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令和２年度 蒜山慶光園 

入所支援施設・生活介護・短期入所 

第１．取り巻く環境

この間、入所者の高齢化が進み、転倒予防や体力の維持向上が求められえています。日常生活を支える

介護支援では、一人ひとりの状況に合わせた排泄や服薬介助、医療機関との連携等も重要です。

精神障害や発達障害、行動に問題のある方々への支援については、悩み、戸惑いながら支援の模索が続

いています。職員の定着を図り、新規職員の研修をすすめています。ケア会議は支援をより良いものにし

ていくために重要であり、職員間で意見を出し合いチームで支援していくことが必要です。

生活介護事業については利用者のニーズの高まりや体制の制約もある中で、新しい活動が実践できてい

ない状況がありますが、小さな課題も大切にしてチャレンジしています。

近年、蒜山慶光園への待機登録が増えてきています。待機者は在宅生活が困難な方、児童施設から成人

の施設を希望される方、入院中で退院後の生活の場として考えられている方など様々です。蒜山慶光園と

しての地域貢献のあり方を模索しています。

第２．運営方針

慶光園開設後ほぼ４０年が経過し現在３０名の方が入所されています。利用者の高齢化が進み最高齢の

方は８５歳です。大きな手術を乗り越えらえた方、病院で人生の最後を迎えられる方などもおられ、高齢

者支援の充実は待ったなしです。

発達障害の方も増えて、重度行動障害、精神疾患、愛着障害への課題など支援の模索も日常的となって

います。一人ひとりの思いに寄り添いながら個々の特徴に合わせたサービスの提供に努め、生きがいの持

てる支援を目指します。

様々な職種が連携し、それぞれの専門性を尊重して、対等に自由に意見を出し合うことで気づきの多い

事業所づくりを行います。少数職種や実務に黙々と励む職員の声も拾い上げることが重要です。

利用者の大きな楽しみの一つは食事です。今年度は温かい食の提供など食の改善に目を向け、健康に配

慮した充実したメニューの提供ができるように努めます。

入所待機者が多い中で、現在利用されている方の生活の維持向上を第一に考え、新たなニーズの受け入

れについても検討を行います。また、最後まで住み慣れた地域で暮らしたいという利用者の思いを真摯に

受け止め、可能性や具体的な方法について議論、検討していきます。

    地域との交流も大切にして地域福祉のニーズにも耳を傾けていきます。

第３．重点課題

１．処遇に関する取り組み

（１）日中の活動内容は、作業及び創作的活動などを継続させ、新たな活動の柱となる内容も作っていきま

す。利用者の声に耳を傾け自由に話し合える雰囲気づくりを心がけ、新たな提案を形にしていきます。

  （２）ケア会議を通して利用者を深く理解し、その人らしい生活するために必要なことを考えていきます。

また、検討された内容は職員間で共通理解し、支援の統一を図ります。新しい支援はその都度、振り

返りを行います。

  （３）障害についての理解を深め、人を支援すること、人権について考える機会をもちます。

  （４）地域や外部の方との交流を深め、より地域に開かれた事業所を目指します。
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  生活介護事業

  （１）わくわく班

    活動場所 ：機能回復訓練棟

    対象と目的：高齢の方が、落ち着いて健康で楽しく毎日が送れるような取り組みを行います。日常生活

動作を維持して体力を維持し、楽しい歌やリズム体操などで体力をつけていきます。

貼り絵などみんなで協力し合いながら創作活動を行い、施設内に常時作品を展示したり、

文化祭などの作品展に応募して、創作意欲を高めたり、達成感を感じられるようにしてい

きます。

  （２）れんげ班

    活動場所 ：機能回復訓練棟

    対象と目的：毎日の生活リズムや、暮らすために必要な習慣（手を洗う、掃除をする）等、作業を通し

て身につけていくことを目標として取り組みます。自閉症の方などの日課の組み立てをよ

りわかりやすく視覚表示し、体を動かすことによって体と心のバランスを整えること、作

業や活動を通して日課にメリハリをつける等、生活していく上での基盤を整えていきます。

楽しみが持てる行事や活動、個別支援も行っていきます。

  （３）ほっこり（従たる事業所）

    活動場所 ：旧商工会作業場

    対象と目的：高齢期にあっても長年の経験の中で作業意欲を持ち続ける人たちが、自分に無理のないペ

ースで作業に取り組み、仕事をする喜びを持ち続けていけるような作業支援を行います。

作業だけでなく、工賃をやりがいにつなげる行事や買い物、外出等楽しみを感じられる活

動にも取り組みます。

施設入所支援

（１）生活空間を障害特性に合わせて３つのゾーンに分け、安全で快適に、季節感のある毎日を暮らしてい

ただけるような環境を整えます（食事提供含む）。

（２）高齢化が進む中、看護師を中心に医療との連携を図りながら、体調管理に努めます。管理栄養士も協

力し、食を通した健康の増進が行えるようにします。

（３）衣類など日々の生活に必要なものが不足することがないように、担当職員を中心に確認・補充を行っ

ていきます。

（４）日常生活の中で自己選択場面を増やすように意識して、日々の働きかけを行います。利用者と職員が

一緒に活動しながら、利用者が主体的に生活できるように働きかけを行います。

  短期入所

    緊急的なケース受け入れ、レスパイト的な受け入れなど、臨機応変に対応できるよう、職員間で情報共  

有を図りながら支援を進められるようにします。また、入所を見据えて利用したいという声にも答えなが

ら、利用者の状況把握を行っていきます。

２．支援技術の向上、人権擁護への取り組み

 （１）利用者の特性を理解し適切なサービスを提供するため、介護技術研修や強度行動障害、発達障害など

障害理解等の研修に積極的に参加します。また、支援員に限らず専門職に必要な知識を得るための研

修も取り入れていきます（栄養士、看護師他）。

（２）「虐待防止セルフチェック」などを活用し、人権擁護や虐待防止に努めます。また、虐待防止のための

研修会を実施し、職場外研修にも参加します。

（３）「障害者虐待防止法」「障害者差別解消法」といった法の内容の周知・教育を行います。
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３．安心・安全なサービスへの取り組み

  （１）事故報告、ヒヤリハット報告を推進していきます。あげられた報告書については、改善策を検討し、

会議の場で報告し職員全体で共有し、実施していきます。

（２）各業務マニュアルを整備し、食事介助、服薬介助など、統一した支援の実施を図っていきます。

  （３）虐待防止マニュアルの周知徹底を図り、利用者に安心して生活してもらえる事業所づくりに

努めます。

（４）外部からの意見はもちろん、利用者の意見や要望を汲み取る支援をしていきます。寄せられた意見は、

真摯に受け止め、改善を図る方策を検討していきます。寄せられた意見は職員間で共有し、施設全体

で改善を図っていきます。

４．非常災害時対策（防火・防災について）

  （１）避難訓練を定期的に実施します。またその際に、想定される事象を出し合い、災害時への備えに活か

します。火災のほか地震、水害を想定した避難訓練も実施します。

  （２）防災設備の点検を定期的に行います。またその使用方法について、職員間に周知していきます。

  （３）真庭市と福祉避難所の協定を結んでおり、それに伴って必要な対応を取っていきます。

  （４）自然災害にかかる対策を含む「非常災害対策計画」を策定します

５．社会・地域との連携、交流促進

  （１）積極的なボランティアの受け入れを行い、地域との交流を図るとともに、地域行事等に参加して相互

理解を深めていきます。

  （２）地域における公益的な取り組みとして、まにわささえ愛ネットの行う「ものバンク」等の活動に積極

的に参加します。

６．年間行事

   法人内の行事（地域ふれあい祭り、デイセンターまつりなど）、真庭市蒜山地区福祉運動会、利用者慰労会、

岡山県障害者スポーツ大会、真庭市スポーツフェスティバル、季節に合わせた行事、その他開所日行事、

ＧＷ・お盆・年末年始外出、など
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令和2年度 グループハウスかわかみ 

共同生活援助 

第１．取り巻く環境

    利用者の加齢に伴う身体機能の低下により、介護技術や高齢者支援の充実や、安全な環境整備が求めら

れています。職員はより専門的な知識や介護技術の習得が求められると共に、医療機関や高齢者施設など

の他機関との繋がりや連携がますます必要となってきています。

自閉症、精神疾患など、多様な状況の利用者が同一ホームで居住しているのが現状です。年齢の幅も大

きく、男女が共有空間で過ごし、時にはトラブルもありますが、お互いが励まし合いながら暮らしていま

す。食事や清掃などは世話人の支援に支えられており、お互いの連携が重要です。

第２．運営方針

昨今のグループハウスかわかみでは、高齢者の身体的介助や支援、発達障害の自閉的傾向や行動障害に

合わせた個別支援と、課題が大きく分かれてきているのが特徴です。今後もこの 2つの課題はより顕在化
していくと思われます。また、これまで法人が入所者の地域移行を進めた中で、自立度が高く地域のグル

