
 

 

 

令和元年度 

 

社会福祉法人葦の家福祉会 
 

事業報告書 



法人全体 

 

Ⅰ 事業総括 

利用者、家族のニーズに応え地域生活支援を強化する。世代継承を図りつつ夢のある中期

計画を策定し、次期中期計画につながる事業に取り組む。経営・運営体制作りに取り組むと

ともに、福祉ミッション、戦略の共有など法人内のまとまりを作る。 

・在宅サービス、通所部門と連携し、短期入所、ホームヘルプの黒字化、ホームのシフト確 

保を行った。 

・次期中期事業計画の素案を若いリーダー層も交えた推進会議により作成した。 

・経営委員会（人材マネジメント、財務）を中心に経営、運営体制作りに取り組み、財務、 

  人事、労務、監査面で前進をみたが、福祉ミッション、戦略の共有等は持ち越した。 

 

Ⅱ 重点事項報告 

１．ショートステイ、グループホーム、ホームヘルプ等の事業を強化し、当事者、家族の地域

生活を支える。利用者、家族のニーズに応え地域生活支援を強化する。 

  職員補強、法人全体で連携し、ショートステイ、グループホーム体験利用の支援を行い、

連携した効率的なシフトにより収支の改善を図る。相談支援事業の安定化を図る。 

・在宅部門の兼務体制、特例居宅の積極的活用、非常勤職員採用、通所施設の応援、効率的   

 なシフト調整により、ショートステイ、ホームヘルプ黒字化、ホームのシフトを確保した。 

・中途採用やすてっぷ再開に必要な人員の確保はできず、体験利用の増加は難しかった。 

・相談支援はライン、業務の見直しも図りながら安定化を図った。 

 

２．第 4 次中期計画を策定し、計画的な世代継承を進める。 

  中期計画検討委員会のもと、次世代の職員がとりまとめの中核となり策定する。新しいニ

ーズ、時代環境に対応し、関係者が夢と希望を持てる事業を立案する。事業を推進しうる次

世代の職員の計画的な育成、継承を行う。 

・管理職と上級主任による計画策定推進会議により、次世代の職員を中心に、進捗管理、部 

  会意見、職員アンケートの集約、議論を重ね、素案を作成し、事業推進関与が前進した。 

 

３．人材の確保、キャリアパスによる考課、育成体制を整備する。 

  新卒、中途両輪の採用体制と効果的なＰＲを図る。福祉ミッション、事業推進の戦略を共

有し、求める職員像、法人の強み、ブランディングなど、事業展開、職員育成、考課、人材

確保など法人内外に浸透、発信する情報をまとめ、共有する。" 

・人材確保は、新卒採用は概ね確保したが、年間の中途採用の媒体は効果が出なかった。 

・育成は、年間を通した新任研修、階層ごとのプログラムモデルの集約を行った。 

・福祉ミッション、事業推進戦略の共有、発信は持ち越した。 

 

 



４．人事、財務、労務など管理、運営体制作りを進め、事業推進の足元を固める。 

  労働、処遇環境の見直しなどの定着対策、中長期の資金計画の立案、各委員会、運営推進

体制により取り組み、共通サービス評価の実施、法令遵守体制を敷くとともに、本部、事務

局体制を強化する。 

・人事…考課手続き、規程整備を行った。法人全体の人事情報管理体制作りが課題である。 

・財務…財務分析データ作り、葦の家の建物診断と修繕資金、福祉充実残額の見立てを行 

 い、修繕計画策定の準備を行った。月次の収支チェックを行い、利益率  ％だった。 

・労務…年次有給休暇取得義務化、時間管理、雇用書式の整備、処遇改善の強化を行った。 

・法令遵守体制…法人、税理士事務所による監査、事務局内部点検等を行い強化した。 

・本部、事務局体制強化…職員を１名補強するとともに、管理職で会議のあり方、組織、事

業推進のあり方等を協議した。 

・共通サービス評価の実施…中期計画の職員アンケートを優先し行わなかった。 

 

