
平成２９年度 事業報告 

社会福祉法人川崎ふれあいの会 

【１】平成２９年度 法人本部 事業報告 

【事業目的】 

当事者が地域社会で一人の市民として、活き活きと楽しく生活できるよう当事者の人権や自己決

定を大切にし、だれもが暮らしやすさと安心を感じられる地域作りに努めました。 

【事業方針】 

 無理をせず、あせらず、豊かな気持ちで精神保健福祉に取り組み、地域生活支援システムの充実

に努めました。 

【目標の振り返り】 

H28年度に準備を整えたため、H29年度、社会福祉法改正への対応はスムーズに行われました。 

H26・27・28 年度は職員の退職や病休等で、現状体制の穴埋めに追われ、大幅な職員の異動が

出来ませんでしたが、今回はあしびな以外の 3 事業所で、年度途中ではありましたが職員の異動を

行いました。多少、利用者の減少はあったものの、他の事業所の業務について、職員間で理解を深

めることが出来ました。一方で、職員が異動してもすぐに引き継げるよう、業務や書類の整理につい

て、それぞれの職場で充実させることが今後の課題として残りました。 

今年度力を入れたのは、本部体制の充実です。事務局長がオレンジから本部のあるグリーンに異

動し、事務をするための職場移動のロスを無くすとともに、本部非常勤職員との業務連携もスムーズ

に行うことができ、効率アップにつながりました。また、業務委託する会計事務所も年度途中で変更し、

直接入力できるシステムに変更しました。変更当初は引き継ぎのため、非常勤職員の労働時間が長

くなりましたが、後半は軌道に乗り、来年度にはその効果が数字の上でも出て来ると予測されます。 

 課題であった安定経営については、担当理事会から評議員も交えた経営検討会を立ち上げました。

ただし、立ち上げが年度後半であったため、今年度は情報の共有に留まりました。 

【事業概要】 

障害者総合支援法のもと、就労継続支援 B型「オレンジふれあい」、地域活動支援センター「ふれ

あい」、グループホーム「グリーンふれあい」、グループホーム「あしびな」を事業展開しました。 

法人本部 

 

職員氏名 

常勤職員（事務局長）随時 

非常勤職員（会計）随時 

非常勤職員(事務局員) 随時 

【平成２９年度常勤職員異動状況】 

入職：平成 29年 3月；１名、6月；1名  ／ 退職：平成 29年 7月；1名 

【活動状況】 

（１） 理事会・評議員会 

・6月 2日（金）、6月 23日（金）、11月 10日（金）、平成 30年 3月 9日（金）に理事会を開催しました。 

・6月 23日（金）、12月 6日（水）、平成 30年 3月 23日（金）に評議員会を開催しました。 

・平成 30年 1月 30日（火）に経営検討会を開催しました。 

（２） 監事監査及び相談会 

・5月 10日、平成 28年度事業及び決算について監事監査を行いました。 



 

（３） 地域社会への広報 

法人ニュース第２３号（H29年8月31日発行）の発行やホームページ（http://www.kawasakifureai.org）

を活用し、広報活動を行いました。 

（４） 職員の資質向上 

各種研修会等への職員の参加機会を持ち、業務・援助の向上を図りました。 

各事業所スタッフ会議、職員会議（法人各事業所合同）を恒常的に開催しました。 

（５） 勉強会の開催 

１１月 10日、法人主催で「川崎ふれあいの会勉強会」を開催し、理事長、職員 6名、非常勤職員 2名

の参加がありました。 

（６）研修会の開催 

8 月 4 日、法人主催の研修会「障害があるからできないのではなく、障害があるからこそ出来ることが

ある。仲間に社会に伝えて行こう」を開催し、理事 2名、職員 6名、利用者 21名が参加しました。 

（７）苦情解決への取組み 

利用者からの苦情に適切に対応するため、各事業所に苦情解決責任者、苦情受付担当者を任命し、

苦情受付ＢＯＸを設置しました。また、第３者委員をＮＰＯ法人川崎市障害者福祉施設事業協会へ委

託し、第３者協力委員の訪問を受け、事業内容や苦情受付体制等の確認及び利用者・入居者と話を

する機会を設けました。 

 

 

 

 