ープホームで暮らしてきた人たちも高齢化を迎えています。バリアフリーがなく、夜間の見守りもない生

活の限界から新たなグループホームの増設が求められています。これらのニーズの受け止める役割を持っ

た施設としての取り組みを自覚し取り組んでいきます。

第３．重点課題

１．処遇に関する取り組み

（１）グループホームの改築を行います。

  ア．年度前期に、ひまわり荘の改装を行いバリアフリー化します。それにより、定員を７名増員し、地

域のグループホームに暮らしている高齢利用者を受け入れ、 職員が緊急時対応します。

    イ．ホームの増改築に合わせて既存ホームも含めた利用者の住み替えを検討します。ホームごとの利用

者像を明確にすることで居住環境を改善し、必要な支援の専門性を確立します。

（２）加齢による疾病や身体機能低下への対応を強化します。

  ア．高齢者の急変にそなえ緊急時の医療を確保し、リハビリなど社会復帰を目指します

イ・寝たきりの全面介助は在宅医療の整備が欠かせません。現状では専門施設への移行を連携していき

ます。

（３）関係機関等と連携し、意図と根拠のある支援を行います。

  ア．日中事業所と連携を密にし、情報の共有を行います。必要に応じて合同でケア会議を行い、本人や

家族の思いを大切にした支援方針の策定に努めます。

  イ．ケア会議を通じ、意図と根拠のある支援方針につなげます。職員の力量を高めるため、必要に応じ

法人内外の専門職を交えたスーパービジョンを実施します。

    ウ．策定された支援方針は具体的な支援の実施、その振り返りまでを止まることなく行うことができる

ようにしていきます。

  （４）新たなグループホームの創設に向けて、検討を進めます。

    ア．令和３年度を目標に、高齢の利用者に特化した新たなグループホームを創設、事業開始できるよう

検討を進めます。完全バリアフリー化を行い、７名の定員で利用者を受け入れます。更なる利用者

増の見通しを持ち、支援の専門化を進めていきます。
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２．支援技術の向上、人権擁護への取り組み

 （１）各種研修を通じ、資質の向上を図ります。

    ア．内部、外部研修を実施、介護技術等必要な能力を身につけます。

    イ．法人内看護師とも連携し、医療についての知識を身につけます。

（２）「虐待防止セルフチェック」などを活用し、人権擁護や虐待防止に努めます。また、人権意識向上、虐

待防止のための研修会の実施、職場外研修に参加します。

（３）グループホームは往々にして閉鎖的な空間になりがちです。会議での論議、日常の意見交換を通じ「現

状を当たり前と思わない」「違和感を察知することのできる」事業所、職員を目指します。

３．安心・安全なサービスへの取り組み

 （１）事故報告、ヒヤリハット報告の内容を分析、共有し、再発防止につなげます。

 （２）危険予測等について学習、訓練を行い、危険に気づくことのできる能力を身につけます。

（３）ご本人、家族や地域の方から頂いた意見は、事実確認を行い速やかに対応します。事業所全体で改善

を図る雰囲気作りをしていきます。

（４）虐待防止マニュアルの周知徹底を図り、利用者に安心して生活してもらえる事業所づくりに

努めます。

４．非常災害時対策（防火・防災について）

  （１）避難訓練を定期的に実施します。またその際に、想定される事象を出し合い、災害時への備えに活か

します。火災のほか地震、水害を想定した避難訓練も実施します。

  （２）防災設備の点検を定期的に行います。またその使用方法について、職員間に周知していきます。

  （３）自然災害にかかる対策を含む「非常災害対策計画」を策定します

５．社会・地域との連携、交流促進

 （１）本人の意思決定を大切にしながら情報提供を行い、選択の幅を広げていきます。

 （２）地域の催し物に参加するなど、地域とかかわる事ができる機会を増やしていきます。

  （３）地域における公益的な取り組みとして、まにわささえ愛ネットの行う「ものバンク」等の活動に積極

的に参加します。

６．年間行事

   法人内の行事（地域ふれあい祭り、デイセンターまつりなど）、真庭市蒜山地区福祉運動会、岡山県障害者

スポーツ大会、真庭市スポーツフェスティバル、季節に合わせた行事、お盆・年始企画など
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令和2年度 デイセンターひるぜん 

生活介護 

第１．取り巻く環境

    当事業所の年齢層は近年若くなってきましたが、一方で障害の多様化が進み、事業所がどのような目的

を持つのかという課題に直面しています。

食事の見守り、トイレ介助、スケジュールに合わせた声かけなど、個々に合わせた支援が多くなってい

る中で、少しでも自律した生活が送れるように、支援も専門性が問われます。行動障害のケースでは、突

然の暴力などその原因がつかめないと思いがちですが、意味のない行動はなく必ず理由はあります。ゆっ

くりと本人の思いを汲み、待つこと、利用者の良い所を引き出し、どんな時も笑顔で支援する力量が問わ

れています。

日々の活動は作業を中心としていますが、それだけにとらわれることなく、個々の障害特性に向き合い、

その人に必要な支援を考えていくこと、その中で達成感をどのように引き出していくのかが今の課題です。

第２．運営方針

    重度、発達障害のある利用者が増えていく中で、デイセンターひるぜんの在り方を再度見直しながら、

「働くことの喜び」や「できた時の達成感」を得られる事業所にしていきます。そのためには個々のニー

ズや特性をしっかりと受け止め、集団でありながらも個々へのアプローチを大切にしていきます。

また、「働く」だけではなく、「楽しいと思える体験」を重ねていく事で、「人生の楽しさ」を感じてもら

えるようにしていきます。この 2つをバランスよく、効果的に取り組むことで、より豊かな人生にし、地
域に根差した事業所を築き上げていきます。

第３．重点課題

１．処遇に関する取り組み

（１） 障害の重い方や行動障害のある方でも作業参加しやすくするために、利用者個々の課題を明らかに

し、作業場の環境を整え、個々人の能力に合わせた道具の工夫をします。

（２） 作業に参加できない方に対しても強制せず、自分の役割・居場所をみつけることで安定して 1 日す
ごしていただけるよう個々に合わせたプログラムを作成します。

（３）労働を「単なる生産活動」としてではなく利用者個々が自分の目標を持って取り組める活動として、

一人ひとりに目標設定を行っていきます。個々に振り返りを行い、目標が達成できたかどうか確認し

て評価していきます。

  （４）職員は「利用者のできたこと」に着目し、日々伝えることでその人のエンパワメントに繋げていきま

す。また、一日の最後には利用者個々の良かったことを伝え合い、一日の達成感や充実感が得られる

ような取り組みを行います。

  （５）朝礼や反省会、掃除など集団で行う活動を通して、「できない事」はみんなで補える仲間づくり、協力

し合える集団づくりを行います。また、集団活動がスムーズに行える力を身に付けるために、事業所

のルールを明確にする学習会等を行います。

  （６）音楽活動やウォーキング、買い物、外出などの活動を行うことで作業の喜びや楽しみ、就労意欲を感

じ、人生が豊かになる取り組みを行います。その中で、気持ちがリラックスできるスヌーズレンも活

用し、精神的な安定を図っていきます。

  （７）発達障害など利用者の特性に合わせた支援ができるようケース会議を行い、職員間で統一した支援が

できるようにしていきます。支援の統一が必要であることを職員に周知徹底を図っていきます
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２．支援技術の向上、人権擁護への取り組み

  （１）利用者の特性を理解し適切なサービスを提供するため、発達障害など障害理解等の研修に積極的に参

加します。

（２）「虐待防止セルフチェック」などを活用し、人権擁護や虐待防止に努めます。また、虐待防止のための

研修会の実施、職場外研修に参加します。

（３）「障害者虐待防止法」「障害者差別解消法」といった法の内容を職員へ周知教育を行います。

３．安心・安全なサービスへの取り組み

  （１）事故報告、ヒヤリハット報告を推進していきます。あげられた報告書については、改善策を検討し、

会議の場で報告し職員全体で共有・実施していきます。

（２）安全な環境を整えるために全ての事柄に対応していくことは限界もあるため、食事の見守り者や服薬

確認者を明確にするなど、メリハリのあるマニュアルを作成し、安全に活動できる環境を作っていき

ます。

  （３）虐待防止マニュアルの周知徹底を図り、利用者に安心して生活してもらえる事業所づくりに努めます。

（４）外部からの意見はもちろん、利用者の意見や要望を汲み取る支援をしていきます。寄せられた意見は、

真摯に受け止め、改善を図る方策を検討していきます。寄せられた意見は、職員間で共有し、施設全

体で改善を図っていきます。

４．非常災害時対策（防火・防災について）

  （１）避難訓練を定期的に実施します。その際に、想定される事象を出し合い、災害時への備えに活かしま

す。自然災害を想定した避難訓練もマニュアル作成し実施していきます。

 （２）防災設備の点検を定期的に行います。その使用方法について、職員間に周知していきます。

 （３）自然災害にかかる対策を含む「非常災害対策計画」を策定します 

５．社会・地域との連携、交流促進

  （１）積極的なボランティアの受け入れを行い、地域との交流を図るとともに、地域行事等に参加して相互

理解を深めていきます。

 （２）地域における公益的な取り組みとして、まにわささえ愛ネットのおこなう「ものバンク」等の活動に

積極的に参加します。

６．年間行事

    法人内の行事（地域ふれあい祭り、デイセンターまつり、など）、真庭市蒜山地域福祉運動会、慰労会、

岡山県障害者スポーツ大会、真庭市スポーツフェスティバル、花見、クリスマス会、もちつき、

その他開所日行事、ゴールデンウィーク・お盆・年末年始外出、など
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令和2年度 ワークスひるぜん 

