わせ、随時、面談を行い利用率の増加を
(3) 定員 MAX ではあるが、見学及び実習の受け入れを随時行う。
図った。
(3) 見学及び実習の受け入れを随時行い、強化した。
3. 生活技能訓練（SST）の充実
基本的な SST とステップ・バイ・ステップ方式を活用した SST 3. 生活技能訓練（SST）の充実
をニーズに合わせて選択し、年 2 クール実施する。
前期基本 SST 6 名、後期就労 SST 6 名参加し、就労・対人課
題改善に向けて取り組んだ。
4. 利用者の健康増進
(1) ウォーキングの実施
4. 利用者の健康増進
(2) スポーツレクの実施
(1) 作業状況に合わせてウォーキングを実施した。
(2) 月 1 回スポーツレクを実施した。
1. 家族との連携を強化する
1. 家族との連携を強化する
(1) 状況に応じて家族と情報共有し、家族との関係づくりを行う。 (1) 新規利用契約時に家族との面談を行い関係構築に努めた。
(2) 家族相談会を実施し、家族及び嘱託医との連携を図る。
(2) 家族相談会、11 家庭 19 名参加し、家族と情報共有を図った。
2.
1.

2.

広報紙「WITH YOU」を家族相談会時に発行する。
環境整備・安全対策
かりんとう工房の一部改修を検討し、環境衛生の改善を図る。

2.
1.

平成 30 年度事業計画
1.

就労継続支援 B 型施設としての機能の強化
(1) 施設内作業の充実
①施設内作業においては、安定的な内職の受注と工賃アップを
目指し、現行内職の見直し新規内職を検討する。
②かりんとう班においては生姜味かりんとうの生地製法の効率
化を図り量産を目指す。
③栄養成分表示（裏書き）
、他部署と連携を図り段階的に進める。
④かりんとうの売り上げアップを目指し、販促方法の工夫と販
路の拡大、新商品の開発を進める。

(2) 就労支援の充実
①清掃班の見学及び実習を希望に応じて実施し、就労意欲の向
上を図る。
②法人内就労訓練においては、新たな訓練先の開拓を含め参加
枠を増やせるよう検討し、就労支援の強化を図る。
③障害者就業・生活支援センターこだまと連携し、ワークサン
プルの活用や企業内実習、短期訓練、委託訓練等の制度を利
用した取り組みを行い、一般就労希望者への支援を強化する。
2.

利用率の増加と新規利用者の受け入れの推進
(1) 関係機関との連携を強化する
行政機関、相談支援事業所、近隣の病院、利用者の主治医等、
関係機関と情報共有し、利用者支援の連携を図る。
(2) 利用者のニーズに合わせ、こまめに面談等を行い利用率の増
加を図る。
(3) 定員 MAX ではあるが、見学及び実習の受け入れを随時行う。

3.

生活技能訓練（SST）の充実
基本 SST と就労 SST をニーズに合わせて選択し、年 2 クール実
施する。

4. 利用者の健康増進
(1) ウォーキングの実施
(2) スポーツレクの実施
1. 家族との連携を強化する
(1) 状況に応じて家族と情報共有し、家族との関係づくりを行う。
(2) 家族相談会を実施し、家族及び嘱託医との連携を図る。

広報紙「WITH YOU」を家族相談会時に発行した。
2. 広報紙「WITH YOU」を家族相談会時に発行する。
環境整備・安全対策
1. 環境整備・安全対策
かりんとう工房の一部補修を実施すると共に工房内外の清掃を
コスモスの里、かりんとう工房の建物の老朽化に伴い、一部補
徹底し、環境衛生に努めた。
修・改修を検討し、環境整備・衛生の改善を図る。

