
平成２６年度 事業報告 

社会福祉法人川崎ふれあいの会 

【１】平成２６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】 

法人全体で職員の入れ替わりの大きい年でした。新任 2人、産休代替え 1人と新しく３人の常勤職員を迎え入れま

したが、１人は半年で退職しました。しかし、病休者の復帰や退職予定者の短期間補助で、運営を継続することが出

来ました。新任職員に向けての研修も企画し、職員の資質向上に寄与しました。引き継ぎのため、職員が予算組み立

て時よりも多く勤務したため、人件費は予算増の出費となりました。 

安定経営、職員の定着が課題として残されました。 

【事業概要】 

障害者自立支援法のもと、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。 

【活動状況】 

（１） 理事会・評議員会 

・4 月 1 日、5 月 23 日、9 月 5 日、12 月 5 日、3 月 27 日に理事会を開催しました。 

・5 月 23 日、12 月 5 日、3月 27 日に評議員会を開催しました。 

（２） 監事監査及び相談会 

・5 月７日、平成 25 年度事業及び決算について監事監査を行いました。 

・11 月 13 日、会計及び事業運営について監事相談会を開催しました。 

（３） 地域社会への広報 

法人ニュース第 20号（8月 20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。 

新人研修を 8月 1 日と 11月 11日に開催し、川崎ふれあいの会の成り立ちと、援助技術の基礎について学びました。 

（５） 研修会の開催 

1 月 30 日、法人主催で「コミュニケーション能力を高めよう」を開催し、16 名の参加がありました。 

（６） 定款の改正 

（目的）第 1 条より、事業所名を削除しました。 

（７） 経理規程の廃止について 

3 月 31 日を以て経理規程が廃止され、4 月 1 日より新規程となりました。 

（８） 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ＢＯ

Ｘ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。 

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１日、11 月 4 日、2 月 20日 

ふれあい 無し 

グリーンふれあい 6 月 17 日、12 月 16 日、3月 10 日 

あしびな 7 月 1 日、10 月 8 日、1 月 27 日 

（９） 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７日（金）  場所：センターふれあい  参加人数；２４名 

（１０） 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。 

（１１） 神奈川県・川崎市・法務局等への届け出経過 

□４月 ３日（木）  横浜地方法務局へ変更登記 

            事由：理事長の変更 ＜平成 26年 4月 1日 尾崎幸恵就任＞ （４月 11日、４月 22日追加資料提出） 

           「センターふれあい」平成 25 年度運営事業実績報告書及び平成 26 年度 

運営事業補助金交付申請書、平成 25 年度下期交通費補助金交付報告書及び平成 26 年

度上期分交通費補助金申請書を提出（川崎市） 

□４月 ４日（金）  「グリーンふれあい」平成 25 年度運営事業実績報告書及び変更届を川崎市に提出 

□４月 ７日（月）  「あしびな」平成 25 年度運営事業実績報告書及び変更届を川崎市に提出 

□４月 ８日（火）  「オレンジふれあい」介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書及び変更届を提出（川崎市） 