就労継続支援Ａ型・Ｂ型・日中一時支援 

第１．取り巻く環境

平成２９年１０月にワークスくらよしがオープンしたことにより、ワークスひるぜんを構成する利用者

の年齢が高くなっている実態があります。そのような中、より安全に、元気に働き続けるための支援が必

要になっています。

就労継続支援Ａ型事業では、現在利用者が 5名と定員が埋まらない状況が続いています。また、現利用
者も長年製麺作業にかかわる方たちが多く、年を重ねる中で、作業のペースに変化がみられるようになっ

てきています。Ｂ型作業所の利用者の就労意欲を高める取り組みが求められています。

第２．運営方針

利用者の人権を尊重し、利用者一人ひとりの思いに寄り添いながら個々の特徴に合わせたサービスの提

供に努め、就労意欲の向上と作業参加の安定を図ります。

就労継続支援Ａ型事業所については、立地等により、利用者が減少してきていることに鑑み、年度中に

就労継続Ｂ型事業への移行を目指します。

就労継続支援Ｂ型事業所については日々の安定した作業提供と支援を重視し、毎日楽しく安心して作業

に取り組めるような環境作りを目指します。

   また、働くことで得た工賃でＱＯＬの向上が目指せるよう学習会等の取り組みを行います。

第３．重点課題

１．処遇に関する取り組み

（１）切れ目の無い作業提供を行う事で生活リズムを整え、安定した毎日を送れるよう心がけます。

（２）ケア会議を通して利用者を知り、その上でその人がより良く生きるために必要なことを考えていきま

す。また、検討された内容は職員間で共通理解し、支援の統一を図ります。

（３）障害についての理解を深め、人を支援することについて考える機会をもちます。

（４）地域や外部の方との交流など、できる取り組みを行っていきます。

  就労継続支援Ａ型事業

  （１）製麺班

活動場所 ：製麺作業棟（製麺屋三座工場）

    ・製麺作業を中心に取り組み、安定した賃金支給を保障します。

・品質管理や納期の遵守を徹底し、関係企業に信頼され、任される仕事を目指していきます。

・現利用者の意向に十分配慮しつつ、半期を目途に、就労継続B型事業への移行を目指します。

就労継続支援Ｂ型事業

  （１）室内班

    活動場所 ：本館室内班作業室

    ・ペットフードの袋詰め作業を中心に取り組みます。

    ・個々の話をしっかりと聞く時間をとり、悩みやつまづきの解決に取り組みます。その結果、安定した

利用と仕事への集中に繋げていきます。

  ・品質管理や納期の遵守を徹底し、関係企業に信頼され、任される仕事を目指していきます。
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 （２）弁当班

    活動場所 ：本館厨房

    ・主に法人内の給食・弁当の製造・提供に取り組みます。

    ・個々の利用者の話をしっかりと聞く時間をとり、悩みやつまづきの解決に取り組みます。その結果、

安定した利用と仕事への集中に繋げていきます。

    ・安全に配慮した環境整備、点検を行います。

    ・法人の食事提供方法の検討作業を行います。

  日中一時支援

    活動場所 ：本館日中一時作業エリア

    ・緊急的なケース受け入れ、レスパイト的な受け入れなど、臨機応変に対応できるよう、職員間で情報

共有を図りながら支援を進められるようにします。

２．支援技術の向上、人権擁護への取り組み

  （１）利用者の特性を理解し適切なサービスを提供するため、支援技術、発達障害など障害理解等の研修に

積極的に参加します。また、労働を含め専門職に必要な知識を得るための研修も取り入れていきます。

（２）「虐待防止セルフチェック」などを活用し、人権擁護や虐待防止に努めます。また、虐待防止のための

研修会の実施、職場外研修に参加します。

（３）「障害者虐待防止法」「障害者差別解消法」といった法の内容を職員へも周知教育を行います。

３．安心・安全なサービスへの取り組み

  （１）事故報告、ヒヤリハット報告を推進していきます。あげられた報告書については、改善策を検討し、

会議の場で報告し職員全体で共有・実施していきます。

（２）各業務マニュアルを整備し、統一した支援の実施を図っていきます。

  （３）虐待防止マニュアルの周知徹底を図り、利用者に安心して活動してもらえる事業所づくりに

努めます。

（４）外部からの意見はもちろん、利用者の意見や要望を汲み取る支援をしていきます。寄せられた意見は、

真摯に受け止め、改善を図る方策を検討していきます。寄せられた意見は、職員間で共有し、施設全

体で改善を図っていきます。

４．非常災害時対策（防火・防災について）

  （１）避難訓練を定期的に実施します。またその際に、想定される事象を出し合い、災害時への備えに活か

します。自然災害を想定した避難訓練もマニュアル作成し実施していきます。

  （２）防災設備の点検を定期的に行います。またその使用方法について、職員間に周知していきます。

 （３）自然災害にかかる対策を含む「非常災害対策計画」の周知を図ります。

５．社会・地域との連携、交流促進

  （１）積極的なボランティアの受け入れを行い、地域との交流を図るとともに、地域ふれあい祭りや、清掃

活動等地域に啓蒙・貢献できる活動も行っていきます。

  （２）地域における公益的な取り組みとして、まにわささえ愛ネットのおこなう「ものバンク」等の活動に

積極的に参加します。

６．年間行事

   地域ふれあい祭り、真庭市蒜山地区福祉運動会、岡山県障害者スポーツ大会、真庭市スポーツフェスティ

バル、季節に合わせた行事、その他開所日行事
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令和2年度 グループハウスひるぜん 

共同生活援助 

第１．取り巻く環境

昨年度から高齢者への環境整備に取り組んできましたが、今年は高齢者に特化した環境整備が行われま

す。（グループホームひまわりの改築）その整備とともに地域の中の高齢期を迎えた利用者が安心・安全な

生活が継続できるよう本人の気持ちを大切にしながら新しい環境への移行を進めます。

利用者支援に必要な障害理解だけではなく、生活支援に必要な様々な制度理解も必要になっている中で

は、職員も現状にとどまらず情報収集を行いながらスムーズに支援が組み立てられるよう、研修参加が必

要です。

    発達障害のある利用者の中には、精神面で不調となり日中活動参加が難しく引きこもりがちになる場合

もあり、傾聴・共感する支援が重要です。個々の性格や障害特性、生育暦など多面的に理解し特徴に合わ

せた支援を職員も模索しながらすすめていますが、研修を強化し専門性を確立することが課題です。

第２．運営方針

利用者が地域生活の中で楽しみを持ち、より豊かな生活を送ることができるよう、地域行事への参加や

事業所企画を計画しながら支援を組み立ててきました。個別で好きなことを考えたり組み立てたりするこ

とが難しい利用者が多い中、地域行事や企画に参加することが楽しみのある生活につながってきています。

今後も継続的に取り組みながら、楽しみが持てる生活ができるように支援を進めていきます。

    利用者の生活に欠かせない、各事業所との連携や医療機関、行政、専門機関など様々な機関との連携を

大切にしながら、利用者の生活が安全で安心した生活が送れるようにしていきます。

発達障害、精神障害など利用者の障害特性を理解しながら、安定した生活送れるようにしていきます。

第３．重点課題

１．処遇に関する取り組み

 （１）利用者個々は様々な課題や問題を抱えながら日々の生活を送っています。障害理解を深めながら、

その利用者一人ひとりに合った支援ができるようにしていきます。

 （２）利用者のニーズを知るためには、本人と直接話す場面と周囲の情報収集が大切だと考えます。日々

の訪問や世話人からの情報、時には他事業所から情報など様々な方向からの情報収集に努めます。

 （３）様々な余暇企画を提供し参加する中で、利用者が具体的にイメージを持ち参加・不参加を決めてい

ます。職員は利用者の経験が広がり楽しみに繋がるよう企画を組み立てます。

  （４）実施した支援についての記録を丁寧に残し、系統的な支援につなげていきます。

２．支援技術の向上、人権擁護への取り組み

 （１）利用者の特性を理解し適切なサービスを提供するために、発達障害など障害理解等の研修に積極的に

参加します。また、専門職に必要な知識を得るための研修も取り入れていきます。

（２）「虐待防止セルフチェック」などを活用し、人権擁護や虐待防止に努めます。また、虐待防止のための

研修会の実施、職場外研修に参加します。

（３）「障害者虐待防止法」「障害者差別解消法」といった法の内容を職員へも周知教育を行います。
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３．安心・安全なサービスへの取り組み