インフルエンザ及びノロウイルス対策の徹底
プレベント噴霧器及び消毒用スプレーの設置、近隣及び法人内 2. インフルエンザ及びノロウイルス対策の徹底
2. インフルエンザ及びノロウイルス対策の徹底
■環境整備・安全対策
の感染症情報の提供、手洗い・うがい・マスクの着用の呼びか
プレベント噴霧器を設置し、近隣及び法人内の感染症情報の提
プレベント噴霧器の及び消毒用スプレーの設置、近隣及び法人
けを行い、感染症予防の徹底に努める。
供、手洗い・うがい・マスクの着用の呼びかけを行い、感染症
内の感染症情報の提供、手洗い・うがい・マスクの着用の呼び
予防の徹底に努めた。
かけを行い、感染症予防の徹底に努める。
3. 消防訓練の実施
消防署立会い訓練を含む、年 3 回の訓練の実施。
3. 消防訓練の実施
3. 消防訓練の実施
消防署立会い訓練を含む、年 3 回の訓練を実施した。
消防署立会い訓練を含む、年 3 回の訓練の実施。
1. 施設内外の研修への積極的参加
1. 施設内外の研修への積極的参加
1. 施設内外の研修への積極的参加
(1) 法人内研修の参加
(1) 法人内研修へ参加した。
(1) 法人内研修の参加
■その他・人材育成
(2) 施設外研修の参加
(2) 施設外研修へ必要に応じて積極的に参加した。
(2) 施設外研修の参加
(3) 虐待・セクシャルハラスメント等の研修を実施し禁止事項の
(3) 虐待・セクシャルハラスメント研修を開催し啓発を行った。
(3) 虐待・セクシャルハラスメント等の研修を実施し禁止事項の
啓発を行う。
啓発を行う。

平成 29 年度事業報告
テーマ

■援助サービス
及び、環境整備

■地域交流

平成 29 年度事業計画

障害者生活支援センターみさと
平成 29 年度事業計報告

平成 30 年度事業計画

1. 相談支援事業体制の機能強化
1. 相談支援事業体制の機能強化
(1) 計画相談の充実
(1) 計画相談の充実
①サービス利用計画、モニタリングを継続して実施。相談支援には
①サービス計画作成とモニタリングを計画的に実施し、訪問活動の
各市町と連携し、随時対応し、問題解決に努めていく。
他、各市町と定期的会議や各事業所と協働して福祉サービスに繋
②毎月の市町のケースカンファレンスを通し、保健所、福祉課と連
げた。
携し、アドバイスを受けながら、適切に相談支援事業に活用して
②児玉郡市内の各市町、保健所にて事例検討会を毎月開催。多職種
いく。
からの意見を集約し、利用者支援に努めた。
③発達障害、ひこもりや虐待などの研修やセミナーに参加し、職員
③発達障害、引きこもり、自殺防止等の研修やセミナーに参加し、
のスキルアップを図る。フィードバック研修を行い、職員全員で
コスモスの里と合同で伝達講習を行い、情報共有に努めた。
研修内容の共有に努めていく。
2. 地域活動支援センターの機能及び事業内容の充実
2. 地域活動支援センターの機能及び事業内容の充実
(1) 資源回収を就労支援の一環として捉え、多くの事業所の協力を得
(1) ボランテァと連携し、安全なグループジョブの継続と、ジョブを
ながら、利用者支援に努めた。
通し、利用者の就労意欲の向上を高めていく。
(2) 地域活動のメニューとして、習字、カラオケ、将棋などのクラブ
(2) 利用者のニーズに合った地活メニューの企画作りや、地域への広
活動を継続。また日曜日を中心に昼食サービスを実施した。
報を呼び掛け、地活の利用者の拡大を図っていく。
(3) 毎月、利用者の当事者会議や支援者会議を開き、また、新年会や
バーベキュー等のイベント開催などから、利用者やボランティア
3. 就労支援事業所との連携
と意思疎通を図った。
(1) 支援センターのジョブや地活を通し、こだまやコスモスの里での
就労や訓練に繋げていく。
3. 就労支援体制の連携
(1) 支援センターに入った「ひきこもり」に関する相談等ケースから
4. 障害者自立支援協議会への参加
他作業所への利用に数名が繋がった。また、みさと東館へ清掃員
児玉郡市の各関係機関と連携し、地域のネットワークを構築し、
として 1 名就職出来た。
さまざまな課題や困難事例に対応していく。
4. 障害者自立支援協議会への参加
5. 家族への支援強化
毎月の協議会連絡調整会議に参加し、30 年 1 月に全体会を実施。
各市町と連携し、家族向けの講座を開催し、家族との連携を図り
相談支援部会にて、各事業所と連携を図っている。
支援に努めていく。又、支援センターの活動を広報し、利用者の
拡大を図っていく。
5. 家族への支援強化(講座の開催)
(1) 今年度は依頼がなく、講座の開催は行えなかった。

