平成 30 年度事業報告
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. 障がい福祉サービス部 ※（2）～（3）高齢者サービス部共通
(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) 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。
2. 高齢者福祉サービス部
(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。
(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。
3. 人材採用
(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) 「週休 3 日制」で働きながら学ぶ受講生の募集を開始している。

美里会(法人本部)

平成 30 年度事業報告
「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) 労働環境、労務管理の適正化を図る、「タイムレコーダー」の導入に向け、その
機能の把握、運用にあたり各規程を整備した。
①労働関係法改正に伴う制度内容を把握、情報共有しながら、法人の関連規程
の改訂を行った。
(2) 労働生産性の向上。
①各施設事業所において業務効率、と業務手順の見直しを実施している。
(3) 30 年度中、育休（4 名）、時短勤務（3 名）が制度を活用、仕事と子育ての両立
を法人として支援をした。
①目標（6 日間）うち一部の施設で未消化分が発生、繰り越しとなった。
(4) 外国人労働者（留学生 1 名）の介護福祉士養成専門学校へ通学と学習を支援
し、第 2 学年へ進級し育成が進んでいる。
(5) 週休 3 日制契約職員、調理師資格取得制度を新設した。
1. 障がい福祉サービス部 ※（2）～（3）高齢者サービス部共通
(1) 人員配置変更、加算報酬の変額などの改定事項を把握対応し運営した。
(2) 「虐待防止・権利擁護研修」を法人内全職員対象に実施した。
(3) 随時面接等により、適切なタイミングで助言できるよう連携に努めた。
2. 高齢者福祉サービス部
(1) 報酬算定の根拠を把握し、適正な予算執行により運営した。
(2) 効率的な運営を目指し、ホーム、デイの業務連携の推進に努めた。
(3) 新ホームの理想とする設備構造、環境について現場職員とのヒアリング等によ
り情報収集した。

4.

人材育成
(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 3. 人材採用
期目最終年度の実施。
(1) 地域説明会、一般高校を含む学校訪問を強化し、採用活動を実施した。
(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。
（新卒内定者 9 名※高卒 7 名、資格取得養成校卒 4 名、他）
(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にて
(2) 『多様な働き方』を実践する「週休 3 日制」を開始、2 名を採用。
就学し准看護師資格取得を目指す。
4. 人材育成
5. 施設整備
(1) 研修 2 期目を計画通り実施、次期研修へ繋ぐ継続性のある内容とした。
(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。
(2) 実務者、初任者研修の各コースを予定通り開催し、25 名が受講。
(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、入所利用希
(3) 本庄児玉准看護学校の 1 名が、順調に単位を取得し 2 学年へ進級。
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。
5. 施設整備
6. 健全経営
(1) 建設予算計画の策定に向け、関係者により定期的に打合せを実施した。
(1) 収入予算
17 億 1,936 万円(対前年 1.0％増）。
(2) 他法人施設の見学等を通じ、機能や構造の検討を行い基礎資料を作成した。
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 13.0％で健全経営を継続。
6. 健全経営
(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み
(1) 収入
17 億 2,286 万円(対前年 1.4％増）
立てを予定。
収支差額予算 1 億 6,953 万円
収益率（収支差額÷収入）は 9.8％（対前年は 7.8%）
7. その他
(2) 美里敬愛ホーム改築（建替）の改築資金 1 億 3,585 円を積み立てした。
(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。
7. その他
(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導
(1) 職員増減、配置、加算要件等を分析し、収支予算の適正運用を図った。
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。
(2) タイムレコーダーの機種選定、機能分析した結果、IC カード機種を選定。
(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。
(3) 全公用車へドライブレコーダーの搭載を完了。
(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「介
護」の取得を目指し、外国人材の受入れと戦力化を図る。

車輌事故報告件数 14 件（※29 年度 17 件）
(4) 外国人留学生の「介護福祉士育成制度」の運用により、介護福祉士養成校へ
1 名（ベトナム国籍）を送り出し就学を支援、2 学年へ進級した。

平成 31 年度事業計画
１.組織的な法人経営、内部管理体制についての法人本部機能の強化
■組織を再編し、法人全体の労務管理、採用、定着、人材育成等の企画管理業務を
行い持続可能な経営、継続的な施設運営が行える強い法人をつくります。
(1) 複数施設の運営、拠点管理業務の強化
①拠点の労務管理、マネジメント業務にあたる管理者・リーダーを育成。
※タイムレコーダーの導入を進め、客観的な労務管理、業務把握により労働環
境の適正化を図ります。
※労働関係法規を遵守しつつ、就業環境を適正化する業務マネジメントに従事
するリーダー層の育成を行います。
※計画的な年次有給休暇の付与取得を実現し、新たな人材の確保と定着に向
け「働きやすい職場環境作り」を推進します。
②各事業所の業務マニュアルを見直し、法人内業務の標準化を推進する。
※20 年施行の同一労働同一賃金に対応する、ガイドラインを策定します。
(2) 事業統括機能の強化
①本部機能の多角化により、制度が異なる事業ごとの制度遵守、サービス内
容、業務手続き、リスク管理を横断的に行う。
※各拠点の利用者支援業務と組織業務を仕分けし、現場職員が利用者支援
に係る業務に集中できるようにします。
②各施設・事業所業務の監査機能を持ち、職員の教育指導を行う。
※内部統制点検、預り金出納事務点検、虐待防止・権利擁護研修の実施等に
より、利用者の安全、安心を実現する現場支援業務を行います。
(3) 法人内全事業所と定期的な財務ミーティングを行う。
※適正な予算編成と事業運営を図るため、本部で統括する拠点財務担当者と
現場支援担当者との課題等を共有し、課題解決に向けた支援を行います。
2. 介護給付費(障がい・介護)の改定・消費税増税へ対応
(1) 給付費関連制度改正の把握、情報収集に努める。
(2) 消費税の増税に伴う、軽減税率、経過措置などの情報収集に努める。
※改正制度の把握に努め、法人内、拠点予算の適正な事務を行います。
3. 採用・人材育成
(1) 法人研修センター（仮称）を設立します。
※採用と人材育成と定着、「みさと福祉カレッジ介護学科」の運営を連携一体化
し、年間を通じた採用活動の中で計画的な人材育成と研修制度を企画立案し
ます。
4. 給食事業の直営、給食体制の安定化
(1) 直営化に伴い、事業継続を担う担当として、栄養・調理体制を両立構築。
(2) 安心、安全な給食を提供する人材を育成できる魅力ある職場作り。
※専任の管理者（MGR）を配置し組織的な運営を強化します。
5. 健全経営
(1) 収入予算
17 億 2,594 万円(対前年 0.65％増）。
収支差額予算 1 億 655 万円。
実質の収益率（収支差額÷収入）は 6.18％で健全経営を継続。
(2) 美里敬愛ホーム改築（建替）の事業化、改築資金は収支差額の 90％を目標と
する。
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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．家族や本人の意向をサービス担当者会議で共有している。
利用者個々の中長期目標と施設機能とのマッチングは施設間の情報共有を継続し対応してい
る。また、高齢化や身体機能低下が各施設共に顕著にみられ共通課題であり、継続して情報共
有を行った。
2．個別支援計画のほか、行動障害支援に対し、特別個別支援計画(支援マニュアル)を作成しサー
ビスの向上に努めた。
3．季節や旬を意識した献立作成を実施。
行事食においては各施設担当者との情報交換を行い、利用者が楽しめる企画を実施。
ムース食を一部導入し、見た目や安全に配慮した食事提供を実施した。