  （１）事故報告、ヒヤリハット報告を分析し、再発防止に取り組みます。また改善策など会議の場で情報を

提供し、職員・世話人が共有できるようにしていきます。

（２）各業務・各ホームのマニュアル整備を行い、日常生活に必要な支援の統一の実施を図っていきます。

  （３）虐待防止マニュアルの周知徹底を図り、利用者に安心して生活してもらえる事業所づくりに

努めます。

（４）外部からの意見はもちろん、利用者の意見や要望を汲み取る支援をしていきます。寄せられた意見は、

真摯に受け止め、改善を図る方策を検討していきます。寄せられた意見は、職員間で共有し、施設全

体で改善を図っていきます。

４．非常災害時対策（防火・防災について）

  （１）避難訓練を定期的に実施します。またその際に、想定される事象を出し合い、災害時への備えに活か

します。地震を想定した避難訓練もマニュアル作成し実施していきます。

  （２）防災設備の点検を定期的に行います。またその使用方法について、職員間に周知していきます。

  （３）災害時の事業継続計画作成に向けて、検討を進めます。

５．社会・地域との連携、交流促進

  （１）地域の社会資源の活用や地域行事へ積極的に参加し、地域との交流を図るようにしながら相互理解を

深めていきます。 

  （２）地域における公益的な取り組みとして、まにわささえ愛ネットのおこなう「ものバンク」等の活動に

積極的に参加します。

６．年間行事

   法人内の行事（地域ふれあい祭り、デイセンターまつり、など）、真庭市蒜山地区福祉運動会、利用者旅行、

岡山県障害者スポーツ大会、真庭市スポーツフェスティバル、花見、クリスマス会、もちつき、

その他開所日行事、ＧＷ・お盆・年末年始外出、など
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令和2年度 ワークスくらよし 

就労継続支援Ｂ型 

第１．取り巻く環境

    就労面では、必要な作業の確保を行い、それぞれの障害にあった形での作業提供をおこなってきました。

利用契約者は３０名前後で推移し、月額平均約 47,000 円の工賃を支給できています。

利用者の方の障害状況も多様化してきていますが、「働きたい」という思いを持ち来られる利用者の方の

ニーズを受け止め、個々に対応（支援）していくことが求められてきています。利用者の方たちが「働く」

ことを通じて、社会の一員として、精神的にも経済的にも自立を目指すことができるように、労働につい

て職員の専門性を高めていく必要もあります。

令和元年度は、新規利用者４名、退所者６名でしたが、退所者の内４名が一般就職されています。今後

も「外部（地域・関係機関・企業）へ向けた取組み」「繋がり」が必要となってきています。

    また、ワークスくらよしは、地域から通ってこられる利用者の方が多く、安定した通所のためには、家

庭生活の安定も重要となっています。利用者の方の地域生活を支える人たち（家族や関係機関）との情報

共有を積極的に行い、連携をとりながら就労の継続支援をしていくことが大切になっています。

第２．運営方針

十分な作業提供をおこなう中で、それぞれが働く力を身に付けることができるようにします。建物や設

備についても、地域の方、利用者、家族、関係機関、等が気軽に立ち寄れる場所にすることで、開かれた

事業所を目指します。

利用者の人権を尊重し、利用者一人ひとりの思いに寄り添いながら個々の特徴に合わせたサービスの提

供に努め、日中活動の質の向上を図ります。心身の健康に配慮し安定して通所できる支援を行います。

    また、市町村や相談支援事業所・保健・医療機関等との連携を図り、利用者の日中生活が充実するよう、

個々に合った支援が出来るように努めます。長期欠席者には本人の思いを傾聴し、家族や他機関と連携し

た支援を行います。

第３．重点課題

１．処遇に関する取り組み

（１）働く場所として、充分な作業量確保と、個々に合わせた作業支援を行い、工賃のさらなる向上を目指

します。また、働くことを通して「達成感」「やりがい」を感じ、そこから「目標」「夢」を持てるよ

うに支援していきます。

（２）利用者の方の状況把握やケア会議を通じて個々に合った支援が出来るように、職員間で共通理解し支

援の統一を図ります。そして、全ての利用者が安定して通所できることを目指します。その為に、専

門相談員を配置し、利用者の方々が気軽に相談できるようにします。

（３）自力での通所が困難な方の為に、送迎をおこないます。

（４）家族・利用者、また、外部（地域・関係機関・企業）等との繋がりを作っていく為に、「見学会」「体

験会」「相談会」等を企画し、事業所を活用してもらえるような機会を設けます。

（５）作業だけではなく、作業ルール等の学習会や楽しい交流会などを企画します。
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  就労事業

（１） 包装班

就労場所：ワークスくらよし内

    目  的：包装・梱包・製造作業をおこないます。細分化した工程があることにより、様々な障害の

ある方へ作業提供をおこなうことができます。訓練の場として個々に合った支援をおこない、

少しずつでも働く力を伸ばしていけるよう支援します。

  （２）施設外就労班

    就労場所：有限会社ドアーズ

    目  的：一般企業で働くことにより、働くことへの意識向上と作業スキル向上に繋げ、

個々の目標へ近づけるように、話し合いの場を設定し支援します。

２．支援技術の向上、人権擁護への取り組み

  （１）利用者の特性を理解し適切なサービスを提供するため、介護技術、てんかん、発達障害など障害理解

等の研修に積極的に参加します。また、専門職に必要な知識を得るための研修も取り入れていきます。

（２）「虐待防止セルフチェック」などを活用し、人権擁護や虐待防止に努めます。また、虐待防止のための

研修会の実施、職場外研修に参加します。

（３）「障害者虐待防止法」「障害者差別解消法」といった法の内容を職員へも周知教育を行います。

３．安心・安全なサービスへの取り組み

  （１）事故報告、ヒヤリハット報告を推進していきます。あげられた報告書については、改善策を検討し、

会議の場で報告し職員全体で共有・実施していきます。

  （２）虐待防止マニュアルの周知徹底を図り、利用者に安心して利用してもらえる事業所づくりに

努めます。

（３）外部からの意見はもちろん、利用者の意見や要望を汲み取る支援をしていきます。寄せられた意見は、

真摯に受け止め、改善を図る方策を検討していきます。寄せられた意見は、職員間で共有し、施設全

体で改善を図っていきます。

４．非常災害時対策（防火・防災について）

 （１）避難訓練を定期的に実施します。またその際に、想定される事象を出し合い、災害時への備えに活か

します。自然災害を想定した避難訓練もマニュアル作成し実施していきます。

（２）防災設備の点検を定期的に行います。またその使用方法について、職員間に周知していきます。

 （３）自然災害にかかる対策を含む「非常災害対策計画」を策定します

５．社会・地域との連携、交流促進

  （１）積極的なボランティアの受け入れを行い、地域との交流を図るとともに、地域行事等に参加して相互

理解を深めていきます。

  （２）地域における公益的な取り組みとして、まにわささえ愛ネットのおこなう「ものバンク」等の活動に

積極的に参加します。

６．年間行事

    法人内の行事（地域ふれあい祭り、など）、真庭市蒜山地区域福祉運動会、障害者スポーツ大会、

暑気払い、忘年会、年度末反省会、その他開所日行事、など
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令和2年度 デイセンターまにわ 

生活介護・日中一時支援  

第１．取り巻く環境

    現在は中･重度障害をもつ人たちが多く利用されています。発達障害を併せ持つ人も増えました。生活介

護事業所ですが、作業を活動の柱としています。しかし、利用者が作業に取り組む上での課題や支援は個々

に大きく異なります。一人ひとりの抱える課題を解決するための必要な手立てを考える力量が、支援者に

は求められています。現状はまだまだ利用者の状況の後追い支援になってしまっているため、支援者が見

通しを持てず右往左往してしまっています。そのため、職員が障害についての理解を深めること、支援力

量を高めることが引き続き必要です。

    また、多くの利用者は家族と在宅生活を送られています。利用者と共に家族も年齢を重ねて、今までの

生活を継続していくことが困難になっている家庭も出てきています。そのような状況の中、私たちは家族

が家庭で踏ん張れるように、日中をどのように支えていけばよいかを考えていく必要があります。家族だ

けが無理をすることがないよう、同じ支援者として他機関とも連携して相談しあえる関係作りに取り組ん

でいくことが求められています。

第２．運営方針

生活介護事業所として、作業を活動の柱とし、利用者の日々の生活がメリハリのあるものになるよう支

援していきます。利用者自身が何らかの役割を担うこととその役割を果たすことの達成感、皆で仕事をや

り遂げた後の充実感、といった労働リハビリテーションの充実を目指します。そして、作業中心の日課の

中にも、ホッと一息つけるような行事や、気持ちを切り替えたり、経験を増やすことにつながるような活

動も取り入れていき、メリハリのついた生活が送れるよう日中を支援します。

    また、地域に必要とされているニーズ（主には、就労で給料を稼ぎたいという思い）を汲み上げ実現さ

せるためにも、今年度１０月を目途に就労継続 A 型支援事業を立ち上げる検討・準備を進めていきます。

    対象利用者は、自宅から通所している人がほとんどであるため、家族や地域の方、機関と連携を図って

いきます。

第３．重点課題

１．処遇に関する取り組み

生活介護事業

   活動場所 ：本館作業室、別館作業棟

（１）作業を活動の軸に据えて、日々の生活が張りのあるものになるよう労働リハビリテーションの充実に

向けて取り組みます。

  ア．利用者が作業に取り組みやすいような環境整備、作業工程の見直し、補助具の検討を進めます。

  イ．作業の流れを整理し、どのように商品が出来上がっていき、どれだけの作業量ができたのか、自分

がどの部分にかかわっているのかを把握しやすくします。それにより、達成感ややりがいを感じら

れるようにしていきます。

  ウ．給料支給後の取り組みの実施（外食、買い物、レジャーなど）により、頑張ったことが自分に楽し

いこととして返ってくる経験ができるようにします。

（２）余暇活動や創作活動を、定期的に行いいろいろな経験につながるようにしていきます。

  ア．日課に、余暇的な活動を組み込み、実施していきます。

（３）職員専門性の向上、スキルアップを目指します。

  ア．障害理解についての研修など外部研修に参加し、得た知識を事業所内で研修報告することで、皆に

も伝えていきます。

  イ．利用者個別支援について、スーパービジョンを受ける機会を設け、利用者を見る視点や考え方を職

員間で共有できるようにしていきます。
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  ウ．日々の小さな事柄から、お互いに声を出し合い話し合うことを基本にします。