５．地域貢献事業、アート活動の整備、放課後等デイサービス開所準備、次期児童発達支援セ

ンター事業の検討など、次期中期計画につながる取り組みを行う。地域貢献活動として、地

域目線での福祉ニーズにそった交流を行う。" 

・地域貢献活動として、制度の谷間のサービスに対応できる公益事業の準備、中期事業計画 

  の部会で地域社会、福祉双方向性のわくわく感ある交流事業を検討した。 

・アート活動は、デザイナーと委託契約を結んで取組んだ。 

・放課後等デイサービスは、スタッフ確保の困難等から次年度当初の整備を見送った。 

・農作業用の農地探しを行った。" 

 

６．年々増大している、自然災害や危機管理ニーズに対応するため、BCP（事業継続計画）、

防災、緊急体制等の危機管理体制を整備する。 

・地震対策のＢＣＰの取りまとめを行った。今後風水害の対策をこれに準じて作成する予定

である。台風対策として法人単位の緊急連絡、情報共有、応援体制を確認した。 

・実践研究発表会で地域と連携した防災体制作りを模索したが、新型コロナウイルス感染拡

大により中止した。 

・わはは祭りは台風対策を行い、一部縮小しながらも開催することができた。" 

 

７．福岡市の親亡き後の対策、地域生活の基盤作りの施策と連携しながら要望活動を行う。障

がいの重い人のグループホーム運営の安定化、短期入所の連携、強化、相談体制の見直しな

どを求めて行く。 

・福岡市に障がいの重い人たちのグループホームに対する運営費補助、居宅サービスの在 

   宅扱い等の制度化を求め、関係団体、市会議員等と連携し、担当課、副市長、保健福祉局 

長に要望活動を行い、次年度予算化につながった。" 

 

８．定時評議員会で法人役員改選を行う。 

・役員改選を行ない、現行体制に加え、新理事就任、監査体制の強化等を図った。 



Ⅲ 事業実績 
 

１．実施期間 令和元年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日 
 

２．実施事業 

（１）障がい福祉サービス事業 

葦の家（生活介護）、短期入所（葦の家・桧原事業所・りーど） 

えーる油山（多機能型事業所：生活介護、就労継続支援Ｂ型） 

ヘルパーステーションほっとほっと（居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護） 

    城南区障がい者基幹相談支援センター（指定特定相談支援、指定一般相談支援） 

    相談支援センターあしっぷ（指定特定相談支援） 

    すてっぷ・すまいるホーム（共同生活援助） 

    重度障がい者等包括支援事業りーど 
 

（２）地域生活支援事業 

ヘルパーステーションほっとほっと（移動支援） 

日中一時支援(葦の家・桧原事業所・りーど）  
 

（３）委託事業 

城南区障がい者基幹相談支援センター／福岡市 

福岡市屋形原特別支援学校放課後等支援事業（公益事業）／福岡市 

福岡市若久特別支援学校放課後等支援事業（公益事業）／福岡市 
 

３．役員、評議員 

評議員 9 名、理事 8 名（うち理事長１名）、監事２名 

 

４．理事会、評議員会 

○理事会 

 第１回理事会（6 月 8 日） 

第１号議案  平成 30 年度事業報告（別添事業報告書参照） 

第２号議案  平成 30 年度決算（評議員会への上程事項） 

第３号議案  決算時における各種積立金について 

第４号議案  葦の家の備品購入積立金の取り崩し 

第５号議案  令和元年度定時評議員会の開催について 

第６号議案  役員改選候補案（評議員会への上程事項） 

第７号議案  評議員候補者の推薦（評議員選任・解任委員会への上程事項） 

第８号議案  定款変更案（評議員会への上程事項） 

第９号議案  中期計画検討委員会体制案（就労継続 B 型） 

第 10 号議案 夏季賞与支給案 

第 11 号議案 就業規則改定案 

第 12 号議案 非常勤就業規則改定案 

第 13 号議案 経理規程改定案 

第 14 号議案 S 氏カレンダー示談に関して 



第 2 回理事会（6 月 26 日） 

 第１号議案 理事長選任について 

 第 2 号議案 夏季賞与支給についての給与規程第 18 条の適用のあり方（動議） 

 