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
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 1．こだまを中心に情報共有や勉強会を実施した。(ワ・コ)
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
ワークみさとにて、企業への短期訓練を 2 名実施し 1 名企業採用となる。
者の就労を促進する。
こだま支援状況：36 名就職。
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・
利用者夜間支援に関しては、現状の緊急連絡体制にて対応した。
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：レタスの発注増レタス 8 割、小松菜 2 割
2．水耕栽培：レタス:6 割、小松菜:4 割(ワ)
ミニトマトを試験的に実施するが、受粉が上手くいかず課題が残った。
露地栽培：長ネギ、大根の栽培を中心の行ない、安定した収入を図る。(ワ)
露地栽培：長ネギ、大根の栽培及び販売は安定して実施できた。
内職作業：単価増、安定した作業量
小規模ではあったが、スイカや白菜などの栽培を試験的に実施し、保護者や職員向
けに販売を行った。
共通項目
内職作業：新規受注 2 社、中止 1 社(倒産)。
1．人材開発・能力開発
新規作業増により、安定した作業量と利用者の仕事の幅が広がったが、
(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
作業収入及び利用者工賃においては前年並みの収支結果となった。
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、 共通項目
受講の実施。(継続)
1．人材開発・能力開発
(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
(1) 埼玉県協会：青年部会 3 名、虐待防止委員 2 名、広報委員 1 名
習慣化された組織の構築。
埼玉県
：サービス管理責任者養成 2 名、強度行動障害支援 1 名
(2) サービス管理責任者：4 名
2．保健衛生・安全対策
強度行動障害：基礎 17 名、実践 1 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る。利用者、職員
(3) 新任職員の定着と専門性の向上を目的とした職場内指導状況を各施設 MGR・CF に障害部門
の予防意識の向上を図る。
（継続）
会議や職員面談時に定期的に確認し、改善に努めた。
(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 2．保健衛生・安全対策
ていく。
(1) 消毒やマスクなど、職員のみならず利用者、保護者も含めた意識や行動の強化を実施し、
(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。
インフルエンザの蔓延を防げた。また、各施設の感染症罹患状況を法人内で共有し、施設
間での蔓延防止策を講じた。
3．施設整備・環境整備
(2) 10 名受講済み。
(1) 土砂災害マニュアルの作成
(3) 交通安全研修受講済み。(内部 7 名・外部 3 名)
(2) ベランダ改修(お)
ドライブレコーダー全車両に設置。
(3) 照明の LED 化(お)
バックモニターについては、大型車両を中心に整備を実施。
(4) 建物老朽化対策・修繕計画の作成(全施設)
(4) 各施設にてマニュアルの再確認、変更を実施。
みさとにおいては、3 箇所での現金管理を 1 箇所に変更し、当日出金入金処理を徹底し、
紛失・盗難事故の再発防止とした。
3．施設整備・環境整備
(1) 土砂災害を想定した訓練を 2 回実施。(ユ・み)
マニュアルについては、県の資料などを参考に準備中
(2) 実施済み。
(3) H31 年度事業へ変更。
(4) 大規模修繕を見越した積み立てを開始。(み)
その他、年度内に実施できるものについては各部署にてそれぞれ対応した。

平成 31 年度事業計画
部門編成により余白

平成 30 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 30 年度事業計画
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。
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楽
しく快適に生活を送れるようサポートする。
(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、その中から
楽しみややりがい、生活の質に繋がるよう努める。
(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故
を未然に防ぐ。
(4)自己選択によるイベントの参加や外出を企画する。
3.保健衛生
(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
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。
(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善
を目指す。
(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。

みさと

平成 30 年度事業報告
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。
2. 生活支援
(1) 支援計画シート作成。統一支援のために活用し、随時確認修正を実施。
(2) 音楽療法やスヌーズレン、散策等実施。職員体制により中止の場合もあるが、
実施回数は増加している。
(3) リスクレポートを継続し、集計と発信を実施。誤薬は軽減しているが、裂傷
や骨折に至る事故が 7 件発生している。利用者様の高齢化が進んでいる為、
インシデントに対する職員の意識向上に努めた。
(4) 旅行や休暇外出先の選択、イベント時の飲食メニュー選択制を取り入れた。
3. 保健衛生
(1) ゲーム機器の導入は利用者満足度やコスト面を再検証し、見送った。アクテ
ィビティスヌーズレンや寮内レクを増やした。
(2) サービス管理責任者を中心とした担当者会議を通じて、医務や支援スタッフ
と共に、個々の健康維持に努めた。
(3) 利用者のインフルエンザ、ノロウイルス等の感染症罹患者 0 名。
(4) エアロビクス、スイミングを継続して実施した。
4. 短期入所受け入れの推進
職員配置数による支援低下のリスクがある為、新規短期入所受け入れを停止
したが、継続利用者に対しては制限せずに受け入れた。
5. その他
2 名の女性利用者が、高齢化による食欲低下や身体機能低下が著しく美里敬
愛ホームへ移行した。また、男性 2 名についても同様の理由により高齢者施
設への移行を申請中。
1.地域交流
1. 地域交流
(1)感謝祭を通じ地域との交流幅を広げる。
(1) 6/3 感謝祭を実施。
(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。
(2) 感謝祭、七夕コンサート、忘年会に、ボランティアが参加した。
(3)地域行事へ積極的に参加し交流を深める。
毎週木曜お話しボランティアを受け入れた。
2.保護者交流
(3) GW や夏季休暇、冬季休暇時に外出実施。地域散策や節分祭に参加。
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人制 2. 保護者交流
度の手続きを積極的に進めていく。
保護者会や年 2 回の担当者会議内において、成年後見制度の利用について確
認した。また実父母高齢化や世代交代等の確認を行った。
1.環境整備
1. 環境整備
(1)みさと全体：リフト付き車両・ドライブレコーダー・バックモニタ (1) ドライブレコーダー：全車両に設置。
ー設置
バックモニター：セレナ、ラフェスタ、ハイエースに設置。
(2)本寮：電動ベッド・外壁工事
軽車両は未設置(スクラム、ハイゼット)
(3)男女寮：トイレの増設（1F・2F）
(2) 電動ベッド：5 台購入。
2.防災関係
外壁工事：3～4 年の修繕積立を行い実施する予定。
土砂災害マニュアルの作成
(3) 1F トイレ：利用者状況より現時点では必要性がない為、一旦中止とした。
2F トイレ：実施済み。
2. 防災関係
土砂災害を想定した訓練を実施。火災・地震・水害マニュアルは準備中。
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内部研修：権利擁護（虐待防止）
・救命救急・リスクマネジメント、
①内部研修：権利擁護(虐待防止)。全職員実施(法人全体・施設研修)
医療。
救命救急・2 名(外部 2 名)
②外部研修：埼玉県及び埼玉県社会福祉協議会、埼玉県発達障害福祉
リスクマネジメント委員会継続。
協会主催による研修の積極的参加。
医療・感染症対策研修(外部講師)
③外部研修受講者によるフィードバックの実施。
②外部研修：発障協委員会・1 名 発障協研修・10 名(15 回)
2.職員の働きやすい環境づくり
経営協役員・1 名 経営協研修・1 名(5 回)
(1)定期的に業務マニュアルの点検・見直しを図る。
サービス管理責任者・3 名
(2)職員の階層に関係なく、日々の業務の中での疑問、不安を早期発見
強度行動障害基礎・7 名 強度行動障害実践・1 名
解決できる様、OJT が習慣化された組織の構築。
県、社協等・2 名(2 回) その他外部研修・3 名(3 回)
3.職員の健康管理
③フィードバック：未実施。公休、指定年休取得を優先させた。
(1)腰痛対策
2. 職員の働きやすい環境づくり
(2)ストレスチェックの実施
(1) 西館：2 回見直し実施。東館：6 回見直し実施。
(2) 支援においてユニット制・正副担当制を導入し、職員間の相談や協力体制を
構築した。
3. 職員健康管理
(1) コルセット常設。
(2) 法人全体・1 回、施設・2 回実施。