（４）ご家族や他機関と連携をとりながら、ニーズや要望にできる限り応えられるように支援します。

  ア．連絡帳などを活用して、家族との連携を図ります。事業所からの一方的な要望とならないよう、相

互理解と情報共有が図れるように書き方に配慮していきます。

（５）地域との交流を進めます。

日中一時事業

    活動場所 ：本館静養室

     緊急的なケース受け入れ、レスパイト的な受け入れなど、臨機応変に対応できるよう、職員間で情報

共有を図りながら支援を進められるようにします。

２．支援技術の向上、人権擁護への取り組み

  （１）利用者の特性を理解し適切なサービスを提供するために発達障害など障害理解等の研修に積極的に参

加します。また、専門職に必要な知識を得るための研修も取り入れていきます（強度行動障害支援従

事者研修、看護師の研修、他）。

（２）「虐待防止セルフチェック」などを活用し、人権擁護や虐待防止に努めます。また、虐待防止のための

研修会の実施、職場外研修に参加します。

（３）「障害者虐待防止法」「障害者差別解消法」といった法の内容について、職員へ周知教育を行います。

３．安心・安全なサービスへの取り組み

  （１）事故報告、ヒヤリハット報告を推進していきます。あげられた報告書については、改善策を検討し、

会議の場で報告し職員全体で共有・実施していきます。

（２）各業務マニュアルを整備し、食事介助、服薬介助など、統一した支援の実施を図っていきます。

  （３）虐待防止マニュアルの周知徹底を図り、利用者に安心して生活してもらえる事業所づくりに

努めます。

（４）外部からの意見はもちろん、利用者の意見や要望を汲み取る支援をしていきます。寄せられた意見は、

真摯に受け止め、改善を図る方策を検討していきます。寄せられた意見は、職員間で共有し、施設全

体で改善を図っていきます。

４．非常災害時対策（防火・防災について）

 （１）避難訓練を定期的に実施します。またその際に、想定される事象を出し合い、災害時への備えに活か

します。地震を想定した避難訓練もマニュアル作成し実施していきます。

 （２）防災設備の点検を定期的に行います。またその使用方法について、職員間に周知していきます。

 （３）災害時の事業継続計画作成に向けて、検討を進めます。

５．社会・地域との連携、交流促進

 （１）ボランティアの受け入れを行い、地域との交流を図るとともに、地域行事等に参加して相互理解を深

めていきます。

 （２）地域における公益的な取り組みとして、まにわささえ愛ネットのおこなう「ものバンク」等の活動に

積極的に参加します。

６．年間行事

    法人内の行事（地域ふれあい祭り、デイセンターまつり、など）、真庭市蒜山地区福祉運動会、利用者日

帰り旅行、岡山県障害者スポーツ大会、真庭市スポーツフェスティバル、クリスマス会、その他開所日行

事、など
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令和2年度 グループハウスおちあい 

共同生活援助 

第１．取り巻く環境

    グループハウスおちあいでは、自立度の高い方、多くの支援を必要とする方など利用者一人ひとりの状

況は大きく異なります。生きてきた環境や生活スタイルも異なります。そのため、他者と折り合いをつけ

ながら暮らす力を、各々身に付けることが必要となってきます。そして支援者には、それを補佐したり助

言したりする力が求められています。それぞれの人の思いや背景を踏まえた上で、社会常識や集団生活上

のルールとすり合わせをし、お互いが納得いく形をつくる力が必要です。そのためには“人間観”を養う

ことが大切と考えています。

第２．運営方針

昨年度に引き続き、利用者一人ひとりが「自分の生活を自分で考え行動する」ことを念頭に支援します。

利用者個々が自分の今とこれからを具体的にイメージできるような働きかけを検討していきます。また健

康問題など個々の課題から、みんなで共有できるものを題材に参加型の学習会を計画・実施できるように

するなど、気付きや学びの場の設定をしていきます。

第３．重点課題

１．処遇に関する取り組み

（１）利用者個々のこの先の展望を具体化し、それに向かっていくためのステップを明確にします。

    ア．利用者と折に触れて、今後の生活について考えるきっかけとなるような話題提供をしていきます。

      そのために、定期的に学習会を企画・実施していきます。

    イ．自身の望む生活ができるようにするために必要なこととその解決の手立てを利用者と一緒に考え、

実施できるように支援します。定期的に振り返りも行いながら、利用者が自分自身を客観的にとら

え、課題を認識できるよう支援します。

    ウ．自分たちで主体的に生活できるように支援します。定期的に入居者皆での話し合いの場を設定し、

困りごとを放置せず、グループホームのことは皆で話し合って解決する経験を積み重ねられるよう

に働きかけていきます。

  （２）利用者にとって住みやすい住居となるよう、環境整備を日々行っていきます。

    ア．こまめな修繕などのメンテナンスを行い、安全で快適な生活が送れるようにします。

  （３）障害についての理解を深め、人を支援することについて考える機会をもちます。

  （４）保護者や就労先、日中活動場所など様々な機関と連携をとりながら、利用者支援を行います。

２．支援技術の向上、人権擁護への取り組み

  （１）利用者の特性を理解し適切なサービスを提供するため、介護技術・てんかん、発達障害など障害理解

等の研修に積極的に参加します。また、専門職に必要な知識を得るための研修も取り入れていきます

（栄養士、看護師、他）。

（２）「虐待防止セルフチェック」などを活用し、人権擁護や虐待防止に努めます。また、虐待防止のための

研修会の実施、職場外研修に参加します。

（３）「障害者虐待防止法」「障害者差別解消法」といった法の内容を職員へも周知教育を行います。
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３．安心・安全なサービスへの取り組み

 （１）事故報告、ヒヤリハット報告を推進していきます。あげられた報告書については、改善策を検討し、

会議の場で報告し職員全体で共有・実施していきます。

（２）各業務マニュアルを整備し、食事介助、服薬介助など、統一した支援の実施を図っていきます。

  （３）虐待防止マニュアルの周知徹底を図り、利用者に安心して生活してもらえる事業所づくりに

努めます。

（４）外部からの意見はもちろん、利用者の意見や要望を真摯に受け止め、改善を図る方策を検討していき

ます。また寄せられた意見は、職員間で共有し、事業所全体で改善を図っていきます。

４．非常災害時対策（防火・防災について）

  （１）避難訓練を定期的に実施します。またその際に、想定される事象を出し合い、災害時への備えに活か

します。地震を想定した避難訓練もマニュアル作成し実施していきます。

  （２）防災設備の点検を定期的に行います。またその使用方法について、職員間に周知していきます。

  （３）災害時の事業継続計画作成に向けて、検討を進めます。

５．社会・地域との連携、交流促進

  （１）デイセンターまにわやワークプレイスまにわと協力しながら地域との交流を図るとともに、地域行事

等に参加して相互理解を深めていきます。

  （２）地域における公益的な取り組みとして、まにわささえ愛ネットのおこなう「ものバンク」等の活動に

積極的に参加します。

６．年間行事

   法人内の行事（地域ふれあい祭り、デイセンターまつり、など）、真庭市蒜山地区福祉運動会、

岡山県障害者スポーツ大会、真庭市スポーツフェスティバル、その他開所日行事、など
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令和２年度 ワークプレイスまにわ 