□４月１５日（火）   定款変更認可申請書を提出（川崎市） 

□４月１８日（金）  「グリーンふれあい、あしびな」平成 26 年度介護給付費算定に係る体制届出書を提出（川崎市） 

□５月２９日（木）   横浜地方法務局へ変更登記 

資産の総額変更（平成 26 年 3 月 31 日現在 39,457,570円） 

□ ６月３０日（月）  平成２５年度社会福祉法人現況報告書を提出（川崎市企画課） 

□ ７月 ７日（月）  横浜地方法務局へ変更登記（定款変更） 

□ ７月１８日（月）  平成２６年度川崎市単独加算に係る補助金交付申請書を提出（川崎市） 

        グリーンふれあい、あしびな 

□ ８月 ５日（火）  変更届出書（管理者）を提出（川崎市） オレンジふれあい 

□ ８月２０日（水）  社会福祉法人指導監査事前提出資料を提出（川崎市） 

社会福祉法人 

幸ヒューマンネットワーク 

職員 1 名派遣。 

幸ヒューマンネットワークの評議員会に出席。 

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。 

9 月：日帰りバスハイク。葛西臨海公園・水族館へ。参加：職員１名、利用者 2 名。 

１月：もちつき大会。参加：職員１名、利用者 0 名。 

幸区自立支援協議会 
職員 1 名派遣。 

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。 



□ ９月２４日（水)  平成２６年度社会福祉法人指導監査（川崎市） 

□１０月３日（金） 精神障害者地域活動支援センター（B・C・D型）通所者交通費補助金交付申請書を提出（川崎市） 

□１１月１０日（月） 変更届出書（管理者）を提出（川崎市） グリーンふれあい 

□ １月１３日（火） 「グリーンふれあい」神奈川県共同募金会へ配分金交付申請書を提出 

□ ３月１６日（月）  「センターふれあい」地域活動支援センター等補助金説明会（川崎市） 

 

 

 



【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った。 

 

【事業方針】 

平成 26 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

ビスの提供に努めた。 

 

【目標の振り返り】 

安定的な事業運営：25 年度から続けている工賃向上計画を基にした“働く”ということに対する意識付け

を利用者、職員ともに行い、“シフトに出勤する”ということに関してはとても定着し、利用率も 7割弱まであ

がってきた。現在の分母では目標の 13名は厳しいため、今後は新登録者を伸ばしていく営業も試み、継

続性のある事業を目指す。 

部門制廃止：26年 4月より“喫茶部門”“ショップ部門”という区切りをやめ、朝の打ち合わせ、掃除、休憩

を作業に関わらず一緒にとり、一つの事業所として、横のつながりを深め、皆で協力してやっていく土台

作りをすすめた。 

新規作業導入：26 年 5 月より荷札作りの内職作業を開始し、菓子、手芸に加えることで年間を通して一

定して作業を確保できた。 

 

【事業概要】 

事業所名       オレンジふれあい 定員       ２０名 

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＞ 

職員氏名 

及び 

勤務形態 

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

常勤・生活支援員 9:00～17:00（月～金） 

非常勤・職業指導員 9：30～14：30(月・火・水) 

非常勤・職業指導員 9：30～14：30（水・木） 

非常勤・会計事務  13:00～15:00（火） 

＜常勤・施設長（管理者））（平成 26年 8月より産休・育休）＞ 

ボランティア 水曜日：2名（平成 26年 12月より 1名）      在宅：１名 

 

【活動状況】 

① 登録状況：平成 26年 4月 1日 登録人数 20人 

平成 27年 3月 31日登録人数 16人 

（平成 26年度中 新規登録者 4名、退所者 8名（内 2名：就労 A、一般就労へ）） 

 

② 年齢及び性別（平成 27年 3月 31日現在） 

し 

③ 開所日数及び利用者数 

 
開所日数 

（内土日ﾊﾞｻﾞｰ） 

利用者 

延人数 

平均利用 

人数 
 

開所日数 

(内土日ﾊﾞｻﾞｰ) 

利用者 

延人数 

平均利用 

人数 

 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60歳以上 合計 

男 0人 1人 3人 0人 2人 
16人 

女 1人 2人 4人 2人 1人 



４月 21（１） 216人 10.3人 10月 24（3） 251人 10.5人 

５月 20（0） 211人 10.6人 11月 22（4） 213人 9.7人 

６月 21（0） 208人 9.9人 12月 18（0） 195人 10.8人 

７月 22（0） 215人 9.8人 1月 20（1） 230人 11.5人 

８月 16（0） 176人 11人 2月 19（0） 205人 10.8人 

９月 20（0） 213人 10.7人 3月 24（4） 234人 9.8人 

合  計 247（13） 2567人 10.4人 

＊25年度に比べ、登録者数は実質 4名減となったが、年間利用者延人数は 2520人から 2567人へと

わずかながら増加した。 

＊現在、オレンジふれあいでは週 3 日以上の勤務を促しているが、主たる障がいを知的障がい者とす

る就労Ｂ事業所は週 5 日通所がベースということで、そういった事業所に通所し続けられなかった方の問

い合わせや紹介が多かった。 

＊ダイレクトに就労Ｂ事業所を利用できる経過措置が 26 年度で原則終了となるため、各事業所新規

登録者を伸ばすことは困難となってくるが、27年度は営業活動を試みる。 

＊就労Ａや一般就労へステップアップした利用者、又は目標としている利用者もいるが、オレンジふれ

あいとのギャップがとても大きく、今後、オレンジふれあいをどのような事業所へとしていくか考えていくこ

とが必要。現在は、勤務時間と休憩時間のメリハリをつけることについて取り組んでいる。 

 