1. 相談支援事業体制の機能強化
（1）計画相談と相談支援体制の充実
①継続的、計画的に計画相談の実施。相談支援は各福祉課と連携し
随時訪問や担当者会議を開き、早めの対応に努め、福祉サービス
に繋げていく。
②引き続き児玉郡市 3 市町と保健所と、定例事例検討会を実施し、
利用者支援に努めていく。
③発達障害、ひきこもりや虐待などの研修やセミナーに参加し、職
員のスキルアップを図る。また、フィードバック研修を行い、研
修内容の共有に努めていく。

1. 障害者スポーツの振興
(1) バレーボールチーム「パワーズ」の運営
①毎週土曜日の練習の継続
②29 年度北西部大会の参加
③本庄マスターズカップの開催
④関係機関を通し、バレーメンバーの募集を募る。

1. 障害者スポーツの振興
（1）バレーボールチーム「パワーズ」の運営
① 毎週土曜日の練習の継続
② 埼玉選抜での関東大会への出場
③ 本庄マスターズカップの開催
④ 関係機関を通し、バレーボールメンバーの募集を募る。

1. 障害者スポーツの振興
(1) バレーボールチーム「パワーズ」の運営
①平成 29 年度埼玉県大会で優勝した。
②2 月開催の北西部大会に参加した。
③10 月に本庄マスターズカップを実施した。

2. 地域活動支援センターの機能及び事業内容の充実
（1）資源回収を就労支援の一環として捉え、就労に必要な働く意識、
身だしなみなどが身につくよう働きかけていく。
（2）利用者のニーズを的確に捉え、地域活動支援メニューの企画立
案とそのメニューを継続的に実施する。
3.

就労支援事業所との連携
各就労支援や相談支援事業所と情報共有を密にし、相談者のニ
ーズに応えられるよう連携を図っていく。

4.

障害者自立支援協議会への参加
児玉郡市の各関係機関と連携し、地域のネットワークを構築し、
様々な課題や困難事例に対応していく。

5.

家族への支援強化
各市町と連携し、ニーズに合った講座を開催し、安心した生活が
送れるよう家族の支援に努めていく。また、支援センターの活動
を広報し、気軽に利用出来る環境を提供していく。

2. グループホームの運営と管理
2. グループホームの運営と管理
(1) グループホーム本庄にて 12 月から 1 名欠員が生じたため、新た 2. グループホームの運営と管理
(1) グループホーム本庄、柏ハイツの運営と管理。
にワークみさとの利用者が入居した。
(1) グループホーム本庄、柏ハイツの運営と管理。
(2) 定期的に訪問し、利用者の健康、精神状態の把握を図る。
(2) 毎週金曜日にグループホームを訪問し利用者と面談、健康管理や
(2) 定期的に訪問し、利用者の健康、精神状態の把握を図る。
(3) 世話人会議を通し、連携を図り、利用者の情報共有を図っていく。
相談支援に努めた。
(3) 世話人会議を通し、連携を強化し、利用者の情報共有を図る。
(3) 毎月世話人会議を実施し、世話人との情報共有に努めた。
1.

コスモスの里との消防訓練の実施。

2.

インフルエンザ、ノロウイルスの予防策の徹底。

■安全対策

1.
2.

コスモスの里と合同で防災訓練を年 3 回実施した。
1.
加湿器や噴霧器を利用し、インフルエンザやノロウイルス予防に
努めた。
2.