就労継続支援Ｂ型

第１．取り巻く環境

現在、障害のある方も自らの望む地域生活を営む事ができるよう、就労に対する支援の重要性が高く謳

われるようになってきています。障害を持っていても当たり前の暮らしを営むことができるよう、社会と

つながり、経済的にも自立していくための支援が事業所に求められています。そのような背景のなか、近

年は精神障害や発達障害を持つ方の利用が増加してきており、障害についての専門的な知識を深め、特性

に合った支援方法を取り組む必要があります。

また、自身の状況をうまく伝えることに困難さを持つ方たちが増えている中、利用者とともに生活をし

ている家族や地域の関係機関との情報共有や連携の重要性も高まっています。

第２．運営方針

   働くことを通じて、みんなと仕事をやり遂げる達成感や地域との繋がりを感じ、やりがいをもてるよう

な支援を行っていきます。

 職員は、自立した社会生活を営めるような支援を目指すと共に、健康維持・健康増進のための支援を行 

います。また、専門的知識の向上に努めていきます。 

第３．重点課題

 １．処遇に関する取り組み

（１）働くことを通じて、達成感や社会とのつながり、やりがいを感じられるよう支援の充実を図ります。

（２）利用者の工賃向上を図るため、売り上げを伸ばしていきます。

（３）職員間の連携を密に取れるような風通しの良い職場づくりを行い、支援の統一を図ります。

（４）専門的知識の向上の為に、勉強会を開催します。

（５）利用者や保護者、地域の様々な機関とも連携をとりながら、ニーズや要望に出来る限り応えられるよ

うに利用者支援を行います。

就労事業

  （１）本体事業所班

    目的：箱折り・圧着・包装等の軽作業を中心に作業を行います。

       個々の利用者の様々な悩み等によりそいながら安定通所へ繋げていきます。

       訓練の場として個々に合った支援を行います。

  （２）施設外就労班

    就労場所：有限会社ドアーズ真庭工場

目的：企業で働くことにより、一般就労への意欲を高めて『働く』を支援します。

一人ひとりが役割を 持って作業に取り組むことで、「必要とされている」と感じ、安定して通所

できるよう支援を行います。

２．支援技術の向上、人権擁護への取り組み

  （１）利用者の特性を理解し適切なサービスを提供するため、介護技術・てんかん、発達障害など障害理解

等の研修に積極的に参加します。また、専門職に必要な知識を得るための研修も取り入れていきます。

（２）「虐待防止セルフチェック」などを活用し、人権擁護や虐待防止に努めます。また、虐待防止のための

研修会の実施、職場外研修に参加します。

（３）「障害者虐待防止法」「障害者差別解消法」といった法の内容を職員へも周知教育を行います。
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３．安心・安全なサービスへの取り組み

  （１）事故報告、ヒヤリハット報告を推進していきます。あげられた報告書については、改善策を検討し、

会議の場で報告し職員全体で共有・実施していきます。

（２）各業務マニュアルを整備し、統一した支援の実施を図っていきます。

  （３）虐待防止マニュアルの周知徹底を図り、利用者に安心して生活してもらえる事業所づくりに

努めます。

（４）外部からの意見はもちろん、利用者の意見や要望を汲み取る支援をしていきます。寄せられた意見は、

真摯に受け止め、改善を図る方策を検討していきます。寄せられた意見は、職員間で共有し、施設全

体で改善を図っていきます。

４．非常災害時対策（防火・防災について）

  （１）避難訓練を定期的に実施します。またその際に、想定される事象を出し合い、災害時への備えに活か

します。自然災害を想定した避難訓練もマニュアル作成し実施していきます。

（２）防災設備の点検を定期的に行います。またその使用方法について、職員間に周知していきます。

（３）自然災害にかかる対策を含む「非常災害対策計画」を策定します 

５．社会・地域との連携、交流促進

 （１）積極的なボランティアの受け入れを行い、地域との交流を図るとともに、地域行事等に参加して相互

理解を深めていきます。

  （２）地域における公益的な取り組みとして、まにわささえ愛ネットのおこなう「ものバンク」等の活動に

積極的に参加します

６．年間行事

    デイセンターまつり、真庭市蒜山地区福祉運動会、岡山県障害者スポーツ大会、真庭市スポーツフェス

ティバル、その他開所日行事など
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令和2年度 真庭地域生活支援センター 

一般相談支援・特定相談支援・障害児相談支援 

第１．取り巻く環境

    平成２７年度より、計画相談がスタートし、定着がすすんできている中で、利用件数も増え、より高い

実務性が問われるようになってきています。とりわけ、計画相談支援については、以下の特徴があります。

・セルフプランからの移行者の増加

・平成 30 年度の報酬改定により、モニタリング頻度の増加、相談支援専門員一人当たりのケース数への
制限（月平均最大 35ケース）、精神障害、医療ケア、行動障害等の専門的支援を要する利用者への加算
制度の創設といった、より個別的で専門的な支援が求められるようになっています。

・地域の特徴として以下のことが挙げられます。

・児童の障害福祉サービス利用の希望者の増加

・地域移行希望者の増加

      特に、精神科病院入院者の退院に伴う、在宅生活の支援の相談が増加しています。

・はざまのケースの増加

ひきこもりや、生活困窮で一家支援の必要なケースについて、周辺機関より相談が入る件数が増加

しています。根底に発達障害や精神疾患といったものが隠れているケースも多いのですが、当事者

に困難性の認識がされておらず介入そのものが難しいものも増えています。

・計画相談の受け手不足  

現在、真庭地域で計画相談支援を実施している事業所は 2か所で、作成にあたる相談支援専門員の数は
４名（うち３名が当該事業所）であり圧倒的な不足状態です。

・自立支援協議会の課題

上記の地域の実情を受けて、行政を交えての課題整理が必要になってきています。

第２．運営方針

１．真庭市から受託する真庭市障害者等相談支援事業を行います。

 ２．指定を受けている一般相談支援事業（地域移行支援）を行います。

 ３．指定を受けている特定相談支援事業、障害児相談支援事業を行います。

 ４．福祉サービスの紹介や利用に関する助言や調整に努めます。

 ５．福祉事業所や専門機関との連携を図ります。

 ６．地域の声を聴き福祉サービスの拡充につながるよう、関係機関へ働きかけます。

 ７．真庭地域自立支援協議会に協力します

第３．重点課題

１．処遇方針

（１）真庭市から真庭市障害者相談支援事業を受託し基本相談を行います。

ア．真庭市障害者等相談支援事業実施内容に沿って業務を行います。

イ．相談者からの要望を真庭市へ伝えます。

（２）指定を受けている一般相談支援事業（地域移行）を行います。

ア．精神科病院からの移行支援を医療機関や行政機関と連携して行います。

イ．行政機関より退院予定者の地域生活について協力要請がある場合には、利用者の意思確認をした上

で協力します。

（３）指定を受けている特定相談支援事業、障害児相談支援事業を行います。

ア．福祉サービスの利用を希望される方にとって不利益が生じないよう、サービス等利用計画の作成を

行います。

イ．アセスメントを丁寧に行い、一人ひとりのニーズを正確に把握しながら、必要な福祉サービスの利
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用へ繋げます。

ウ．定期的なモニタリングを行い、福祉サービスが本人の意向に沿って提供されているか確認します。

また、利用者にとっても振り返って考えられる機会にできるようにします。自宅でのモニタリング

だけでなく、事業所へ出向いてモニタリングも行っていきます。

エ．児童の場合は保護者からの意向の聞き取りを行います。必要に応じて教育機関等にも出向き、情報

収集を行います。

オ．事業所や当事者と関わる機関と連携し役割分担をしながら安定したサービス利用に繋がるように

します。

（４）福祉サービスの紹介や利用に関する助言や調整に努めます。

ア．利用者が希望するサービスを可能な限り紹介し、必要に応じて見学同行も行います。

イ．支援センターだけでは対応できない場合には、他相談支援事業所と連携し対応できるようにします。

ウ．他事業所の情報収集に努め、新しい情報を利用者に提供できるようにします。

（５）福祉事業所や専門機関との連携を図ります。

ア．定期的に、また必要に応じてケア会議を行い様々な視点から意見をもらえるようにします。

イ．支援センターだけでは対応しきれないケースについては、医療保健分野や行政機関に協力要請をし

ます。

ウ．日頃から他機関と連携し、困ったときには助言やアドバイスをいただけるようにします。

（６）地域の声を聞き福祉サービスの拡充に繋がるよう、関係機関へ働きかけます。

ア．相談を受ける中で出てくるニーズをしっかり聞き取れるようにします。

イ．利用者からの要望を自立支援協議会等活用しながら、関係機関へ伝えられるようにします。

（７）真庭地域自立支援協議会に協力します。

ア．構成員の協力を得ながら課題整理をおこないます。

イ．地域のネットワークを構築していけるよう、様々な機関と連携していきます。

ウ．定期的に、また必要に応じてケア会議を行い様々な視点から意見をもらえるようにします。

エ．岡山県自立支援協議会事務局連絡会に参加し、県内の自立支援協議会の活動状況を定期的に把握し

ていきます。必要に応じて事務局同士のネットワークを介し、真庭地域の課題となる事象に対して

助言をいただけるようにします。

２．職員研修計画

（１）人権擁護・虐待防止のための研修を行います。

（２）相談支援従事者初任者研修、相談支援従事者現任研修の受講を行います。

（３）外部で開催される専門職に必要な知識を得るための研修に参加します。

（４）定期的に事業所の会議を開催し、各担当ケースについて情報共有を行い、よりよい支援が行えるよう

にします。

  ３．安心・安全なサービスへの取り組み

（１）利用者や家族からの意見や要望を日々聞き、寄せられた意見を真摯に聞き対応します。

（２）他機関からの苦情やクレームに対して対応します。

（３）事故報告、ヒヤリハット報告を推進していきます。あげられた報告書については、改善策を検討し、

会議の場で報告し職員全体で共有・実施していきます。
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令和2年度 川上児童クラブ 