第 3 回理事会（9 月 6 日） 

第１号議案 委員会等参加報酬、費用弁償規程案 

 第２号議案 就業規則改定案 

第３号議案 非常勤職員就業規則改定案 

第４号議案 評議員選任・解任委員の選任について（動議） 

 第５号議案 管理職の時間外手当支給の取り扱いについて（動議） 

 

第 4 回理事会（11 月 30 日） 

第１号議案 情報公開規程案【新規】 

 第２号議案 資金運用規程案【新規】 

第３号議案 育児・介護休業等に関する規程改定案 

第４号議案 給与規程改定案 

 第５号議案 冬季賞与支給案 

 

第 5 回理事会（１月 25 日） 

第１号議案 平成 31 年度（令和元年度）第 1 次補正予算案 

第２号議案 令和 2 年度事業計画骨子案 

第３号議案 公益事業運営規程案 

第４号議案 定款変更案（第 2 号議案承認の場合に協議：当日資料） 

第５号議案 非常勤職員就業規則改定案 

第６号議案 令和元年度第 2 回評議員会開催案 

 

第 6 回理事会（3 月 28 日） 

第１号議案 令和 2 年度事業計画案 

 第２号議案 令和 2 年度予算案 

第３号議案 非常勤就業規則改定案 

 第４号議案 人事考課規程案（新規） 

 第５号議案 資格取得費用貸与に関する規程改定案 

 第６号議案 管理者の選任 

 第７号議案 令和 2 年度第 1 回評議員会開催案 

 

○評議員会 

第 1 回（定時）評議員会（6 月 26 日） 

 第１号議案 平成 30 年度決算について 

第２号議案 役員改選案について 

第３号議案 定款変更案について 



5．年間行事、スケジュール 

月 理事会・委員会・行事 

4 26 日 社会福祉法人役員研修会、法人職員懇親会  

5 
18 日 人材マネジメント委員会① 

25 日 法人監査 

6 

8 日  理事会①（決算・事業報告） 

16 日 職員採用試験 

18 日 評議員選任委員会 

20 日 中期事業計画検討委員会① 

24 日 安全運転講習会 

26 日  定時評議員会（役員選任、決算承認）・理事会② 

28 日  わはは祭り実行委員会① 

7 

13 日  福岡市障がい福祉サービス事業者等説明会 

20 日 中期事業計画検討委員会② 

26 日 わはは祭り実行委員会② 

28 日 職員採用試験 

8 

18 日 職員採用試験 

21 日 財務委員会① 

23 日 わはは祭り実行委員会③ 

30 日 人材マネジメント委員会② 

9 

3 日 ＫＳＤ会計ガイドライン監査 

6 日 理事会③ 

9 日 福岡市グループホーム助成要望 

27 日  わはは祭り実行委員会④ 

10 
2 日 職員採用試験 

13 日 わはは祭り 

11 

2 日 わはは祭り反省会 

8 日 人材マネジメント委員会③ 

9 日 法人中間監査 

16 日 中期事業計画検討委員会③ 

30 日 理事会④ 

12 

 6 日 運営協議会 

15 日 職員採用試験 

28 日 法人懇親会 

1 

9、10 日 人事考課面接 

12 日 星に語りて上映会（城南市民センター） 

14,15 日 虐待防止講習 

25 日 理事会⑤ 職員採用試験 

2 

5 日 人材マネジメント委員会④、人事委員会 

12 日 財務委員会② 

19 日 職員勤続表彰 

18 日  中期事業計画検討委員会④ 

3 

24～31 職員着任前研修 

28 日 理事会⑥ 

31 日 辞令交付式、新入職員入所式 



 