（８） 法人内事業所合同プログラム 

(ア) 合同レクリエーションでもちつき会を開催しました。 

日程：2月 23日（金）  場所：センターふれあい  参加人数；職員 5名、利用者 16名 

（９） 地域連携 

各連絡会への加盟や会議へ出席し、地域連携に取り組みました。 

 

事業所・施設名 第３者協力委員訪問日 

オレンジふれあい 7月 28日、12月 25日、2月 16日 

ふれあい 6月 26日、11月 14日、2月 9日 

グリーンふれあい ７月 20日、11月 30日、3月 22日 

あしびな 8月 3日、11月 6日、3月 8日 

社会福祉法人 

幸ヒューマンネットワーク 

評議員：職員 1名派遣。 （評議員会へ出席） 

苦情解決委員：理事 1名派遣。  

中原地区 

精神保健福祉連絡会 

（なかはら会） 

定例会へ職員 2名派遣。 

10月 12日：日帰りバスハイク。参加：職員 2名、利用 5名 

１月 12日：もちつき大会。参加：職員 2名、利用者 0名 

2月 15日：なかはら会・こすぎ会交流会。参加：職員 2名、利用者 0名 

幸区自立支援協議会 
職員派遣。 

地域における障害福祉関係者の連携及び支援体制について話し合う。 

川崎市 

地域生活推進連合会 

役員、事業担当 1名派遣。 

総会、日中活動支援部会、ホーム部会、研修事業に参加。 



 

（１０） 神奈川県・川崎市・法務局等への届け出経過 

（平成 29年） 

□ 4月 3日（月）  川崎市より指導監査の結果について（通知）収受 ※文書指摘事項なし 

□ 4月 6日（木）  「センターふれあい」川崎市地域活動支援センター（Ｂ・Ｃ・Ｄ型）運営 

             事業補助金平成２９年度交付申請書、平成２８年度報告書及び２９年度 

通所者交通費補助金申請書、２８年度下期報告書を川崎市に提出 

□ 4月 7日（金）  「グリーンふれあい、あしびな」平成２８年度介護給付費算定に係る体制届 

             出書を川崎市に提出 

□ 4月 7日（金）  「あしびな」平成２８年度運営事業実績報告書を川崎市に提出 

□ 4月 10日（月） 「オレンジふれあい」平成２９年度介護給付費算定に係る体制届出書及び 

             業務体制変更届を川崎市へ提出 

□ 4月 10日(月)  「法人本部」福祉・介護職員処遇改善計画書を川崎市へ提出 

□ 4月 13日（土） 「グリーンふれあい」平成２８年度運営事業実績報告書を川崎市に提出 

□ 5月 15日(月)  「グリーンふれあい、あしびな」平成２９年度障害者共同生活援助事業運営 

補助金申請書を川崎市に提出 

□ 7月 14日（金）  横浜地方法務局へ変更登記 

資産の総額変更（平成 29年 3月 31日現在 28,558,702円） 

□ 7月 19日（水）  川崎市に平成２８年度福祉・介護職員処遇改善実績報告書を提出 

□ 9月 13日(水)  「あしびな」川崎市に障害者グループホーム新築・改修事業補助金交付申請書 

    を提出 

□ 10月 10日（火） 「センターふれあい」川崎市に平成２９年度上期分交通費補助金実績報告書 

    及び下期分交通費補助金交付申請を提出 

□ 11月 21日（火） 「センターふれあい」川崎市心身障害者福祉事業基金（ふれあい基金）助成金 

  申請書を川崎市に提出  

（平成 30年） 

□ 1月 18日（木）  「センターふれあい」平成 29・30年度事業系一般廃棄物収集認定申請書を 

川崎市に提出 

□ 1月 22日（月）  「オレンジふれあい」平成 29・30年度事業系一般廃棄物収集認定申請書を 

川崎市に提出 

□ 1月 26日（金）  「グリーンふれあい」共同生活援助事業所指定更新申請書を川崎市に提出 

□ 2月 23日（金）  平成 30年度福祉・介護職員処遇改善（特別）加算届出書を川崎市に提出 

 

 

 

 