平成 31 年度事業計画
1.

2.
(1)
(2)
3.
(1)
(2)
4.
(1)
(2)
(3)
5.
(1)
(2)
6.

基本方針
一人ひとりの意思決定を支援し、それぞれの幸せな生活を実現す
る。
生活支援
個別支援計画書に沿った支援を確立し利用者が快適に生活を送れ
るようサポートする。
リスクマネジメントの強化として、定期的にリスクレポート統計を
取り、職員全員に周知を行い事故防止に努める。
日中活動
定期的なボランティアを活用し、日中活動の充実を図り利用者個々
のニーズに合った活動を提供する。
個々に合わせたスヌーズレン活動を通し、リラクゼーションと活性
的な効果を期待するサービス提供。
高齢化対策
生活習慣予防を目的とした、体操やウォーキングの実施。
高齢知的障がい者支援の理解を深める研修の実施。
介護を要する利用者の高齢者施設へ計画的移行を図る。
保健衛生
施設内衛生管理の日常的実践。
インフルエンザやノロウイルス等の感染症対策の強化。
短期入所受入の推進
関係機関との連携のもと、計画的に短期入所利用者の受け入れを行
う。

1.地域交流
(1)地域との交流を広げる。
(2)外部ボランティアを積極的に受け入れたイベントの開催。
(3)社会奉仕活動を行い地域との関わりを深める。
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見人
制度の手続きを積極的に進めていく。
(2)保護者との定期的施設連絡会を開催。
1.環境整備
西館：防犯カメラ交換設置
2.誤薬対策
(1)みさと内での誤薬・落薬事故の統計と分析を行い、具体的対策を
講じる。
3.防災、防犯関係
(1)防災機器説明会を定期的に実施し、緊急時に各々が対応できるよ
う訓練する。
(2)専門機関による防犯研修会の実施。
1.人材育成・研修
(1) 研修
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
ト、医療、高齢化対策。
②外部研修：埼玉県及び埼玉県社会福祉協議会、埼玉県発達障害福
祉協会主催による研修の積極的参加。
③外部研修受講者による全職員を対象とした研修会の実施。
(2) 育成
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。

平成 30 年度事業報告
テーマ

平成 30 年度事業計画
1.基本方針

平成 30 年度事業報告
1.基本方針

平成 31 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

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

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

個別サービスの提供と、数年先の希望(仕事、趣味、生活の場)

と、数年先の希望(仕事、趣味、生活の場)を明確化した将来目標の実現に向けて

ービスの提供と、数年先の希望(仕事、趣味、生活の場)を明確化し

を明確化した将来目標の実現。

支援を開始した。

た将来目標の実現。

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
■援助サービス

コスモスハイツ

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化を図った。

図る。

(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

く快適に生活を送りながら将来目標を目指す。
図り事故を未然に防ぐ。

(1)就労先と連携して健康診断及び再検査等を実施し、健康増進を図った。
(2)高齢化や生活習慣病、感染症対策を強化した。

を図る。
(2)高齢化や生活習慣病、感染症対策を強化する。

(1)利用者個々の状況・特性・希望に応じたサービスを提供し、楽し
(2)利用者の高齢化や機能低下に伴い、リスクマネジメントの強化を

3.医療対応の強化を継続する。
3.医療対応の強化を継続する。

2.生活支援の強化

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

4.環境改善
居室の整理整頓を計画的に実施した。

る。
(2)生活習慣病の予防や、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。

4.環境改善
居室の利用環境の確認・改善、整理整頓を計画的に実施する。

1.保護者との連携強化
■地域・保護者交流

1.保護者との連携強化

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。

(1)利用者の希望(仕事、趣味、生活の場)を保護者と共有した。

(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。

(2)一泊旅行（東京方面）を実施した。

(2)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見人
制度の手続きを積極的に進める。
(3)旅行(一泊・日帰り・行先等)の選択制の実施。

1.環境整備
(1)コスモスハイツ
①新しい建物に伴う環境変化による個々の利用者への対応を
■環境整備

迅速に行う。
②設備の不具合への施工業者を含めた対応。
(2)小茂田ホーム、アルンハウス、希ホーム

1.環境整備
(1)コスモスハイツ
①新しい建物に伴う環境変化による個々の利用者への対応を迅速に行った。
②設備の不具合への施工業者を含めた対応を行なった。
(2)小茂田ホーム、アルンハウス、希ホーム
老朽化、設備の不具合など、貸主との連携協力を進めた。

老朽化、設備の不具合など、貸主との連携協力を進める。
1.人材育成
(1)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)サービス管理責任者地域生活分野修了者を増やす。
■その他
人材育成

2.働きやすい環境づくり
(1)世話人との定期面談を継続し、要望や業務上の相談等を早期
に解決できる環境を構築する。
(2)支援事務機能の一元化により、業務効率化を図る。