コスモスの里との消防訓練の実施。
インフルエンザ、ノロウイルスの予防策の徹底。

平成 29 年度事業報告
テーマ

■援助サービス

平成 29 年度事業計画

こだま

平成 29 年度事業報告

平成 30 年度事業計画

1.登録者管理・相談支援
1.登録者管理・相談支援
1.登録者管理・相談支援
(1)身体・知的・精神（発達含む）障害者の登録者に対して、就労及び
(1)相談支援件数 4,553 件（来所、電話、職場・家庭訪問等）
(1)身体・知的・精神（発達含む）障害者の登録者に対して、就労及び生
生活に関する相談支援を行なう。
(2)登録者数 548 名（身体:110、知的:235、精神:199、その他:4）
活に関する相談支援を行なう。
(2)就労支援機関、ハローワーク、特別支援学校、医療機関等と連携し、
新規登録者 54 名（身体:12、知的:15、精神:26、その他:1）
(2)就労支援機関、ハローワーク、特別支援学校、医療機関等と連携し、
新規登録者の確保を進める。
新規登録者の確保を進める。
2.就労支援
2.就労支援
(1)採用前実習及び訓練実習の場を提供した。
2.就労支援
(1)企業実習の斡旋：採用前実習、訓練実習の実施。
実習件数 33 件（身体：3、知的：7、精神：21、その他：2）
(1)企業実習の斡旋：採用前実習、訓練実習の実施。
(2)求職者に対する求人情報の提供。企業との調整。ハローワークや企
(2)登録者に対して企業の求人情報を提供し、職場見学や実習を経て採
(2)求職者に対する求人情報の提供。企業との調整。ハローワークや企業
業での面接同行。その他の手続きに関わる支援を行なう。
用に至るまで一貫した支援を行なった。
での面接同行。その他の手続きに関わる支援を行なう。
(3)定期的な職場訪問および来所相談により定着支援を強化する。
就職件数 47 名（身体：9、知的：15、精神：21、その他：2）
(3)定期的な職場訪問及び来所相談により定着支援を強化する。
(4)ジョブコーチ制度による職場定着を目指した助言、指導を行なう。
(3)職場定着支援として企業を訪問し、相談・支援を行なった。
(4)ジョブコーチ制度による職場定着を目指した助言、指導を行なう。
(5)ワークサンプル（MWS）の活用：登録者に対し、就労前のアセスメ
(4)ジョブコーチを活用し、採用・定着までの支援の強化を図った。
(5)ワークサンプル（MWS）の活用：登録者に対し、就労前のアセスメン
ントとして適性検査・能力評価・職業訓練を行なう。
(5)適性検査、職業訓練として積極的に活用した。
トとして適性検査・能力評価・職業訓練を行なう。
3.生活支援
3.生活支援
3.生活支援
(1)登録者の余暇支援として交流会を開催し、当事者同士の情報交換、
(1)7 月、10 月、12 月、2 月に在職者交流会を開催した。
(1)登録者の余暇支援として交流会を開催し、当事者同士の情報交換、交
交流の場を提供する。
(2)単身生活者に対し、医療機関への通院支援を行なった。また介護保
流の場を提供する。
(2)単身生活者に対し、金銭管理や健康管理における支援を行なう。
険の申請を行ない、家事援助のヘルパーを導入した。
(2)単身生活者に対し、金銭管理や健康管理における支援を行なう。
(3)相談支援事業所と協力し、計画相談における担当者会議、モニタリ
(3)地域相談支援事業所の相談支援専門員と連携し、担当者会議やモニ
(3)相談支援事業所と協力し、計画相談における担当者会議、モニタリン
ングに参加し、ケアマネジメント上での役割分担を図る。
タリングに参加した。
グに参加し、ケアマネジメント上での役割分担を図る。
1.職場開拓
就職先、実習先として企業の新規開拓を行なう。