【２】オレンジふれあい 事業報告 
【事業目的】 

    「オレンジふれあいの仕事や活動を通し、利用者が自分の能力を発揮し、地域社会で自立した日

常生活ができるように支援する」という事業目的に沿って、主として精神障がい者を対象に事業を行

いました。 

【事業方針】 

    平成 29 年度の事業方針に沿い、利用者の意思及び人権を尊重して、常に利用者の立場に立っ

たサービスの提供に努めました。 

【目標の振り返り】 

① 充実したサービス提供ができるよう安定的な事業運営を図ります。 

➔様々な障がいを持つ方の登録増加により、作業拡充を目指し取り組みましたが、請負作業を増やす

という計画のみで終わり結果を出すまでには至りませんでした。しかし、日頃から見学者の受け入れ

等を積極的に行い新規利用につなげる努力をしてきた結果、前年度より新規登録者を 3名増やすこと

ができました。 

② 面接等相談の機会を設け、安定して通所できるよう支援を行います。 

➔個別支援計画作成面接の他に本人から希望があれば随時面接を行いました。また、昨年度の課題と

なっていた閉所後の面接により職員の残業に繋がったことについては、相談支援事業所の利用を促す

などを行いほぼ解消されました。 

③ 利用者ごとに個別支援計画を立て、目標に沿った支援・作業援助を行います。 

➔目標に沿った支援・援助を心がけていましたが、スッタフ間で統一した支援ができていない場面も

ありました。スタッフ間での利用者情報共有をしっかりとしてより良い支援ができるような体制作り

を心がけていきます。 

④ 新規利用者に対し、スムーズに作業や活動に入れるように配慮します。 

➔適切な声掛け、振り返りを行う等の努力をしてきましたが、目標①のような作業の拡充の取り組み

が上手く行かず、その方に合った作業提供が満足にできず課題が残されました。 

 

【事業概要】 

事業所名       オレンジふれあい 

サービスの種類    就労継続支援Ｂ型事業 

開所日・時間    月曜日～金曜日 9:00～17:00   ＜祝日・夏期休暇・年末年始は除く＞ 

職員 

及び 

勤務形態 

常勤職員（施設長（管理者）・サービス管理責任者） 9:00～17:00（月～金） 

常勤職員（生活支援員） 9:00～17:00（月～金） 

非常勤職員（職業指導員） 9：30～15：15(月・火・水) 

非常勤職員（職業指導員） 4月～11月 9：30～15：15（水・木） 

12月～3月 9：30～15：30（火・水・木） 

非常勤職員（職業指導員）11月～12月 9：30～15：30（月・火・水）  

非常勤職員（会計事務） 13:00～16:00（火） 

ボランティア ボランティア５名  火曜日２名 水曜１名 在宅２名 

 

【活動状況】 

 