1.環境整備
(1)コスモスハイツ
①各居室、建物内外の確認・点検・整備を計画的に行ない、快適
に過ごして頂ける様にする。
②設備の不具合への施工業者を含めた対応。
(2)小茂田ホーム、アルンハウス、希ホーム
老朽化、設備の不具合など、貸主との連携協力を進める。

1.人材育成
(1)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
構築に向けて取り組んだ。
(2)サービス管理責任者地域生活分野、来年度受講。
2.働きやすい環境づくり
(1)世話人との定期面談を継続し、要望や業務上の相談等を早期に解決できる環境
作りを行なった。
(2)支援事務機能の一元化により、業務効率化を図る事ができた。

1.人材育成
(1)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)サービス管理責任者地域生活分野修了者を増やす。
2.働きやすい環境づくり
(1)世話人とのコミュニケーションを強化し、要望や業務上の相談等
迅速に対応・解決できる環境を構築する。
(2)他部署と連携を強化し、利用者の生活・就労の質の向上を目指す
と共に、業務の効率化を図る。

平成 30 年度事業報告
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平成 30 年度事業報告

■援助サービス

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提供する。
(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、無断での外出を防ぎ、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、可能な限り受入れる。
(2)相談や訪問者へ、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
方の安心感になるよう、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．基本方針
生活支援の充実
(1)会議へ参加する保護者等も、利用者の意思表出の応援や尊重の認識も
高く、関係機関（行政、作業療法士）の出席もあり。
(2)日中活動の活性化に、利用者と支援員が意欲を持って取り組んだ。
内職活動収入：29 年度と比較 180％
(3)休日外出支援を見直し、多種の社会資源を利用するため、軽食と買物
を実施。訪問販売の導入では、個々が好みや店員との会話を楽しめるよ
う改善した。
(4)与薬ﾐｽ 2 件、骨折 4 件が発生。原因把握、事故防止対応を継続する。
2．保健衛生
(1)ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等の感染情報を基に外出先の選定と変更を行った。
(2)11 月大腸癌検診を実施。再検査を進めた。
3．短期入所の推進
(1)2 名を入所へ移行した。短期入所 5 床は満床。
(2)長期利用の適正化対策である、支給 180 日の上限があったが、31 年度
は自治体判断で SS 利用者 5 名共に全日支給できるよう調整できた。
4．障がい施設用生活支援システムの活用
(1)必要な記録は、記録担当者を配置することでほぼ対応出来ている。
(2)ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄや事故は、毎日の記録確認と毎月の職員会議で議題として取り
組んでいる。

■地域
保護者交流

■環境整備
安全対策

■日中活動

■その他
人材育成

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、みさとの森をより知る企画を実施。
(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。

平成 31 年度事業計画
「基本方針」
①私たちは利用者様を待たせません
②私たちはチーム一体となり支援します
③私たちは利用者様の生涯現役をサポートします
1．生活支援
(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、
利用者を中心に保護者及び関係機関が協力し合う。
(2)日中活動の生産的活動では、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のｱｾｽﾒﾝﾄと見直し。
(4)休日支援の変更に伴う点検。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、単独外出の事故を防ぐ。
2．保健衛生
(1)ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞやﾉﾛｳｲﾙｽ等の感染症対策を計画的に推進。地域の推移を把握、
対策の点検、強化。
(2)利用者の身体機能維持、基礎体力に合わせた、ﾘﾊﾋﾞﾘや運動を提供する。
(3)利用者の健康的な生活と早期検査や治療を実施する。
3．短期入所の推進
(1)地域の社会資源として、利用者と施設の特色を考慮して受入れを行う。
(2)現在及び将来的に福祉ｻｰﾋﾞｽ利用を必要とされる相談者や見学者の安
心感に繋がるよう関係機関と連携する。

1．地域交流
1．地域交流
(1)地域行事へ参加する際に、地元職員の情報も参考にした。
(1)地域行事へ利用者の希望を取り参加する。
(2)収穫祭にて地域共生の一環で、区長や子供会と協力し地域児童が参加。 (2)収穫祭で、みさとの森の PR と幅広い年齢層が楽しめる企画と実施。
(3)防災協力員 1 名解嘱、新たに 2 名委嘱(現防災協力員からの紹介)。
(3)防災協力員の入替りや建替え後 8 年経過。
2．保護者交流
・再度、協力員と消防設備や環境を確認する。避難訓練の問題解決を行う。
(1)保護者会の度、連絡会を実施。ｻｰﾋﾞｽ担当者会議へ保護者等 11 名参加。 ・地域の情報収集と情報交換を図る。
(2)収穫祭では、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 14 名・奉仕活動 7 名が参加。
2．保護者交流
(3)ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ狩り企画に 13 名が参加。
(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協力を依頼する。
１．環境整備
1．環境整備
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す。必要な住環境 (1)利用者の心身の状況に合わせるように努めた。
(1)高齢化、身体機能の変化に対して迅速な支援と住環境整備を進める。
整備を進める。
(2)与薬ﾐｽ、骨折等の怪我の防止、死角となる場所を改善する。
2．安全対策
2．安全対策
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。
(1)(2)ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄ対応や事故防止対策に対して迅速性に課題を残した。
(1)毎日の朝終礼でｲﾝｼﾃﾞﾝﾄや事故の検証をして予防や改善を行う。
(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 (3)避難訓練を毎月実施。居室の避難済みﾌﾟﾚｰﾄを改善した。
(2)各災害を想定した避難訓練を実施する。
性を高める。
(3)利用者と職員の防災学習を実施する。
(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．梨関係
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。
(1)梨栽培を長期的に継続するため、過去 5 年の経費の上昇に合わせ、販 (1)長期的な生産販売として、樹勢低下や老木の適正栽培、ｼﾞｮｲﾝﾄ栽培と
(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。
売代金を 100 円/kg 値上げした。
棚栽培。
(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。 梨収入～29 年度 約 200 万円、30 年度 約 230 万円(経費上昇分の増) (2)棚栽培、ｼﾞｮｲﾝﾄ栽培の知識と技術を習得する。
2．農地関係
2．農地関係
(3)新苗への入替えに伴う、生産減の顧客説明と理解を得る。
(1)ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ新苗ﾃｨﾌﾌﾞﾙｰ 40 株の植込み生育管理。
(1)北農地～ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰの樹勢にﾊﾞﾗﾂｷがある。保肥力がないことが原因で未 2．農地関係
(2)土壌に合った果樹や野菜等の試験栽培と農地の再生。
解決。
(1)ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ新苗 20 株の植込み生育管理。
3．加工品関係
(2)西農地～ｷｭｳﾘ、ﾅｽ、ｵｸﾗ、ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ、白菜、ﾆﾝﾆｸ、玉ねぎ、ｷｬﾍﾞﾂ、ｷｳｲ。 (2)樹勢低下や老木の適正管理。
(1)ｺﾝﾆｬｸの製造、受注、販売、納品、宣伝等の安定化。
南農地～ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ、ｲﾁｼﾞｸ、柚子、ｵﾘｰﾌﾞ。水はけが悪く根腐れ対策で (3)農地環境に合わせた技術を高め、土壌に合った果樹や野菜等の栽培。
(2)ｼﾞｭﾚ製造の効率化と販売方法の試行。
畝仕立て栽培へ改良を進めている。
3．加工品関係
農地収入：29 年度と比較 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ 75％ 野菜 300％
(1)ｺﾝﾆｬｸの製造、受注、販売、納品、宣伝等の安定化。
3．加工品関係
(2)ｼﾞｭﾚ製造の効率化と販売方法の試行。
(1)ｺﾝﾆｬｸお歳暮ｾｯﾄの一部内容の変更と価格の見直しを行った。
(2)法人内の他事業所へｼﾞｭﾚ製造を実演した。冷凍ｼﾞｭﾚの製品化を達成。
1．人材育成
1．人材育成
1．人材育成
(1)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、内部研修 (1)(2)内部、外部研修へ参加し、朝終礼や会議で研修内容の伝達を実施し (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
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。
た。
実施と外部研修へ参加しﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸする。
(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)施設方針の理解と推進の為、全職員へ事業計画と職務分掌を配布。
(2)虐待、ｾｸｼｬﾙﾊﾗｽﾒﾝﾄ等の外部研修の参加と内部研修の実施啓発。
(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
個別面談や会議で使用した。
(3)施設方針の共有と推進。職員個々のｽﾄﾚﾝｸﾞｽや知識経験を活かし、やり
いある働きやすい職場環境を作る。
がいと働きやすい職場環境を作る。