6．資産、経営資金等…別紙決算書、貸借対照表､財産目録の通り。 

 

7．法令遵守、情報公開、苦情解決 

（１）法人の活動状況を広報紙・ホームページ等を通じて関係者・機関、市民に広報した。 

   ・葦の家福祉会たよりの定期刊行化を図り、年 3 回（4・8・12 月号）発行した。 

   ・葦の家福祉会たよりによる情報公開のみでなく、ホームページでも法人運営上（法令

上）必要な情報公開を行った。 

（２）社会保険労務士、税理士、弁護士と業務委託契約を結び、関連法令等の最新情報を得

るとともに、必要な助言を受け、法令遵守に努めた。 

（３）苦情解決については本年度正式に申し出られた事案はなかった。 

 

Ⅳ.苦情受付結果 

   なし 

   

  



法人本部事務局 
 
 

Ⅰ．運営総括 

 

  法人全体の事務作業が効率的・効果的に進められるよう、法人本部および事務スタッフの体

制を見直し、再構築を図る。法人に求められるガバナンス、コンプライアンスの強化を図るた

め、内部監査・牽制機能を強化する。 

  基幹会議に合わせた事務作業のスケジュール組みなど、拠点間で連携した事務管理を行った。ス

タッフの業務の確認、整理を行ったが、事務局、スタッフの将来的な業務内容の明確化が今後の課

題である。指導監査に代わる税理士事務所による内部監査、３事業所に対する内部実地指導を行う

など、コンプライアンス強化の取り組みを始めた年度となった。 

 

Ⅱ．重点事項報告 

 

1． 本部事務局機能を再整理し、本部事務の効率化をさらに進めるとともに、法人内の統率機能を

強化し、法規に準拠した安定感のある法人運営事務を行う。 

    労務、財務、法曹について専門家の意見を伺いながら法人内の事務を整理し、各種規程類に 

反映させていくなど、法規に準拠した規程整備を行った。事務局スタッフの業務の書き出し、

分掌図を作成し、分担、ラインの整理を行った。総務業務を補佐する職員を新たに雇用したが、

十分な指導体制が取れていないこともあり、定着せず、事務局体制の機能強化には至らなかっ

た。次年度は育休中の事務員が復職する予定であり、本事務員の活用も含め、事務局体制を再

構築する必要がある。 

 

２．指導監査の不定期化に伴う内部監査制度を検討・実施する。 

   本年度より市の指導監査に代わり、税理士法人 K・S・D によるガイドライン監査を受けた。

この指摘に伴う、規程の新設・改定を行った。また、事業所の監査についても「葦の家」「え

ーる油山」「すてっぷ」で模擬実地指導を行い、内部監査体制の仕組みを立ち上げた。今回、

模擬実地指導が行えなかった生活支援系の事業は、施設系事業とは指定基準等が異なるため、

事務局による指導が難しく、今後どのような内部牽制機能を働かせるのかが課題である。 

 

３．会計原則と規程に基づく会計、経理事務を各拠点、事業単位での実務も含め、年間スケジュー

ルを定め、情報を共有し法人単位の月次報告、予算編成、決算を確実に行う。 

法人本部会議、事務スタッフ会議を中心として予算・決算に関するスケジュールを明確化す

るとともに、会計を統括する主任事務員と拠点事務員間でこまめなやり取りを行い、確実な予

算管理を行った。次年度は年間を通したスケジュール化が求められている。 

 

４．法人の基幹会議において報告事項の整理・定型化、開催調整、資料の事前提示、議案整理・協

議方法などを検討し、効率的・効果的に議事進行できるようにする。 

   昨年度に引き続き、法人本部会議、法人運営会議を年間を通したスケジュールで開催し、法

人本部については３日前までに資料の事前提示を行うなど、議事の進行を効率的に進められ



る工夫を行ったが、一部の議事においては資料の準備・精査・事前周知が不十分で非効率な議

事進行となってしまった例もあり、次年度の課題となっている。 

 