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 

店舗営業日：月～木（10：00～14：00）祝日・年末年始を除く 

作業内容：①手芸：エプロン・割ぽう着等の布製品、ビーズや毛糸小物 

②印刷業務：葉書・名刺の作成印刷（内部のみ） 

       ③菓子：主にクッキー  

④内職作業（平成２６年５月 2日から荷札導入） 

２ 
金曜日の 

プログラム 

月１回のミィーティングの他、打ち合わせを行い、バザー等の予定含め色々なこ

とが全員の認識となるよう試みた。また、状況に応じてバザー準備等作業日とし

た。“ハラスメント”“職場における人間関係”“働くということ”等その時に応じたテ

ーマで話し合う時間を設けた。 

３ バザー 

26年度 バザー参加回数 39回（延べ参加人数 233人）。25年度よりも 12回多く

参加人数も 45人増加。現在の“作ったものを売る”という形態を続けていくために

は、バザー等外部へ売りにいくことが必要。いつも参加してくれる一部の利用者

まかせということではなく、“作る”のみでなく“売る”ことで利益が発生し、そこから

給与を支出する仕組みをミーティング等で確認した。 

26 年度新規参加したバザー：月１回幸区社会福祉協議会での販売、はぁーとま

つり、食鮮まつり、ふれあいバザール溝の口、ナイスハートバザール in 山口（委

託販売）、ボランティアタウンフェスタ、さくらフェスタ日吉 

26年度不参加又は廃止バザー：療育センター、いこいの家まつり 

菓子バザー売上は 459,630円   ※コーヒー等の売上も含む 

手芸バザー売上は 346,805円 

＊参加可能なバザー開拓をすすめる。 



４ 

菓子 

メインとしてク

ッキー作業 

＊嗜好品である菓子が身体に悪いものを使用していてはどうなのかという意見を

もとに、マーガリン、バター、ショートニング（ﾄﾗﾝｽﾌｧｯﾄﾌﾘｰ）でプレーンクッキーを

つくり、価格や風味、食感等含めて油脂を検討し、9月よりショートニングを使用。 

＊小麦粉は北海道産小麦粉を 100%使用し、材料はなるべく使い切りの分量に調

整、また、冷凍生地の焼くまでの期限を 1ケ月とした。 

＊シリカゲルの容量より、品質保持を確実にするため、1 枚の厚さを均一に保つ

ように徹底した。 

＊ラベルシールがなくなりそうになったため、川崎市立総合科学高等学校のデザ

イン科の生徒さんにお願いし作成してらった。 

  

 