① 登録状況：平成 29年 4月 1日 登録人数 15人 

平成 30年 3月 31日登録人数 15 人 

（平成 29年度中 新規登録者 4名、退所者 3名） 

② 年齢及び性別 平成 30年 3月 31日現在 男性４名 女性１１名 平均 45.8歳 

③ 開所日数及び利用者数 開所 250日 延べ 2,593人、1日平均 10.4人 

④ 事業内容及び活動報告      ＊参加人数は利用者のみ 

 事業内容 活動報告 

1 
月～木曜日の 

プログラム 

【月～金】菓子：クッキー作り 

手芸：エプロン類、ポーチ類等の布製品作成 

内職：請負作業（荷札）、ビーズ製品 

【金曜日】打合せ、ミーティング、バザー準備、通常作業 

２ 販売 

【店舗】月～木（10：00～14：00）祝日年末年始を除く 

【バザー】Ｈ２９年度 バザー参加回数４５回 

【委託】ともしびグッズコーナー 

３ 
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ等 

の提供 

【茶話会】毎月 1 回行われるミーティングの後に希望者で茶話会を行い、誕生月

の人をお祝いしました。 

【外出レク】４月：バスハイク ６月、９月：外食会  ８月：暑気払い  １２月：忘年

会  １月：新年会  

４ 会議他 

 【防災訓練】７月、２月（ ２月は水消火器を使った訓練を行いました） 

【面接・相談】個別支援計画作成面接の他、随時面接を行いました。 

【カンファレンス】隔週スタッフ会議、毎月職員会議の他必要に応じて関

係機関と連帯し、個別カンファレンスを行いました。 

【売上報告】 

 売上（対前年度） 工賃 

菓子 1,126,488円 （▲40806円） 396,440円（▲5,472円） 

手芸 520,410円 （▲86,321円） 343,305円（▲78,771円） 

内職 226,746円  (26,266円) 143,935円（20,953円） 

合計 1,873,644円（▲100,861円） 883,680円（▲63,290円） 

 総支払工賃が前年度より 6万円ほど少ないのは利用者延べ人数が前年度より 100名ほど少ないことが 

要因と考えられます。菓子売上は前年度とほぼ変わりませんが、手芸は材料の原価を抑えた結果、売上

が約１７％ダウンしました。これに対しては製品の質と販売価格の見直しをして改善に努めます。 

 

研修報告 

日付 研修名＊（）内は主催 参加人数 

Ｈ29.8.4 法人研修会（川崎ふれあいの会）講師：松田千恵子 職員２名、利用者１１名 

Ｈ30.1.25 より良い連帯のためにできること（川崎市精神障害者地域生

活推進連合会） 

職員１名 

 



【３】平成２９年度 ふれあい 事業報告 

 

【事業目的】 

  「利用者が地域において自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、利用者のおか

れている環境に応じ、サービスの提供を行う」という目的に沿って主として精神障害者を対象に事業

を行いました。 

 

【事業方針】  

平成 2９年度の事業方針に沿い、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立っ

たサービスの提供に努めました。 

 

【目標の振り返り】 

①利用者一人一人個別支援計画を作成し、それに基づきより多くの参加を促し、定期的に通所で

きるように声掛けを行います。➡新規登録者には１ヶ月、２ヶ月後通所の振り返りを行いました。 

②利用者同士円滑にコミュニケーションがとれるように適切な関わりをしていきます。➡今までの習

慣が抜けず、利用者のみの自然なコミュニケーションが取れる場を作ることが難しかったです。 

③利用者にとって居場所となるような環境作りをしていきます。➡落ち着いて過ごせるような支援を

心掛けました。 

④皆で話し合うことの大切さを伝え、メンバーミーティングを参加しやすいものに変えていきます。

➡事前に話し合う内容を告知、事前にアンケートを行うなどすることで改善が見られました。 

⑤工賃作業を継続させるための販売先維持に努めます。➡一部利用者の通所が安定せず、生産

量の確保が出来ないため、新しい販売経路の拡大は出来ていません。 

⑥事業継続のため、事業内容、人員配置含め検討していきます。➡事業継続のため新規利用者

を増やそうと他施設へ見学に行き各種プログラムの内容や進め方を学ばせてもらいました。当

事業所の利用者へもアンケートなど行い、年度中には新しいプログラムが出来なかったが、新

年度より開始出来るところまでは準備が出来ました。 

 

【事業概要】 

施設名         ふれあい 

サービスの種類    地域活動支援センター 

開所日・時間 月～木曜日（10:30～17:30） 

金曜日（10:30～16:00、月１回 10:30～14:00）  ＜祝日・夏期休暇・年末年始は除く＞ 

職員氏名 

及び 

勤務形態 

常勤職員（施設長、指導員）＜月火水木金 10:00～18:00＞※７月より施設長職のみ 

常勤職員（指導員） ＜月火水木金 10:00～18:00＞ 

常勤職員（指導員）＜月火水木金 10:00～18:00＞※平成 29年 6月入職 

非常勤職員（指導員）＜火木金 10:30～16:15＞ 

非常勤職員（会計）＜木 13:30～16:00＞ 

 

【活動状況】 

①登録状況： 平成２９年 4月１日 登録人数 21人  

平成 30年 3月 31日 登録人数 26人     （平成 29年度中 新規登録者 10名、退所者 5名） 

②年齢及び性別（平成 30年 3月 31日現在） 

③開所日数及び利用者数 

 平成 29年度の開所延日数 238日、利用者延人数 1,830人、平均実利用人数７.69人 

 年度始めは実利用が９あったのが、毎日通所していた利用者の通所日数が減り、入院した方が４

人いたこともあり、年度平均実利用者が 7,69人となりました。 

 