５．労務、経理等に関する諸規程を見直し、法人内の諸事に対応しうる改定を行う。 

   働き方改革に伴う、社会のニーズに対応するため、顧問社労士の協力も得て各種労務関連の

規程を見直し、職位に伴う職責の整理を行うなど、内外の諸事に対応しうる最低限の整備は行

えた。今後、法の趣旨・社会のニーズに合わせた柔軟な労務管理体制の整備が課題である。 

 

６．請求事務を確実に行うとともに、法人事務を円滑に進めるため、事務スタッフの強化を図る。 

   請求事務担当職員の産休に伴う一時的な代替職員への引継ぎは比較的スムーズに行われ、

大きなトラブルもなく、円滑に移行することができた。 

 

７．基本 OS 移行に伴う IT 環境の再整備について各事業所への支援を行う。 

   Windows7 のサポート終了に伴う、各事業所の新 OS への移行もスムーズに行われ、入れ替

えに伴う基本設定などについて各事業所 IT 担当者等と連携し、再整備作業を進めた。同一

LAN 内にある葦の家とりーどに関しては一定のサポートが行えたが、他の拠点においては十

分にサポートできていない点も多く、拠点単位での IT 担当者の育成や連携システムの構築が

課題である。 

 

 

Ⅲ．事業実績 

 

１．本部、事務局のスタッフ、業務体制 

本部長：友廣  本部事務局長：末次  主任事務員：鳥巣 

事務員：伊藤・大西（5/21～産休：現在育休中）・酒見（7/31 退職） 

    法人本部組織規程に従い、各担当業務を執行した。 

 

Ⅳ．業務内容報告 

 

１．事務局会議の開催 

 週１回、本部長・事務局長・主任事務員による「週報告会議」を開催、また月末には「週

報告会議」を兼ねた事務局全員で業務の確認・協議を行う「月例会議」を行い、主に業務

の報告・連絡・スケジュール調整等を行った。 

 

２．評議員会・理事会、運営協議会の運営事務 

役員改選に伴い、理事・監事・評議員の複雑な入替が行われたため、行政に逐次問い合

わせをしながら、選任・解任にかかる各種手続き、選任等書類の整備・管理を行った。ま

た、定款、定款細則に基づき、議案書、議事録等の作成・保管等を適切に行った。 

 

３．経営委員会、基幹会議の運営事務 

経営委員会、法人本部会議、法人運営会議といった基幹会議において、議案を事前に参



加者に配布し、スムーズに会議を進行するよう、議案・資料の事前準備に努めたが、一部

の会議、議案においては当日資料としての提示となるなど、十分ではないものもあった。 

 

４．事務スタッフ会議の運営 

月１回、法人内の事務スタッフが集まり、情報共有、連絡調整、基礎力向上を目的とし

た研修などを行った。予算・決算・四半期精算などの会計に関係するスケジュールを事前

確認し、法人の会計処理が適切に行われるよう連絡調整を行った。研修については、今年

度から適用された「有給休暇の取得義務化」を受けて、複数回にわたり「有給付与の基

本」「今回の制度の要点」「具体的対応」などについて学習の機会を設けた。 

 

５．法令遵守・安全管理体制・監査 

（１）社労士、税理士事務所、弁護士と業務委託契約を締結し、各関連業務に関する必要な助言

を受け、労務管理、財務統制、事故対応等の様々な事務・運営リスクに対応するとともに、

各種規程を見直し法令遵守に努めた。 

（２）行政指導監査の不定期化に伴い、税理士事務所による自主監査を実施した。 

（３）法人全体のネットワーク管理を行うとともに、各事業所への技術的サポートを行った。 

（４）建物ごとに別設定であった火災保険を法人単位で統合・見直しし、コストカットと効率化

を行った。施設損害賠償保険、車両保険についても万一の事態が発生した際に速やかに対

応できるよう内容を精査し、法人全体でのリスク管理に努めた。 

 