５ 

手芸品 

委託販売など 

＊菓子と異なり賞味期限がないため、いつ作成された製品かわからず、一部、ゴ

ムの劣化や部品のサビなどが見受けられ作り直しをした。また、過剰在庫も見受

けられたため、年間売上数を目安に上限作成数を決めた。布製品についても長

期間保管のため畳み焼けも見受けられたので、27年度製品管理について検討。 

＊作成時間の目安や、“ずっと雑巾だけ”ではなくステップアップを促すことによ

り、新しいことへチャレンジできる利用者が増えた。 

＊菓子作業と異なり、個別の作業をすることが多いので、店舗運営がスムーズに

いくように 27 年度も引き続き利用者、職業指導員、ボランティアそれぞれの役割

の確認をしていく。 

６ 内職 

＊「宮前フレンズ」さんからの又請けで、荷札つくりを 26年 5月より開始。 

＊菓子や手芸作業のないときに“作業の提供”という意味では大きな役割があっ

たが、“利益”という意味ではマイナスであった。 

＊現在、又請けで期限もなくやらせていただいているので 1枚 0.7 円。内職で利

益をあげていくとすると、こなす数や納期が厳しくなることも含め、利用者と検討

中。 

＊いくつか問い合わせはしたが、車がないと請けられない下請けが多かった。 

７ 店舗営業 

＊月～木 10:00～14:00に店舗で手芸品、クッキーの販売を行った。 

＊“お店と思わなかった”という声をいただき、お店らしいお店つくりを目指し、デ

ィスプレイやポップ等工夫するようにしたが、“販売”についてはまだまだ後ろ向

きな利用者も多いため、店番等少しずつ導入を試みたい。 

手芸売上は 322,496円、菓子売上 537,590円   ※外注も含む 

８ 
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ等 

の提供 

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

月の人を祝う 

【外出レク】８月：暑気払い  １２月：忘年会  １月：新年会  

９ その他 ＊健康診断：年 1回程度の健康診断を促し、経費をオレンジで負担した 

＊比較によりコロン作成に係る時間が他の商品よりも 4～5

倍要することが分かり、作業効率や価格値上げ等色々と検

討した結果、27年 6月までは看板商品として店舗販売のみ

として様子をみることになった。 



＊防災訓練：6 月と 2 月に実施。2 月は幸消防同席で、エアー消火器での初期

消火訓練も行った。 

 

 

【カンファレンス実施状況】 

① スタッフ会議：隔週 1回開催。事業所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。 

＜他事業所、その他関係者を含めて行ったカンファレンス＞ ８件 

 

【施設見学】                                       ＊参加人数は利用者のみ 

日付 施設名 ＊（  ）内は法人 参加人数 

4/25 就労継続Ｂ型宮前ハンズ（アピエ） １３名 

 

【平成 26年度就労会計】 

 売上（ ）内は前年度 工賃 

菓子 997,200円 （294,300円（※）） 317,505円 

手芸 669,301円 （824,065円） 312,645円 

内職 18,003円 194,025円 

 ※H25年度の菓子売上は喫茶店の売上を差し引き計上 

菓子：売上が大きく上がった大きな要因として、25年度に比べバザー回数が増えたこと、オーブンを 1台

から２台に増やしたことで生産力が上がったことが挙げられる。しかし量が多いと大変になるため、菓子作

業希望が減ってきた。バザーに間に合うように、菓子作業利用者が少ない場合は職員動員を増やし乗り

切った。しかし、バザー繁忙期が終わって検討し、その日の作業利用者人数でできる量しか作らないで、

バザーの時はある分で持っていくこととした。 

手芸：25 年度よりバザー回数が増え、自主販売売上は増加。しかし、全体的には前年度に比べて▲

154,764円となった。大きな要因として、「ともしび委託販売」と「アゼリア納品」売上げが▲212,323円が挙

げられる。 

内職：人によって作業ペースが大きく異なるが、作成数ではなく時給で工賃が支払われるため、売上相

応の工賃支払がおこなわれていない。30 分の作成目安等意識付けをおこなっているが、納期もなく、利

用者、職員含め意識を高めることが難しい。また、結び目の長さ等いくつかの基準があるが、“これくらい

大丈夫”ということが利用者によっては難しく、一つ一つの基準に完璧でないと次へ進めないこともあり、

今後、作業分けの見直し含めて検討していく。金銭的にみるとマイナス面ばかりが際立つが、体調が万

全でないとき、作業間の時間調整、菓子・手芸作業のないとき等“作業の提供”といった部分では大きな

役割を担っている。 

工賃：26 年度工賃は作業に関係なく一律時給 120 円。27 年度の時給は据え置き、バザー参加を促すことも

含め、外へ出て行くという負荷を考慮し、バザー手当 1 回 300 円支払うことに。それを可能とするため、どちら

から支払ってもよい経費を 27年度は事業からの支出とした。 



【３】平成 26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２６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】 