平成 30 年度事業報告
テーマ

平成 30 年度事業計画

ワークみさと

平成 30 年度事業計画進捗状況

平成 31 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

■その他・人材育成

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. 支援の個別化
(1)「 こだま」の就労支援機能を積極的に活用し一般就労を希望
(1) 「こだま」職員による勉強会を 4 回実施。
(1)個別での面談やアセスメントにより、本人にとって必要な支
する利用者を支援する。
JA ひびきの南部選果場にて 2 名が短期訓練を実施。1 名法人
援を関係機関と協力して提供していく。
(2) 法人内就労（美里敬愛ホーム清掃）の定着と安定化に向けた
外就労を経て採用が決定している。
(2)障害特性や高齢化に合わせた支援を作業や休憩時の余暇にお
支援を継続する。また清掃業務の他、新たな業種を開拓し、
(2) 敬愛ホーム本館での下膳作業のほか、別館での清掃作業を開
いて提供する。
希望利用者の選択肢を広げる。
始。現在 5 名が登録している。
2. 一般就労に向けた支援の強化
2. 水耕栽培
2. 水耕栽培
(1) 一般就労へのステップアップの仕組みを確立し、「こだま」
(1) レタス 6 割、小松菜 4 割の組み合わせで栽培を進める。
(1) レタス 8 割弱、残りは小松菜を栽培している。
と連携しながら、一般就労希望者への支援を強化していく。
出荷は基本的に株で行う。
(2) 夏場はミニトマトの栽培を試行したが、人工受粉がうまくで (2)ステップアップの仕組みの中に、新たに職員引率付き法人内
(2) 夏場の栽培は一部のプラントを利用し、品種や栽培方法等、
きず不作となった。
就労を追加し、業務の幅を広げていく。
新たな取り組みを研究する。
3. 農作業の安定化と工賃アップ
3. 工賃向上の取り組み
(1) 長ネギ、大根の栽培販売は順調。年間農耕野菜収入は前年度 (1)水耕栽培はレタス 7 割、小松菜 3 割で栽培。こもだ農園での
3. 農作業の安定化と工賃アップ
より約 57,000 円増となった。
販売も行っていく。
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、
夏場の栽培についても、引き続き可能な品種を試行していく。
白菜、ホウレンソウ、カブ等は生産力を縮小し保護者、職員向 4. 内職作業の生産向上
(2)長ネギ、大根は栄養科向けに大量に生産できるようにする。
けの栽培とする。
(1)児玉郡市障がい就労支援センターとの契約を新たに開始して
その他、旬の野菜については保護者、職員向けに栽培する。
いる。廃業・倒産により取引業者が少なくなっている。
(3)内職作業について、企業との連絡を密にとり、計画的に受注、
4. 内職作業の生産向上
納品できるようにする。受注先を開拓し、作業量の安定を目
(2)年間作業工賃額は、前年度より 10 万円増となっている。
企業の生産状況を把握し、安定した作業を確保する。
指す。
仕事が少なくなる時期を想定し、受注先を確保する。
(4)利用者の得意なことを活かした活動を取り入れ、ハンドメイ
単価の良い受注品を取り入れていけるよう、情報収集をする。
ド製品などは保護者会やイベント等で販売していく。
1. 利用者定員の確保
1. 利用者定員の確保
1. 地域交流
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
5 月に 1 名新規契約し、33 名確保していたが、2 月に 1 名退所 (1)野菜の販売について、地域の方への販売を進めていく。
なるケースを想定し、継続して利用者の確保に努める。
したため関係機関と調整している。
(2)法人内事業所の行事での出店を行う。
2.

保護者交流
2. 保護者交流
2. 保護者交流
保護者面談を実施すると共に、行事等へ参加する機会を増や
5 月に保護者面談を実施している。
(1)保護者面談を年 2 回実施する。
し、保護者と事業所間の交流を深める。
広報紙「わくワーク通信」を発行し、旅行などの行事や普段の (2)「わくワーク通信」を年 2 回発行し、事業所での行事や取り
作業の様子などを保護者に情報発信している。
組みの報告を行っていく。
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
1. 感染症予防対策として 1 日 3 回の検温を家族の協力を得て実 1. 環境整備
施。また、玄関、作業室の超音波加湿器を増設している。
(1)破損・老朽化が見られる箇所の整備を行う。
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
カーテン張替(4 月)、2 階会議室の畳から床への変更(5 月)
修、技術指導等により、交通事故予防に努める。
2. 事故防止のため、バックモニターを全車両に設置した。
(2)業務効率化のため、食器洗い乾燥機を設置(6 月)
公用車運行簿を変更し、乗車人員の確認を確実に行えるように 2. 安全対策
3. 廊下・食堂等の床の張替え。
している。
(1)交通事故や利用者の急変等、各送迎車両において想定される
ケースについて対応できるようマニュアルを点検・見直しを
3. 床張替えを GW 休暇期間中に実施している。
行う。
(2)自然災害による避難訓練のほか、新たに防犯訓練を実施する。
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) 虐待防止について、コスモスの里、支援センターみさととの (1)法人内外の研修に参加し、援助技術・専門知識の向上を図る。
る。
合同研修を 8 月に実施している。
(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。
外部研修は、サービス管理責任者研修 1 名、発達障害者支援 (3)法人内事業所との合同研修を企画する。
1 名、就労支援 1 名が受講している。
2. 働きやすい職場作り
(2) 上記外部研修のフィードバックを 1 月に実施している。
(1)定期的に業務マニュアルの点検、見直しを行う。
(2)作業については、必要に応じて手順書等を作成し、業務の見
える化を進めていく。