1.職場開拓
企業見学会等に積極的に参加し、実習先、就労先を開拓した。

1.職場開拓
就職先、実習先として企業の新規開拓を行なう。

2.関係機関との連携
2.関係機関との連携
2.関係機関との連携
(1)法人内連携
(1)法人内連携
(1)法人内連携
コスモスの里、ワークみさと、支援センターみさと、コスモスハイ
各施設と連携しながら情報共有を行なった。
コスモスの里、ワークみさと、支援センターみさと、コスモスハイツ、
ツ、みさとの森他、法人内他施設と連携体制をとる。
(2)法人外連携
みさとの森他、法人内他施設と連携体制をとる。
(2)法人外連携
県内を始め、県外の機関とも協力しながら情報共有を行なった。
(2)法人外連携
■地域・保護者交流
ハローワーク、就労支援機関、特別支援学校、医療機関、公的機関
(3)県北地域連絡会議
ハローワーク、就労支援機関、特別支援学校、医療機関、公的機関等、
等、法人外の地域関係機関と連携し、情報共有・連絡調整を行なう。
障がい者就業・生活支援センター遊谷と協力し、10 月に熊谷市に
法人外の地域関係機関と連携し、情報共有・連絡調整を行なう。
(3)県北地域の就労支援機関・関係機関を対象とした連絡会議を開催。
て開催。2 月に本庄早稲田リサーチパークにて開催した。
(3)県北地域の就労支援機関・関係機関を対象とした連絡会議を開催。
3.自立支援協議会への参加
3.自立支援協議会への参加
本庄児玉郡市障害者自立支援協議会において、運営部会、就労支援部
奇数月に就労部会、偶数月に運営会議に参加した。
会に参加し、活動の拡充を図る。

■環境整備

■その他
人材育成

3.自立支援協議会への参加
本庄児玉郡市障害者自立支援協議会において、運営会議、就労部会に参
加し、活動の拡充を図る。

1.環境の整備
1.環境の整備
1.環境の整備
(1)ワークサンプル用 PC を追加し、登録者の適性検査および職業訓練
(1)ワークサンプル用 PC を追加。他 PC 故障の為、現在その PC を代用
(1)ワークサンプル室を移設し、環境を改善する。
の機会を増やしていく。
して業務を実施。
(2)コピー・FAX 複合機を導入し、情報伝達の円滑化を図る。
(2)相談室の環境を改善する。
(2)保管庫を購入し、書類の整理を行なった。
(3)個人情報保護に基づく管理体制を整える。
(3)PC にパスワード設定や収納保管庫施錠等による個人情報の管理を
徹底した。
1.就労支援、生活支援に関わる研修会に参加し、職員のスキルアップを 1.障害者雇用サポートセミナー、発達障害者総合支援センターセミナー 1.就労支援、生活支援に関わる研修会に参加し、職員のスキルアップを図
図る。
に参加した。
る。
2.支援会議や情報交換会に参加し、職員個々のネットワークを拡大する。 2.本庄市、深谷市での情報交換会に参加した。

2.支援会議や情報交換会に参加し、職員個々のネットワークを拡大する。

平成 29 年度事業報告

高齢者福祉部門

平成 29 年度事業計画

平成 29 年度事業報告

平成 30 年度事業計画

■援助サービス
1. 介護保険制度の効率化等に対応していく経営及び運営の在り方を検
討する。
(1) 美里敬愛ホームと併設のデイサービスセンター「けいあい」にて安定
した経営が出来る運営方法の検討を進めていく。
(2) 介護業務の負担軽減を図るため、介護ロボット等の福祉機器の導入を
積極的に行う。
(3) 加算取得の対策や準備を進めていく。

■援助サービス
1. 経営会議にて検討を開始したが、具体的な方針を示すまでには至らなかっ
た。
(1) 美里敬愛ホームでは、派遣職員委託費の影響が大きくﾏｲﾅｽ収支となった。デ
イサービスについても施設入所や入院者が増え、利用人数が減少。
(2) 福祉機器を導入・運用するが、人材不足を補うまでには至らず、今後もサー
ビス向上と介護負担軽減を目的に継続して情報収集を進める。
(3) 30 年度に人員配置で取得できる加算については家族会にて説明を行った。
県へ届け出て承認後、通知にて家族へ連絡説明。

■援助サービス
1. 安定した経営を行うために運営方法を見直すなど早急に対策を講じる。
(1) 人材確保が厳しい状況を踏まえホーム（本館・別館）
・デイ 3 箇所でのサー
ビス提供を一体化できるか検討を進める。
(2) 定員減などの具体的な対策を検討し、中期計画を明確にして周知を図る。

2. 新規事業所の開設を継続して検討していく。
（ヘルパー）
(1) 登録ヘルパーの確保も継続して行っていく。

2. 営業活動により複数の新規事業所からサービス提供の依頼があった。
(1) 新たな登録ヘルパーを 3 名採用できた。
3. 介護予防・日常生活支援総合事業等の介護保険制度改正の情報収集を (2) 新規事業所開設の検討にあっては体制が整わず、引き続き準備を進める。
行い、対応策等検討を進めていく。
（居宅、ヘルパー）
3. 情報収集を行い事業に必要な手続きを実施。
4. サービスの質の向上を継続的に図っていく。
（ホーム、デイ）
4. 各業務を通して適切なタイミングにより、アドバイス等を行う OJT によりサ
5. 計画的な入所受け入れを実施する。
（ホーム）
ービスの質の維持に努めた。

2.