26年度から新たに始めた工賃作業のコーヒープログラムは売上的に考えれば当初の予

想を大きく上回り良好な結果となりました。しかしながら作業メンバーが事業開始から

半年間 1名であったこともあり、時として職員だけで作業をすることもありました。事

業開始に合わせ 4月に利用者募集のチラシを関係機関に送り利用者を募集したが目標と

する定員四人が揃うまでに 11ヶ月の月日を要しました。27年度は集まった利用者の定期

的な利用に為に、安定した作業の提供・作業に取り組める環境づくりを考えていきたい

と思います。 

工賃作業が軌道に乗ったと安心している反面、従来からの憩いの場としてのセンターふ

れあいを利用している方の一部から、工賃作業が拡大したら自分たちの居場所がなくな

ってしまうのではいう不安の訴えがありました。ふれあいは主として憩いの場の提供を

するということを変えず 27年度は工賃作業とのバランスをとりながら運営していきたい

と思います。 

 

【事業概要】 

施設名         ふれあい 定員     10名以上 

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）  ＜祝日・夏期休暇・年末年始は除く＞ 

職員氏名 

及び 

勤務形態 

施設長・指導員＜登録面接・スタッフ会議等随時＞ 

常勤、指導員 ＜月火水木金 10:00～18:00＞ 

常勤、指導員 ＜月火水木金 10:00～18:00＞ 

非常勤、会計 ＜木 13:00～16:00＞ 

 

【活動状況】 

①登録状況： 平成２６年 4月１日 登録人数 18人  

平成２７年 3月 31日 登録人数 ２４人（３１日終了までに更新意思の確認が取れない３名

退所） 

     （平成２６年度中 新規登録者 9名、退所者 6 名） 

 

②年齢及び性別（平成 27年 3月 31日現在） 

 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 
60～６９

歳 
70歳以上 合計 

男 0人 ４人 2人 3人 3人 1人 13人 

女 1人 1人 ３人 2人 4人 １人 12人 

 



③開所日数及び利用者数 

 
開所

日数 

利用者 

延人数 

平均実利

用 

人数 

 
開所

日数 

利用者 

延人数 

平均実利用 

人数 

 4 月 21 15６名 7.43人 10月 21 160名 7.62人 

 5 月 20 168名 8.4人 11月 18 138名 7.67人 

 6 月 ２１ 172名 8.19人 12月 19 154名 8.11人 

 7 月 ２２ １６2名 7.36人  1 月 18 1３７名 7.６１人 

 8 月 16 119名 7.44人  2 月 １９ １３３名 7.00人 

 9 月 ２０ １６４名 8.20人  3 月 ２２ １６７名 7.59人 

合計 237 1830名 7.72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 
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。 

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、精神保健福祉に関す

る情報提供を行った。 

3 日常生活支援 

【食事サービス】昼食の提供を、買物、調理、片付等役割を分担し、

参加型で行った。 

【避難訓練】 

5 月： 通報・避難訓練 ＆個々自分の避難場所を知っているかを確

認。 

１１月： 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年に 1回の健康診断を促し、経費をセンターふれあいにて支出した。 

４ 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２６年度新規契約面接（9人） 

平成２６年度半年経過面接（9月～10月：3人） 

平成２７年度契約更新面接（３月：21人） 

モニタリング（9月：11人） 

個別支援計画（9月・10月： 14人、3月：9人） 

中間モニタリング（9月・10月 3：人、３月：11人） 

５ 
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ等 

の提供 

【誕生会】お菓子を作り、月１回誕生会を開催した。 

【外出レク】4月お花見：１１  暑気払い：１０名  

１０月大江戸温泉物語：５名 １２月忘年会:９名 H２７、１月：新



年会名  

【クリスマス会】12/ 24場所：センターふれあい 参加人数：４名 

【ラジオ体操】身体を動かすため、12 時と 15 時にラジオ体操を行っ

た。 

 

【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 456.640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。 

４月２件、５月２件、６月３件、７月３件、８月３件、９月３件、１０月５

件、１１月 13件、 

１２月 10件、１月 10件、２月７件、３月８件 

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で行ったカンファレンス＞4件 

＜医療機関、その他関係者含め行ったカンファレンス＞8件 

 

【研修】（略) 

 



 

【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 26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】 