平成 30 年度事業報告 ユーアイハウスおがの
テーマ

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。

■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

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。

平成 30 年度事業報告

平成 31 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 「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。
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. 生活支援
(1) 利用者の障がい特性と高齢化による生活環境の整備として、各フロアの活用見
(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
直し、年齢層などによる生活のリズムを中心とした居室変更を実施した。また、
た生活環境を分析し、全体性と個別性のバランス、生活課題を支援、環境面の構
個々の個性や意思を尊重した支援方針を強化し進められた。
造化により個々の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の強化により、個別支援計画の
(2) サービス管理責任者と相談支援専門員の連携を強化し、個々のライフステージの
具体化、計画的な管理、機能により利用者、家族の希望、選択、決定及び自己
中で抱える課題、支援の評価、改善を明確化し、個別支援サービスを効果的に推
実現に向けた取り組みに繋げられた。
進することにより、利用者の意思決定に基づいたサービス提供に努める。
(3) 利用者部会からの要望としてカラオケ大会を前期（10 月）に開催した。
(3) 日中活動や生産活動内容において、利用者の年齢や心身の状況に応じた機能訓練
後期（2 月）にも開催予定とし、要望確認によりレクリエーション大会を開催し
や健康促進運動等を取り入れた活動内容の充実、定着を図ると共に、重度、高齢
た。
化に伴い社会参加する機会が少なくならないよう、社会と直接的、間接的に関わ
りを持てるよう施設外の活動や他機関との交流の促進を図る。
2. 保健衛生・医療連携等
(1) 毎月、保健衛生委員会を開催。感染症予防として日中活動後の手洗い強化を実 2. 保健衛生・医療連携等
践し、インフルエンザ、感染症は発生していない。また、個別プログラムによる
(1) 感染症、生活習慣病予防へ啓発及び、基礎体力作りを引き続き継続すると共に、
機能、リハビリ訓練、活動内での運動量を増やし、身体機能向上に努めた。
医療機関との連携強化により積極的な健康相談、指導を受け、総合的な医療ケア
(2) 歯科医師会による研修を実施、また地域総合病院の出前研修を 3 月に実施。精
の充実を図る。
神科医への医療相談を積極的に受け、地域医療機関とのコミュニケーションの
(2) 加齢に伴う歩行力や嚥下力など、身体機能の低下に起因するリスクに対し個々の
推進に努めた。
エンパワメントを引き出し、機能低下を予防する。

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。
3. 栄養管理・給食
(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
(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供し、利
反映し、個々の食文化を尊重した給食を推進する。
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) 栄養ケア計画に基づき、利用者の希望を栄養士が把握し、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て
いる。
1. 地域交流
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と共に、来場者の増加と地
(1) ユーアイフェスティバルを計画通り開催出来た。新規協力団体の参入により新
域交流をより深める。
たな企画内容と販売店の確保に繋がった。参加数の増加は見込めなかったが、
(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
企画の抽選会、のど自慢が好評であった。
極的に受け入れ、地域の理解と協力を深めて行く。
(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。
また、利用希望者による施設見学の随時実施、一般向けに就職説明会の実施を
2. 保護者交流
行った。
(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、支援等へ
の聞き取りを行い、施設運営の向上を図る。
2. 保護者交流
(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ると共
(1) 保護者会にて環境面、食事面を中心としたアンケートによる聞き取りを実施し
に、必要に応じて成年後見制度の活用を推奨する。
た。
(2) 小鹿野町のケース 1 件について、後見人制度への支援を行っている（手続き継
続中）
。
1. 環境整備
1. 環境整備
(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
(1) トイレ・水回り設備の改修は計画通り完了。
(2) ベランダの老朽化による改修
(2) ベランダの改修は計画通り完了。
(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
(3) 保健所、農林振興センター助言に基づき表示ラベルの整備を行った。
2020 年改正に向け進めている。
2. 安全対策・防災対策
(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、外部から 2. 安全対策・防災対策
の防犯対策を強化する。
(1) 小鹿野警察の協力により、職員向け防犯研修実施。
（3/11）
(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、初動体制の整
(2) 土砂災害訓練を年 2 階（6 月、9 月）に実践した。土砂災害マニュアルについて
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強化する。
は埼玉県の災害マニュアルを参考に整備を進めている。
(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
(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。
た訓練研修を実施する。
非常時の食事提供の想定として、備蓄食料の整理、保管の見直し、定期的な食
事提供への使用により取り扱い機会を増やす事で、迅速な対応に繋げる事とし
た。
1. 人材育成
1. 人材育成
(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」を通して
(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ルの整備
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ることに取り組み、
を行った。
職場の活性化、定着を図る。
(2) 目的とキャリアに応じた外部研修、職場内研修の他、継続した他施設との職員
(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)及び
交換研修を積極的かつ計画的に実施した。
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。
福）しびらきとの職員交換研修 2 名・県社協）強度行動障害支援者基礎研修 4 名
県社協）階層別研修 3 名 障害特性自閉症に係る研修 3 名

3. 栄養管理・給食
(1) 嗜好調査や希望を取り入れた食事形態、選択メニューの提供、季節に応じたメニ
ュー作りから食生活の潤いや楽しみとなる食事提供、企画を実施する。
(2) 栄養ケア計画では、個々の健康状態や特性、身体機能状況による食事提供の多様
化に向けた食事形態の種類、食事内容の整備と提供環境の充実を図る。

1. 地域交流
(1) ユーアイフェスティバルの企画内容の立案、積極的な活動により地域、協力団体、
関係機関との連携、交流を図る。
(2) 外出等の機会拡大と積極的なボランティアの受入れを行い、地域との交流を図る
と共に地域行事への参加、施設行事を地域住民、関係機関へ広報する事により相
互理解を深めていく。
2. 保護者交流
(1) 施設行事や企画等の広報、協力依頼を積極的に行い、家族との連携をより強化し
て行く。
(2) 保護者や職員の制度理解を促すと共に、制度利用が必要とされる方への関係機関
との連携、後見制度への支援を図る。
1. 環境整備
(1) 防火対策として設備整備による防火ドアの改修。
(2) 防犯・安全対策によるネットワークカメラの増設。
(3) 食事提供による計画的な食器・機器の入れ替え。
2. 安全対策・防災対策
(1) 協力機関との連携による防犯研修の実施及び、指導により利用者の安全確保、外
部からの不審者の侵入による防犯対策、対応設備を強化する。
(2) 防災訓練を利用者の障がい特性、高齢化に対応した創意と工夫のある訓練に努
め、防災設備の有効機能による日常的な保守点検を強化する。
(3) 非常時、災害時におけるバックアップ体制の確立と、非常用備品の装備、対応マ
ニュアルの整備を実施する。