重度化に対応できる介護の質及び技術の向上を図る。
（ホーム・デイ）

3.

福祉機器の導入を推進していく。（ホーム・デイ）

4.

介護予防・日常生活支援総合事業等の情報収集を行い、対応策等検討を進
めていく。
(1) 各市町村の状況を確認していく（居宅）
(2) 新規事業所開拓の検討（ヘルパー）
■地域・家族交流
1. 家族との連携及び協力体制を強化する（継続）
(1) 報連相を確実に行う。
(2) 顧客訪問を積極的に行う（ヘルパー）。

■地域・家族交流
5. 計画的な入所受け入れを実施する。
1. 家族との連携及び協力体制を強化する。
（継続）
(1) 退所者が十数名おり、現状を維持することに留まり、定員を充足するまで至 2. クレームを前向きに捉え（要望）サービス向上に繋げる。
(1) 報連相を確実に行う。
らなかった。
(2) 顧客訪問を積極的に行う（ヘルパー）
。
(2) 利用申込が約 40 名あったが、他サービス利用等で落ち着いている方が多く、 3. 請求や利用料などの金銭管理業務の強化を図る。
(3) 施設の取り組み等理解してもらえるように来所する機会を増やした
計画的な受け入れには至らない。今後入所に関わる運営方法を見直す必要が
り、家族会等の内容の充実を図る。
（ホーム、デイ）
ある。
■環境整備・安全対策
1. 感染症予防及び介護事故防止策を徹底する。
■環境整備・安全対策
■地域・家族交流
1. 感染症予防及び介護事故防止策を徹底する。
1. 家族との連携及び協力体制を強化する。
2. ホーム本館の建て替えに関して設計イメージなど具体化していく。
(1) 利用者状況については早めの連絡を心掛けた。
2. リスク等踏まえた具体的（介護・支援内容）なケアプランを提案する。 (2) 報告漏れが無いよう努め、顧客訪問を実施した。
3. デイの活動場所をホーム別館に移せるか検討していく。
(3) 福祉機器の導入や施設の課題等について家族会などで説明を行った。
3. 交通事故予防策を継続して行う。
デイサービスにおいても家族懇談会を実施。
4. ホームとデイの間の雨水対策を検討していく。
■人材育成・その他
1. 各事業所において内部研修の充実を図る
(1) 介護事故防止
(2) 接遇マナーやクレーム対応など
2.

リーダー的職員の育成を強化していく。

■環境整備・安全対策
5. 交通事故予防策を継続して行う。
1. 予防・対策等取り組んできたが、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの罹患や骨折事故が発生してしま
う。県へ報告書等を提出した。
■人材育成・その他
1. 各事業所において内部研修の充実を図る。
2. 具体的な介護・支援内容のプラン作成を行ってきた。また考えられるリスク (1) 虐待防止に関する研修
については家族と情報共有することを心掛けた。
(2) 介護技術に関する研修

3.

定着して働いてもらえるよう対応策等を検討していく。

3.

他部署からの応援も受け、予防策を継続。

■人材育成・その他
1. 各事業所において内部研修を実施。
(1) 事故等の事例において周知に努めてきた。
(2) 啓発的な研修機会を定期に設けることは出来なかった。
2.

経験年数を考慮して委員会や係等の業務担当者の配置転換を行う。

3.

介護員等については休暇の取得が困難な状況であった。
業務を行う上での具体的な事案については、解決に向け取り組んだ。また幾
つかの課題は把握することができた。

2.

喀痰吸引等の行為をできる職員を確保していく。

3.

OJT（業務通しての研修）の充実を図れる体制及び環境つくりを推進してい
く。

4.

外国人の雇用に関して積極的に取り組む。