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 合計人数 

男 0 女 1 男 1 女 0 男 2 女 2 男 2 女 2 男 7 女 1 男 1 女 4 男 1 女 2 男 14 女 12 



④事業内容及び活動報告   ＊参加人数は利用者のみ 

 事業内容 活動報告 

1 
ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ 

の提供 

開所時間内で憩いの場やプログラムなどを提供した。毎月１回のミーティン

グでプログラム内容や利用の決まり等について話し合いを行った。行事の

飾り付けを提案し、利用者中心で行った。 

２ 工賃作業の提供 
週 2 日（水曜日・木曜日）午後の二時間半程度の作業を導入。コーヒー焙

煎、製品作り、販売を行った。 

３ 情報提供 
メンバーミーティングや掲示板等を有効活用し、精神保健福祉や地域のイ

ベント等に関する情報提供を行った。 

４ 日常生活支援 

【食事サービス】買物、調理、片付け等を分担し、昼食を参加型で提供。 

【避難訓練】5月・12月： 消火訓練・通報・避難訓練  

※地域活動支援センターは消防局からの訪問指導は無い 

【健康診断】1年 1回の健康診断を促し、経費をセンターふれあいで支出。 

５ 相談支援 

施設内での対人関係や問題などの相談支援を行った。（随時） 

平成 29年度新規契約面接（10人）、平成 30度契約更新面接（3月：26人） 

モニタリング（8月：23人、3月：27人） 中間モニタリング（8月：8人） 

個別支援計画（8月・9月： 15人、3月：26人） 

６ 
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ等 

の提供 

【誕生会】職員がお菓子を作り、月１回誕生会を開催 

【外出レク】6月鎌倉：11名  8月暑気払い：9名   

       12月忘年会:10名  H30.1月：新年会 7名 

H30.3月お花見：7名、地域交流会：4名 

【クリスマス会】12月 場所：センターふれあい 参加人数：11名 

【ラジオ体操】身体を動かすため、月水金 15時にラジオ体操を行った。 

【DVD鑑賞会】H30.1月：4名 、H30.2月：3名 

 

【主な収入内容】 

 作業内容 取引先 収 入 

１ コーヒー焙煎・製品作り 職員及び理事、

一般購入者 

431,190円 

(内、ともしびグッズコーナー9,680円 

    「オレンジふれあい」89,730円) 

 

【カンファレンス実施状況】 

①スタッフ会議：月 1回開催。施設内で個別カンファレンスを行った。 

②職員会議：月 1回開催。法人内事業所合同でカンファレンスを行った。 

③関係機関と連携し、個別カンファレンスを行った。 

＜保健福祉センターとふれあいのみ＞1件、＜医療機関、その他関係者含む＞4件 

【研修】 

日付 研修名＊（）内は主催 参加人数 

8/4 法人研修会（川崎ふれあいの会）講師：松田千恵子氏 利用者 5 名、職員 3 名 

11/6 知ってほしい!統合失調症ってなぁに（幸区精神保健福祉連合会） 職員 1 名 

1/25 より良い連携のために今できること（川崎市精神障害者地域生活

推進連合会） 

職員 1 名 

2/6 境界線パーソナリティー障害の特性と対応を学ぶ（川崎市中部リ

ハビリテーションセンター、健康福祉局井田障害者センター） 

職員 1 名 

 



【４】グリーンふれあい 事業報告 

【事業目的】 

地域で生活することを望む障がい者に対して共同生活援助事業を提供し、相談、その他日常生活

に必要な援助等を行うことにより、入居者の地域生活を支援し、自立と社会参加を促進しました。

なお、主として精神障がい者を対象に事業を行いました。 

 

【事業方針】 

平成 29 年度の事業方針に従い入居者の人権を尊重し、入居者の立場に立ったサービスの提供に

努めました。 

 

【目標の振り返り】 

①入居者の希望や状況に合わせて支援内容を考え対応していきます。 

 ➔29年度から日曜日の夕食提供を開始しました。日曜日も職員がいるということで些細な確認

や相談ができ、安心して生活を送れるよう支援しました。各入居者の希望や目標、状況に合

わせて見守りや支援を行いました。 

②入居者ごとに個別支援計画を立て、中間評価及び終了評価を行い、生活に沿った目標のための

支援を行います。 

 ➔変更等職員間で共有し、個別支援計画に基づき、声かけ、見守り、支援を行いました。 

③入居者が日中活動の場へ参加できるよう、支援します。 

 ➔日々の見守りの他、必要に応じて日中活動先と連携し、可能な範囲での日中活動を促しまし

た。また、日中活動先探しのため見学等同行支援も行いました。 

 