放課後児童健全育成事業 

第１．取り巻く環境

利用児童は低学年が中心となっており、高学年になると登録はしていても実際に利用する人は減少して

います。今までは高学年が低学年児童の世話をしていく中で、成長が見えてきていましたが、その状況が

減り、集団における成長が少なくなっていると感じます。低学年が多いことで、学童での生活リズムを作

ることに時間がかかり、指導員の支援を多く必要とする傾向にあります。学童を開所する時間は夕方のた

め、子育て期を終えた方等の条件でなければ勤務することは難しく、人材を確保することが難しい状況で

す。現在はパート職員で支えられていることもあり、指導員が一堂に会して会議を持つことができず、今

後の方針、事業の進め方などを十分に論議することができないことも課題です。

このような状況から、支援の質が個々の指導員の経験値にゆだねられてしまうということが多くなって

います。指導員の役割を明確にしながら、経験の浅い職員にも目的や支援方法をきちんと引継ぎし、一定

の支援力が保てるようにしていきます。待機者もおられる状況であり、ニーズは高まっています。

第２．運営方針

家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、児童の自主性、

社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、児童の健全な育成を図ります。また、児童

の人権を十分配慮するとともに、一人ひとりの人格を尊重して、事業の運営を行っていきます。 

    地域の方に必要とされる学童を目指し、指導員の確保を行い支援力を高めます。

学童は、「家庭に代わる生活の場」として、多くは保護者が仕事をしている家庭に必要とされている事業

です。日頃から保護者との信頼関係を作り、声を聴き逃さない姿勢を大切にして、安全で安心感のある児

童の生活の場をつくっていきます。

第３．重点課題

１．処遇に関する取り組み

真庭市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例に定められた基準に沿って運

営規程のもとに、利用者２５人の受け入れのための保育内容を充実させます。

（１）開設日・保育時間について

ア．運営規程に定められたとおりに事業運営を行います。

    イ．重大な災害や感染症が発生した時は原則として休業します。

（２）指導員の職務について

ア．児童に適切な遊びや生活の場を提供し、健全な育成を図るため、業務を行います。

    イ．個人情報については管理を徹底します。

  （３）保育内容について

保育内容は指導員が保護者の協力を得ながら、地域や児童の実態を踏まえて創意ある実践ができるよ

うにします。

  （４）利用者の負担軽減について

     長期休暇利用時における安価な昼食の提供など、保護者の負担軽減に努めます。
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２．支援技術の向上、人権擁護への取り組み

  （１）指導員の資質向上を図るため、積極的に研修会に参加するよう働きかけます。また、保護者会には、

学童保育運動の経過や社会的役割についての研修参加を働きかけます。

（２）「虐待防止セルフチェック」などを活用し、人権擁護や虐待防止に努めます。また、虐待防止のための

内部研修に参加します。

３．安心・安全なサービスへの取り組み

（１）保護者や外部等から寄せられた意見は、真摯に受け止め、改善を図る方策を検討していきます。寄せ

られた意見は、指導員間で共有し、事業所全体で改善を図っていきます。

（２）起きやすい事故のリストやハザードマップを作成し、事故が起きないよう日々職員間で注意を呼び掛

けます。もしも事故が起きた場合はマニュアルに沿って行動します。

４．非常災害時対策（防火・防災について）

  （１）緊急時対応マニュアルに沿って、防災・防犯対策を実施します。地震を想定した避難訓練もマニュア

ル作成し実施していきます。

  （２）防災設備の点検を定期的に行います。またその使用方法について、指導員に周知していきます。

５．社会・地域との連携、交流促進

  （１）積極的なボランティアの受け入れを行い、地域との交流を図るとともに、地域行事等に参加して相互

理解を深めていきます。

 （２）地域における公益的な取り組みとして、まにわささえ愛ネットのおこなう「ものバンク」等の活動に

積極的に参加します。
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令和2年度 福祉有償運送 

公益事業 

第１．取り巻く環境

公共機関を利用することが難しい方に対して、移送サービスは必要不可欠なものです。そのため、要望

に応じてすぐに対応できる体制を整えることが必要となっています。

第２．運営方針

利用者のニーズに迅速に対応し、安全・安心な運送を徹底します。

第３．運営取り組み

１．利用登録者の事前申込に対し、福祉事業担当職員の協力を得ながら確実に対応できるようにします。

（１）運行日、運行時間について

    ア．運行日

      年間の運休期間はありません。

      運行時間は、午前５時から午後１０時です。

    イ．利用目的について

      通院、通所、買い物、理美容、行事参加、行楽、帰省等に利用できます。

（２）利用対象者は、真庭市に居住、あるいは真庭市内の福祉サービスを利用する以下の要件を満たす登録

者が利用できます。

ア．介護保険による要支援者、要介護者

イ．身体障害者所持者

ウ．その他肢体不自由、内部障害（人工血液透析を受けている場合を含む）、精神障害、知的障害者等に

より単独での行動での移動が困難な者であって、単独では公共交通機関を利用する事が困難な者

 ２．有資格者を適正に配置し、安定した運行を行います。
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令和2年度 法人本部 

理事長室 

第１．取り巻く環境

    昨今、現利用者の状況変化・高齢化が深刻化してきており、グループホームの改築が進められています。

さらに地域からの利用者ニーズも増えており、法人としては、次の展開も考えていく時期にきていると感

じています。今後、今まで以上の試行錯誤をおこない進めていく必要があります。

    近年、食事提供加算の見直しが進む中で、法人でも検討課題となり、そのため給食委員会を立ち上げ、

課題を進めていく必要があります。また、ニーズを受け止めるためにも、法人・各事業所の取組みを知っ

て頂けるように情報提供をおこなっていく必要があります。

第２．運営方針

各事業所の状況・運営を把握し、理念にある「利用者のしあわせづくり」に進んでいけるような組織作

りをおこない、法人の今後を見据えた事業展開、事業内容等の企画を提案していきます。

法人に必要な広報活動を活発化させ、内・外部への必要な発信をおこないます。

第３．重点課題

１．具体的な取り組み

（１）法人全体の各事業の計画的な進行管理を行い、事業内容の企画を提案していきます。

（２）事業運営上の課題・現状・提案を各事業所より収集するため、管理会議（課長級以上の管理職で構成）

の運営をおこない、経営委員会、理事長、理事会への報告、提案等をおこないます。また、判断等求

めていきます。

（３）法人の渉外窓口として、対外的な各種調整、交渉等を受け持ちます。

（４）法人広報活動として、広報誌「慶光会だより」を年３回発行・配布します。合わせて、法人ホームペ

ージ、他媒体を活用し、情報発信を行います。

（５）法人内事業所における今後の食事提供、給食授産事業のあり方について、委員会を組織して検討を進

めます。本年度中に方向性を取りまとめ提案を行います。
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令和2年度 法人事務局 

総務部・人事部 

第１．取り巻く環境

    社会福祉法改正により、法人には「経営組織のガバナンス強化」「事業運営の透明性の向上」「財務規律

の強化」「地域における公益的な取組を実施する責務」が求められています。また、社会構造の変化等によ

り職員確保の困難性は増してきており、人材育成と合わせ経営上の大きな問題として浮かび上がっていま

す。

    事務所の移転、体制強化と合わせて、組織を総務・経理・法人経営実務を受け持つ「総務部」、人事管理・

採用・人材育成業務を受け持つ「人事部」に分け、それぞれの課題に取り組んでいきます。

第２．運営方針

法人経営の柱として、コンプライアンスの徹底、各事業所の運営の適正化、人材確保、育成等に取り組

んでいきます。法人組織が大きくなる中、より法人事務局の役割が重要になることから、それに対応でき

る体制を整備するために、令和２年度から「総務部」「人事部」を組織し、法人事務局事務所をワークスく

らよし内に移転します。

第３．重点課題

１．具体的な取り組み

総務部

 責任と権限の所在を明確化し、諸規程の見直しと徹底、ホウレンソウの徹底を図るなど、業務の有用性・

効率性の向上、リスクの軽減に取り組みます。

（１）「総務課」「経理課」「福祉有償運送」を設け、日々の事務実務を行います。

（２）全事業所の経理、総務を集約し実務の合理化、法令順守に努めます。

（３）経理規程に則り経理実務を進めます。

（４）予算執行管理を強化し、健全な経営ができるように助言等をしていきます。合わせて、収支状況等の

経営上の課題や事業運営上の課題について、現状だけでなく、起こりうるリスクを含めた具体的な情

報を外部や法人内の各事業所から収集し分析していきます。

（５）ホームページ等の媒体を活用しディスクロージャーに努め、経営の透明化を図ります。

（６）法人経営にかかわる各種実務を遂行していきます。

（７）情勢等の情報収集に努め、その内容を分析し、経営活動に生かしていきます。

  人事部

やりがいを持って働ける、働きやすい労働環境を整備します。

（１）法人全体の人事情報を集約・管理し、職員の福利厚生の充実と働きやすい組織づくりを進めます。

（２）各事業所の現状を踏まえ、今後の人事構想についての検討を行い、理事会等に提案していきます。

 （３）入職２～５年目の職員を対象に、目標管理を行いながら業務を遂行できる環境を整えます。

  （４）来年度の新任職員研修の充実のため、新任職員研修プログラムの見直し・修正を行います。

  （５）中途採用者も、法人を理解し、福祉従事者・支援員の基礎が学べるよう、中途採用職員を対象に基礎

研修を実施します。

  （６）各種媒体を活用し、学生のニーズを把握しながら、採用活動方法の見直し・検討を行います。

２．専門分野の向上の取り組み

 （１）経理、人材育成や法人経営等の研修に積極的に参加し、必要な知識を得るようにします。 
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令和2年度 実践検討部会 