1. 人材育成
(1) ユニット担当制による各ユニットの目標管理活動を行い、職員相互の問題解決
力、コミュニケーション能力やチーム力の向上を図る。
(2) リスクマネジメント体制の強化として、虐待防止、苦情解決、事故防止等の研修
を積極的に受講し、危機管理に対する意識向上の充実を図る。

平成 30 年度事業報告
テーマ

平成 30 年度事業計画

コスモスの里

平成 30 年度事業計報告

平成 31 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. 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新規内職を 1 社と新たに契約をし、安定した内職の受注を図
①施設内作業においては、内職受注量を安定させ工賃のアップ
目指し、現行内職の見直し、新規内職を検討する。
った。年度後半は安定した内職量を確保できた。
を目指す。また内職取引会社の選定を行なう。
②かりんとう班においてはかりんとう「生姜味」の生地製法の
②「生姜味」の効率化に成功。量産が可能になった。
②かりんとう班においては、利用者と職員が参加するかりんと
効率化を図り量産を目指す。
③栄養成分表示（裏書き）は法人内の他施設と連携を図り進め
う班会議を定期的に行い、より良い環境を整える。
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。
ている。また、埼玉県セルプセンター協議会主催の研修に参
③かりんとうについて、栄養成分表示（裏書き）を他部署と連
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
加し情報収集を行なった。
携をして 31 年度中に完成させる。
路の拡大、新商品の開発を進める。
④かりんとう担当職員の変更があり、30 年度は販路の拡大や新
④かりんとうについて、売れ行きの良くない種類の製造中止検
商品の開発を積極的に行なわず。
討と、新商品の開発を進める。

■援助サービス

■地域・保護者交流

(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、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) 就労支援の充実
(2) 就労支援の充実
①清掃班の見学・体験も実施し、ステップアップに対する意欲
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
の向上を図った。
上を図る。
②法人内就労訓練では、参加希望者の見学や実習を随時行い、
②法人内就労訓練において、新たな訓練先の開拓を含め参加枠
結果、参加枠増加となった。
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を図り、2 月に企
③支援付就労について、新たなグループ就労の検討を行なう。
業見学会、3 月に就労勉強会を企画し実施。一般就労希望者へ
の支援を強化した。
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
2. 利用率の増加と新規利用者の受け入れの推進
2. 利用率の増加と新規利用者の受け入れの推進
行政機関、相談支援事業所、近隣の病院、利用者の主治医等、
(1) 関係機関との連携を強化する
(1) 関係機関と情報を共有し利用者支援の連携を図った。
関係機関と情報共有し、利用者支援の連携を図る。
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) 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図
(2) 利用者のニーズに合わせ、密に面談等を行い利用率の増加を
関係機関と情報共有し、利用者支援の連携を図る。
った。
図る。
(2) 利用者のニーズに合わせ、密に面談等を行い利用率の増加を
(3) 見学及び実習の受け入れを随時行った。30 年度は 2 名が退所。 (3) 見学及び実習の受け入れを随時行い、新規利用に繋げる。
図る。
2 名と新規利用契約を行った。
(3) 定員に達しているが、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
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
3. 生活技能訓練（SST）の充実
前期基本 SST 5 名、後期就労 SST 5 名参加した。また、SST を
施する。また、複数の職員がリーダーを行えるよう体制を整え
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
行う職員を 1 名から 2 名とした。
る。
施する。
4. 利用者の健康増進
4. 利用者の健康増進
4. 利用者の健康増進
(1) ウォーキングの実施。
(1) ウォーキングの実施。
(1) 30 年度はウォーキングを実行せず。
(2) スポーツレクの実施。
(2) スポーツレクの実施。
(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. 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関係づくりを行った。
(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。
(2) 家族相談会、9 家族が参加し情報共有を図った。
(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.
1.

広報紙「WITH YOU」を家族相談会時に発行する。
2. 広報紙「WITH YOU」を家族相談会時に発行した。
環境整備・安全対策
1. 環境整備・安全対策
コスモスの里並びにかりんとう工房の建物の老朽化に伴い、一
かりんとう工房内の清掃を徹底し、環境衛生に努めた。
部補修・改修を検討し、環境整備・衛生の改善を図る。

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
2. 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
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
プレベント噴霧器及び消毒用スプレーの設置、近隣及び法人内
の感染症情報の提供、手洗い・うがい・マスクの着用の呼びか
供、手洗い・うがい・マスクの着用の呼びかけを行い、感染症
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
けを行い、感染症予防の徹底に努める。
予防の徹底に努めた。
けを行い、感染症予防の徹底に努める。

■環境整備・安全対策

3.

■その他・人材育成

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。
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) 法人内研修へ各職員参加した。
(2) 施設外研修の参加。
(2) 施設外研修に必要に応じて参加した。
(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
(3) 虐待防止研修をワークみさとと共同で行い啓発を行った。
啓発を行う。

2.
1.

3.

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
コスモスの里並びにかりんとう工房の建物の老朽化に伴い、一
部補修・改修を検討し、環境整備・衛生の改善を図る。

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。
1. 施設内外の研修への積極的参加
(1) 法人内研修の参加。
(2) 施設外研修の参加。
(3) 虐待防止研修や交通安全講座を実施し職員への啓発を行う。

平成 30 年度事業報告
テーマ

■援助サービス
及び、環境整備

平成 30 年度事業計画

平成 31 年度事業計画（案）
1. 相談支援事業の機能強化
（1）計画横断と相談支援体制の充実
①計画的にサービス利用計画の作成とモニタリングの実施。相談支
援は各市町と連携し、随時訪問や担当者会議を通し、本人のニー
ズに合った福祉サービスに繋げていく。
②毎月の各市町と保健所との事例検討会を通し、適切なアドバイス
を受け、利用者支援に努めていく。
③ニーズの高い発達障害や高次機能障害等にセミナーに参加し、職
員のスキルアップを図り、対応スキルを身につけていく。又、フ
イードバック研修を通し、研修内容の共有を図っていく。
2. 地域活動支援センターの機能及び事業内容の充実
（1）資源回収を就労の一環として捉え、体力向上や規則正しい生活
リズムを整え、就労に必要な働く意識を身につけていく。
（2）利用者のニーズを聞きながら、皆が楽しめる地活メニューの企
画作りと、継続して行えるメニューを開拓していく。
3.