【事業概要】 

事業所名  グリーンふれあい 定 員  ７名 

サービスの種類 共同生活援助（グループホーム） 

サービス提供日 平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日（365日） 

夕食提供 月曜日～日曜日 （祝日含む） 

職員氏名 

及び 

勤務形態 

常勤職員（管理者・世話人）（～平成 29年 7月 14日） 

12時～20時（月・火・木）10時～18時（水・金） 

常勤職員（管理者・世話人）（平成 29年 7月 15日～） 

12時～20時（月・火・木）10時～18時（水・金） 

非常勤職員（サービス管理責任者） 随時 

非常勤職員（生活支援員・世話人）14時～19時（金・日） 

非常勤（世話人）14時～19時（火・水・土） 

非常勤（会計）随時 

 

【活動状況】 

① 平成 29年度内の入退去者 ：入居者 1名、退去者 0名 

（平成 30年 3月 31日現在：男性 3名、女性 4名入居） 



② 入居者平均年齢 ：49.4歳（平成 30年 3月 31日現在） 

③ 事業内容及び活動報告 

事業内容・行事 主な内容 29年度実施状況 

夕食提供 
メニューは入居者が交代で決めた（土日祝は職員）。配膳等

は交代で手伝い、皆で食事をとった。片付けは各自で行った。 
月曜日～日曜日 

ミーティング 
当番の確認や生活上でのルール等を話し合う他、各種インフ

ォメーションを行った。 
月 1回木曜日 

掃 除 
食堂掃除を当番制で行った。居室は週 1回担当職員が入り、

各入居者に合わせた支援を行った。 
各週 1回 

服薬援助 
服薬チェックの他、必要に応じて薬のセットや調剤薬局同行

を行った。 
夕食時随時 

同行及び代行 必要に応じ、役所や受診、買い物等の同行や代行を行った。 

通院同行 随時 

役所同行 随時 

その他  随時 

個別支援計画 

1年に 1回個別支援計画を作成。半年に 1回モニタリング・

見直しを行い、振り返りや今後の目標について検討し、計画

に基づき日常支援を行った。 

作成、モニタリン

グ、見直し 

関係機関との 

連携 

保健福祉センター、福祉事務所、各医療機関を中心に連携し

援助を行った。 
随時 

面接・相談 日常生活において必要に応じて随時行った。 随時 

健康診断 
年 1回健康診断を受けることとし、必要に応じて同行支援を

行った。 
年 1回 

誕生会 入居者の誕生月に、日程、場所等を皆で決め実施した。 該当月 

防災訓練 

緊急避難場所への避難訓練、非常時持出袋、保存水及び非常

食品の賞味期限のチェックを行った。川崎市危機管理室の方

に来ていただき、風水害をメインに講習会を開催した。 

6月、8月、3月 

 

【カンファレンス実施状況】 

① スタッフ会議：月 1回開催。グリーンふれあい入居者についてカンファレンスを行った。 

② 職員会議：月 1回開催。法人内事業所合同でカンファレンスを行った。 

③ 関係機関と連携し個別カンファレンスを行った。 

 

【研修】 

日付 研修名＊（）内は主催 参加人数 

4/7 就労継続支援 B型事業事業所等説明会（神奈川県） 職員 1名 

9/29 共同生活援助集団指導（神奈川県） 職員 1名 

10/10 社会福祉法人集団説明会（川崎市） 職員 1名 

 

【運営委員会】 



＊開催状況  休会中 

 



平成２９年度 あしびな 事業報告 

【事業目的】 

地域での生活を望む障害者に対し、グループホーム（住居）を提供し、日常生活支援、相談、その他必

要な援助等を行うことにより、障害者の地域生活を支援し、自立と社会参加を促進するよう努めました。 

 

【事業方針】 

平成２９年度の事業方針に従い、人権を尊重し入居者の立場に立ったサービス提供に努めました。 

 