今年度は 4月、11月に職員の入れ替わりがありましたが、入居者の不安やサービスの質の低下につながらないよう

こまめな声かけや相談を行ないました。研修にも参加し資質向上にも努めました。事務所のシャッターの工事を行い

ました。個別支援計画を立て、新しい目標を設定し、日常生活に必要な援助や相談に力を入れました。 

【事業概要】 

事業所名      グリーンふれあい 定員   8人 

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 26年 4月 1日～平成 27年 3月 31日（365日） 

夕食提供 月曜日～金曜日（土・日・祝日及び 12/31、1/1なし） 

職員氏名 

及び 

勤務形態 

常勤・管理者・世話人 4/1～10/31  9:00～17:00（水・金）12:00～20:00（月・火・木） 

常勤・管理者・世話人 11/1～3/31  9:00～17:00（水・金）12:00～20:00（月・火・木） 

非常勤・サービス管理責任者 随時 

常勤・施設長・会計 4/1～7/31 8/1 より非常勤・施設長・会計 （8/1～3/31） 随時 

非常勤・生活支援員・世話人 12～19:30（水・金）12～17:00（木） 

【活動状況】 

① 平成 26年度内の入退去者 ： なし 

 （平成 27年 3月 31日現在：男性 3名、女性 5名入居） 

② 入居者平均年齢 ： 49歳 （平成 27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 26年度実施状況 

夕食提供 

メニューは毎週の担当者が決めた。入居者の中で当番を決め、協

力しながら準備をし、皆で食事をとった。片付けは各自行い、最後

に当番が布巾、ゴミ等を処理した。 

月曜日～金曜日 

ミーティング 生活上での決め事等を話し合う他、各種ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝを行った。 毎週火曜日 

掃除 

共同スペースの掃除を当番制で行った。居室に関しては原則とし

て各自行うが、必要に応じて個別支援計画に定め、職員が援助し

た。 

毎週水・木・金曜日 

服薬援助 服薬チェックを行った。 夕食時随時（8名） 

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する。その後、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 (8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 最低年一回、健康診断を受けた。 年 1回（8名） 

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。 

4月（8名） 

5月（8名） 

7月（7名） 

9月(8名) 

10月(8名) 

11月(8名) 

防災訓練 

緊急避難場所への避難訓練を行なった。また、非常時持出袋の中

身のチェック、保存水・非常食品の賞味期限のチェック、診療パス

ポートの確認等も併せて行った。 

6月（7名） 

8月（8名） 

1月（8名） 

新年会 新年会として外食会を行った。 １月（8名） 

【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。 

＜医療機関と行なったカンファレンス＞ 1件 

【研修】（略） 

【運営委員会】（詳細は略） 

・ 平成 26年度に２回開催した。 

 



 

【５】平成 2６年度 あしびな 事業報告 

【事業目的】 

地域で生活すること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しました。なお、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２６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】 

 入居者が安心して生活できるよう入居者一人一人のニーズに対応した支援を行うよう努めました。また、加齢や障害

の状況・病状の変化に応じて、個別支援の充実や他機関との連携を大切にしました。 

【事業概要】 

事業所名         あしびな 定員         ７名 

サービスの種類      共同生活介護（グループホーム） 

サービス提供日      平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日（３６５日） 

夕食提供         月～土曜日（日曜日及び 12月 30日、1月 1日提供なし） 

職員氏名 

及び 

勤務形態 

常勤：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：生活支援員・世話人 14：00～19：00（月・水・土） 

非常勤：サービス管理責任者 随時 

非常勤：会計 随時 

【活動状況】 

①  平成２５年度内の入退去者 ：各 1名  （平成26年3月31日現在：男性６名入居） 

②  入居者平均年齢 ： ５５歳 （平成25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 2５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 生活上での決め事等を話し合う他、各種情報提供を行った。 偶数月第２火曜日 

居室清掃 
居室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、必要に応じて日付の記入、1 回分毎

の袋詰め（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（６名） 

モニタリング (6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、支援会議開催等行った。 
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 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（6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、３月 

新年会 おせち、お雑煮を食べ、新年を祝った。 １月（６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。 （３件） 

【研 修】（略） 

【運営委員会】 (詳細は略) 

・ 平成２６年度は年２回開催した。 

 