就労支援事業所との連携
各就労支援事業所や作業所と情報共有と連携を図り、又、利用者
のニーズに沿った就労に繋げていく。

障害者自立支援協議会への参加
4.
自立支援協議会全体会に 2 回参加、運営会議は継続して障害者生
活支援センターみさとより議会長を出す。相談体制の充実や基幹
相談支援事業所についてなど様々な課題等を検討した。また、地
5. 家族への支援強化
域の課題を話し合う為の北部ブロック会議等にも参加した。
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
5.
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 5. 家族への支援強化(講座の開催)
を広報し、気軽に利用出来る環境を提供していく。
(1) 今年度は依頼がなく、講座の開催は行わず。

障害者自立支援協議会への参加
委託事業所として、各児玉郡市の関係機関と連携し、基幹相談支
援事業所の開設に積極的に関わっていく。又、介護支援機関と連
携し、幅広い支援に対応していく。

障害者自立支援協議会への参加
4.
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。

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。

■安全対策

平成 30 年度事業計画進捗状況

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）計画相談と相談支援体制の充実
(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
①サービス計画作成とモニタリングを計画的に実施した。相談支援
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
は各市町と連携し、担当者会議等を開き、ニーズに合った福祉サ
に繋げていく。
ービスに繋げた。
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、
②児玉郡市内の各市町や保健所にて事例検討会を毎月開催し、いろ
利用者支援に努めていく。
いろなアドバイスをいただき、難しい事例に対応してきた。
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
③地域の相談スキル向上の為の研修、医療と福祉の連携研修に参加
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
した。
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) エーザイボランティアと連携し、多くの事業所の協力を得ながら
（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、
資源回収を行い、利用者支援に努めた。措置入院から退院した 2
身だしなみなどが身につくよう働きかけていく。
名が新規参加の社会参加。
（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 (2) 地域活動のメニューとして、習字、カラオケ、将棋、昼食サービ
案とそのメニューを継続的に実施する。
スなどの活動を継続。又、利用者の声を聞きながら、食事会を実
施した。
3. 就労支援事業所との連携
3. 就労支援体制の連携
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
各市町や家族からの相談にて、作業所の利用や敬愛ホームの施設
ーズに応えられるよう連携を図っていく。
外就労訓練に繋がった。
4.

■地域交流

障害者生活支援センターみさと

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ボランティアの協力を得ながら上半期は、埼玉県選抜として毎週
練習を実施。下半期はパワーズとして練習を実施。東京や横浜チ
ームと練習試合も実施。
②6 月に関東大会に埼玉県選抜として出場し優勝。10 月、全国障害
者スポーツ大会で優勝。
2. グループホームの運営と管理
③全国障害者スポーツ大会と日程が重なり、実施せず。
(1) グループホーム本庄、柏ハイツの運営と管理。
④パンフレット、ポスターを作成し継続して募集している。
(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. グループホームの運営と管理
(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。 (1) グループホーム本庄の利用者 1 名の ADL の低下が著しく、日中を
就 B 作業所からみさと西館の利用となる。
(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
相談支援に努めた。
(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。
1. コスモスの里と合同で防災訓練を年 3 回実施した。
2. 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
2. インフルエンザ、ノロウイルスの予防策の徹底。
努めた。

家族への支援強化
各市町や保健所、家族会と連携し、研修や会議を通し、家族のニ
ーズに合った支援を展開していく。

1. 障害者スポーツも振興
（1）バレーボールチーム「パワーズ」の運営
① 上里町バレーボール連盟ボランテアとの連携し、障害者を持っ
た方々のスポーツレクリエーションに関わっていく。
② 毎週土曜日の練習の継続と各大会への参加
③ 本庄市マスターズカップの開催
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。
(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、連携を強化し、利用者の情報共有を図る。

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。

平成 30 年度事業報告
テーマ

■援助サービス

平成 30 年度事業計画

こだま

平成 30 年度事業報告

平成 31 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、就労及び生
(1)相談支援件数 2,833 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、就労及び生活
活に関する相談支援を行なう。
(2)登録者数 591 名（身体:118、知的：254、精神:215、その他:4）
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、
今年度新規登録者 48 名（身体：9、知的：20、精神 19）
(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
新規登録者の確保を進める。
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 40 件（身体：3、知的：20、精神：17）
(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。ハローワークや企業
(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用
(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で
での面接同行。その他の手続きに関わる支援を行なう。
に至るまで一貫した支援を行なった。
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：8、知的：24、精神：15）
(3)就労支援の実績における目標値の見直しを行ない、達成に努める。
(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、就労前のアセスメント
(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トと
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。
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、交
(1)7 月、10 月、12 月、3 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、交流
流の場を提供する。
(2)単身生活者に対し、医療機関への通院を行なった。また保佐人とも協
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。
力して金銭管理を行なった。
(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、モニタリン
(3)地域相談支援事業所の相談支援専門員と連携し、担当者会議やモニタ
(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、モニタリング
グに参加し、ケアマネジメント上での役割分担を図る。
リングに参加した。
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、コスモスハイツ、
ワークみさと、みさとの森利用者の就労支援を行なった。
①コスモスの里、ワークみさとと連携し、就労希望者に対しての就職に
みさとの森他、法人内他施設と連携体制をとる。
それぞれ一般企業への就職に結びついた。
向けた取組みを強化していく。
(2)法人外連携
(2)法人外連携
②法人内の障害者雇用について、定着支援と新たな就労の機会を発掘し
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、
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。
ていく。
■地域・保護者交流
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)障がい者就業・生活支援センター遊谷と協力し、県北地域障害者就業・
(2)法人外連携
(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。
生活支援センター連絡会議を企画した。第 1 回は 10/26 に熊谷市にて
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、
開催。第 2 回は 2/21 に本庄早稲田リサーチパークにて開催。
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.自立支援協議会への参加
(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。
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 3.自立支援協議会への参加
し、活動の拡充を図る。
奇数月に就労部会、偶数月に運営会議に出席した。
3.自立支援協議会への参加
6 月、1 月に全体会に出席した。
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。

■環境整備

■その他
人材育成

1.環境の整備
(1)ワークサンプル室を移設し、環境を改善する。
(2)コピーFAX 複合機を導入し、情報伝達の円滑化を図る。

1.環境の整備
(1)OA 作業、事務作業、実務作業の一部を旧コスモスハイツ事務室移
設完了した。
(2)リース契約により、5/31 に設置完了した。

1.環境の整備
相談室、ワークサンプル室を整備し、登録者の利用しやすい環境改善
を行なう。

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る。 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に参 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る。
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。
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。