【目標の振り返り】 

 個別のニーズを適切に把握し、生活リズムの確立や住環境の整備、関係機関との連携等を行うことにより、

入居者の方が安定した生活を維持できるよう努めました。29 年度は入居者全員が入院することなく、概ね

元気に生活できました。 

また、消防法改正に伴う懸案であった消防設備の設置を無事完了することができました。当事業所だけ

でなく、家主・管理会社にとっても大きな負担を負う事業でしたが、話合いを重ねる中で相互に協力し合い、

信頼関係が深まる結果ともなりました。 

 

【事業概要】 

事業所名         あしびな 定員         ７名 

サービスの種類      共同生活援助（グループホーム） 

サービス提供日      平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日（３６５日） 

夕食提供          月～土曜日 

職員氏名 

及び 

勤務形態 

常勤職員（施設長（管理者）・世話人） 

10:00～18:00（月・金）  12:00～20:00（火・水・木） 

非常勤職員（生活支援員・世話人）14：00～19：00（月・水・土）※H30年 1月退職 

非常勤職員（生活支援員・世話人）14：30～19：30（月・土）※H30年 1月入職 

非常勤職員（生活支援員）14：30～19：30（金）※H30年 1月入職 

非常勤職員（サービス管理責任者）随時 

非常勤職員：（会計）随時 

 

【活動状況】 

①  平成２９年度内の入退去者 ：なし （平成30年3月31日現在：男性７名入居） 

②  入居者平均年齢 ： ５３歳 （平成30年3月31日現在） 

③ 事業内容及び活動報告     ＊（ ）内は参加入居者数 

事業内容・行事 主な内容 2９年度実施状況 

夕食提供 

買物、調理は主に職員が行い、配膳等入居者が手伝う。食

器の片付けは各自、ゴミ捨ては当番にあたる入居者が行っ

た。 

月曜日～土曜日 

ミーティング 
生活上でのルールや避難訓練、行事等について話し合うと

ともに、各種情報提供を行った。 
隔月 1回 



居室清掃 
居室は原則として各自行うが、個別のニーズに対応して職

員が援助した。 
個別支援計画による 

服薬援助 
服薬は原則として各自行うが、必要に応じてセット、服薬確

認、見守り等を行った。 
個別支援計画による 

同行及び代行 
個別支援計画に基づき、各入居者の必要に応じて受診、買

い物、各種手続き等の同行や代行を行った。 

通院・買い物・各種手

続き同行  随時 

個別支援計画 
年１回個別支援計画を作成し、半年に 1 回モニタリング・見

直しを行い計画に基づき生活支援を行った。 

計画作成（７名） 

モニタリング (７名) 

関係機関との 

連携 

保健福祉センター、福祉事務所、各医療機関、通所先を中

心に連携し、必要に応じて面接同席、支援会議等を行っ

た。 

随時 

面接・相談 
日常生活において入居者の希望および必要に応じて随時

行った。 
随時 

健康診断 最低年一回、健康診断を受診してもらい、相談に応じた。 年 1回（6名） 

誕生会 誕生月に、誕生日の入居者の希望のメニューで実施した。 誕生月（７回） 

防災訓練 火災・および地震を想定した避難訓練を各 1回実施した。 １０月、１月 

新年会 おせち、お雑煮を食べ、新年を祝った。 １月（７名） 

 

【カンファレンス実施状況】 

①  スタッフ会議:月１回開催。ホームでの支援についての検討とカンファレンスを行った。 

②  職員会議:月１回開催。法人内事業所合同でカンファレンスを行った。 

③  関係機関と連携し、個別カンファレンスを行った。 （２件） 

 

【研 修】 

日付 研修名  ＊（ ）内は主催 参加人数 

７／21、２２ 
あみ結成２０周年記念大会～軌跡と未来（全国精神障害者

地域生活支援協議会） 
職員：1名 

８／４ 法人研修会（川崎ふれあいの会、講師：松田千恵子氏） 利用者・職員 1名 

９／２８ 
施設見学（重度重複障害者対象 GH・グループホームあけぼ

の）（NPO法人ほっとステーションらら） 
職員：１名 

１１／８ 施設見学「地域活動支援センター紙ひこうき」 職員：１名 

１２/１７ 
四団体研修会「これでいいのか？医療との連携」（川崎市精

連他３団体） 
職員：1名 

 

【運営委員会】 

＊開催状況  休会中 