第１．取り巻く環境

    現在、国際的にも国内的にも「障害者の権利」を保障していくための諸制度の改革等が進められ、その

支援についても大きな転換期を迎えています。また、「障害」そのもののとらえ方の変化に合わせて、支援

を必要とする対象者の変容やニーズそのものも変化してきています。

   そのような中、「自立」等の概念も極めて多様化してきており、それらが、本来チーム労働であるべき直接

処遇現場での困難さを生み出している状況があります。

    人間は、障害があってもなくても、同世代の同じ人として分け隔てなく扱われなければなりません。し

かし上記のような状況も相まって現場などでも往々にして利用者の思いや願いをわきに置いた支援を押し

付けていることに気が付かないことがあります。

    このような問題を改善していくためにも、実践現場での困りごとやいきづまっていること・わからない

ことをだしあい、科学的に検証し、解決に向けての道筋を展望していける活動が求められています。

第２．運営方針 

    利用者の尊厳を守り、権利を保障しうる福祉実践の構築のため、援助実践の視点をより深く集団的に学

び、福祉実践力の向上を図ります。

第３．重点課題 

１．各事業所における福祉実践の状況をリアルに把握する場とします。

２．「共に考える」「批判でなく学びあう」「現場を尊重し発見しあう」「個人の尊厳を守る」「主体形成を重視す

る」という点を大事にしながら、ケースカンファレンスを実施します。

３．「１．」「２．」を通じて部会構成員が、自分自身の援助方法、自分の事業所の援助方針（チーム実践）を振り

返り、点検することで援助の質・専門性を高めます。
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令和2年度 就労企画部会 

第１．取り巻く環境

    令和元年度は、品質管理を重点課題として取り組み、統一・徹底を図ったため、大きなクレームもなく

作業をする事が出来ました。引き続き品質管理をおこなうため、職員間で共有していく事が必要となって

きています。

    令和２年度には、A型をワークスひるぜんからデイセンターまにわへの移行させることついて、検討が
必要と考えます。

第２．運営方針

法人内の各就労系事業所の就労目標が達成できるように進捗管理をおこない、目標に向けて進めていき

ます。また、必要な場合には検討をおこない改善していきます。

   又、仕事を通じて「人の成長」も課題と捉え取り組んでいきます。

第３．重点課題

１．処遇に関する取り組み

（１）各就労系事業所の収支の把握をおこない、必要な場合には改善をおこなっていきます。

（２）品質管理を徹底するために、日報・チェックシート等を確実に実施できるように職員へ共有していき

ます。

（３）売り上げを確保していく為、必要な営業等をおこなっていきます。

（４）必要な施設整備をおこないます。
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令和2年度 総務部会 

第１．取り巻く環境

    社会福祉法人には「経営組織のガバナンス強化」「財務規律の強化」が求められています。部会の役割と

して取り組む必要があります。

第２．運営方針 

法令に基づき事務処理を行いコンプライアンスの徹底を図ります。また、実務の効率化を図ります。

第３．重点課題 

１．２か月に１度部会を開催し、情報・状況を共有、業務の効率化・改善につなげます。

２．各事務所に事務担当者を配置し、各事業所への情報伝達を円滑に行います。合わせて、法人事務局総務部

との業務連携を行います。

３．経理処理、資料保存方法等の統一を図っていきます。
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令和2年度 保健医療部会 

第１．取り巻く環境

法人内各事業所で利用者の高齢化、それによる健康管理の困難さは喫緊の課題となっています。そのよ

うな中、昨年度までは法人内看護師が横組織として連携を図ることができておらず、各事業所の取り組み

に委ねている状況がありました。日々の健康管理の在り方、健康診断結果の生かし方、問題が発生したケ

ースの対応などについて、横組織を強化することで法人全体の実践力強化を図ることが必要と考えます。

    職員数が増加し、また働き方が多様化する中で、法人として職員の健康管理も重要となっています。総

務部だけで対応することには難しい部分もあり、専門知識を持った部署が対応することで改善を図ります。

第２．運営方針

法人内看護職の連携を強化することで、事業所間の情報共有を図るとともに、利用者・職員の健康管理、

異常の早期発見につなげます。また、法人全体で緊急時に統一した対応ができるよう、整備を進めます。

第３．重点課題

１．日中系事業所利用者に提供する健康診断の管理を行います。合わせて、その他の検診についても現状把握

し、法人で統一を図る論議を進めます。

 ２．各事業所で救急蘇生の講習を受講できるよう、企画を行います。合わせて、講習内容を実践に生かす

ことができるように振り返り、学習の場をもつようにします。

 ３．緊急時マニュアルの見直し、法人内での統一を図ります。

 ４．定期的に保健医療部会会議を開催し、各事業所状況把握と共有、改善点の論議を行います。

 ５．職員に対し、法令上必要な健康診断受診の促しを行い、健康管理につなげます。また、フォローが必要な

職員の状況把握、働きかけ等の在り方について検討を進めます。
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令和2年度 本部監査部会 

第１．取り巻く環境

    法人事業が増え、中心となる職員が各事業所に分散される中、事業運営状況の共有、管理方法の標準化

が必要となってきています。また、社会福祉法改正後の対応移行期を過ぎ、より確実で合理的な運営管理

方法を確立していく必要性が生まれています。

    虐待防止のためには、情報提供、研修に加え職員のストレスマネジメントが必要であり、人事部と連携

して取り組む必要があります。

第２．運営方針

法人の全業務を対象に、利用者支援・経理実務・労務管理など、業務が適法的・道徳的で、合理的・効

果的すなわち適正におこなわれているか否かを監査し、業務能力の向上を支援することを目的として活動

します。

本部監査部会は、理事会で承認された役職員等で構成します。

    合わせて、虐待防止委員会の役割も受け持ち、虐待防止に向けた法人内の取り組み、事案発生時の対応

を行います。

第３．重点課題

 １．内部監査の取り組み

活動は年間を通して行いますが、11 月を監査月として全事業所を回り、下記の内容で監査を行います。
監査内容、監査結果については理事長及び理事会に報告します。

①利用者の意向、適性、障害の特性その他事情を踏まえ適切な支援の提供の内容について

②人権擁護について

③人員に関する適正な基準について

④設備に関する適正な基準について

⑤運営に関する適正な基準について

⑥給付費の算定及び取り扱いについて

⑦経理実務について

⑨ 労務管理について

⑩ その他

２．虐待防止の取り組み

（１）虐待防止にかかわる啓発、情報提供を行います。

（２）虐待防止チェックリスト、ストレスチェックリストを活用し、状況分析、対応につなげています。

（３）事案発生時は、虐待防止マニュアルに則り、必要な対応、調整を行います。
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令和2年度 CR委員会 

第１．取り巻く環境

   就労系事業所の個所数が増えていることにより、作業上のインシデント、事故報告が多く上がるようにな

ってきているなど、多様なリスクの改善に向けてのノウハウの蓄積が求められてきています。

第２．運営方針

１．全法人のいわゆるインシデント報告書や事故報告書、苦情受付書を審議、分析し改善を行います。

２．コンプライアンス、リスクマネジメント（ＣＲ）の意識を職員に徹底し、具体的な活動を指導し、改善を

図っていきます。

第３．重点課題

１．定例的な委員会の開催

毎月、定例的に委員会を開催し、各事業所から提出されたインシデント報告書、事故報告書、苦情受付書の

内容について現実的、経験的、科学的見地から分析、審議し改善につなげます。

２．職員のＣＲ意識の徹底と指導

  委員会において報告され改善策が示された事例については各事業所に持ち帰り、職員会議において報告する

ことで職員間に共通の理解と危機管理意識を浸透させます。

３．職員の学習教育

  支援の質の向上に資するための職員への周知教育を行います。

  また、毎月の委員会に、管理者以外にも参加してもらい、事業所のリスク管理について学び、活かせる場と

していきます。
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令和2年度 研修委員会 

第１．取り巻く環境

   法人事業が大きくなり、職員の勤務形態もパート、中途採用など多様化しています。まず対人援助の基本

となる「権利擁護」「人権」について理解を深められる場を持つことが最重要と考えます。

第２．運営方針

 １．対人援助の基本となる「権利擁護」「人権」にかかわる法人全体研修を行い、援助者の土台作りにつなげま

す。

 ２．現在の職員の状況を踏まえ、必要な研修の場を他部署と連携して検討します。

第３．重点課題

１．権利擁護、人権研修の実施

年に１～２度、全職種職員対象に、日々の支援を見直し人権意識を高めるための研修を実施します。

 ２．障害理解、制度理解を深めるための研修

   利用者支援、事業運営等に必要な内容を学ぶことができる場を、他部署と連携して検討します。個人情報

管理、制度理解、事例検討等を予定しています。

 ３．モチベーションにつながる場

   他部署と連携し、職員のモチベーション維持につながる取り組みを検討します。