６．決裁手続き 

理事長決裁を必要とする決裁に関しては見積り合わせ等の必要な手続きが行われているか

確認し、重要なものについては本部会議、理事会等に報告した。各事業所における契約・購

買に関する決裁事務においても、高額なものに関しては法人運営会議で報告するよう求め、

定着化しつつある。 

 

７．人事・労務管理 

（１）法人が決定した人事に基づき、辞令交付、給与計算、各種手当の支給など、人事情報に基

づく事務処理を行うとともに職員処遇に関する情報を一元管理した。 

（２）年度の職員採用スケジュールを立て、求人情報媒体を工夫するなど、安定した定期採用活

動に取り組んだ。目標（10 名）には達しなかったが、正規を含む常勤職員 6 名を次年度

枠の新規職員として採用した。 

（３）社会保険、福利厚生等の手続き業務、特定個人情報（マイナンバー）の一元管理を行った。 

（４）労務や処遇に関する規程の改定を以下のように行った。今年度は特に「働き方改革」に伴

う非常勤職員就業規則の改定が目立った。 

   ・第 3 回理事会…就業規則、非常勤職員就業規則：有休の時季指定取得制度の導入 

   ・第４回理事会…育休・介休規程：介護休業対象家族の範囲拡大、育児休業の期間延長特例 

   ・第 5 回理事会…非常勤職員就業規則：研修手当・通勤費用の見直し 

   ・第 6 回理事会…非常勤職員就業規則：病気休暇、特別有給休暇を追加 

   ・   〃   資格取得費用貸与に関する規程：対象資格を追加（介護職員初任者研修） 

     ・   〃   人事考課規程（新設） 



 

８．経理・財務管理 

（１）重要事項の２項、３項に同じ。 

（２）ＫＳＤ税理士事務所により月次の経理チェックによる適切な会計処理、税務申告業務委託

による適切な税務処理を行った。 

（３）法人全体の予算、資産管理、給与管理、本部経理事務を専用ソフトにより行った。 

（４）法人内部監査を決算前と年度半ばに行い、監事によるチェック、助言を受けた。 

 

９．請求事務 

請求事務業務のスムーズな引継ぎを行った。新 OS 移行による請求ソフトの仕様変更による

経費の増大が危惧され、代替ソフトの検討を行ったが、結果として OS のバージョンを落とし

２年間の延期措置を行った。2 年以内に代替ソフトの検討を行う必要がある。 

 

１０．広報、情報公開、苦情受付体制 

法人たよりの発行・ホームページ更新・ＳＮＳ等の管理等の広報業務を行った。法人の信用

性を維持し、人材の確保等につながるよう積極的な情報公開に努めた。広報委員会を活用し、

法人内での広報物の管理を行い、各事業所の広報媒体（要覧等）作成に対する支援も行った。社

会福祉法人として必要な情報もホームページにて公開した。 

 

１１．本部予算 

・各事業を横断する共通経費繰入による運営を行った。 

 



生活介護事業 葦の家 
 
 
 

Ⅰ．事業総括  

事業の重点経営方針は、働く環境づくり 地域福祉 家族支援 財務の安定及び令和元年度

の研修テーマである会議時間の効率化と業務時間のタイムマネジメントを掲げ、プロ（研修業

者）の外部講師を招聘して研修を進めた。さらに支援スキル向上のため、「仲間の主体的行動

の形成」を目指し、音楽レクリエーション講師（宇都宮 氏）の実践ビデオを見ながら仲間の行

動分析を進めた。その中では、仲間の主体的行動の形成を図ると同時に職員が仲間の主体的行

動を見立てる力を養成する研修となった。社会福祉法人葦の家福祉会の理念である、「障がい

があっても地域の中でふつうの生活」の実現を総合支援法に基づきながら、葦の家福祉会第 3

次中期 5カ年計画（H27.4～H32.3）に沿って最終年度の５年目を終了した。同時に、第４次中

期３カ年計画策定の年であり、策定会議の中で、通所事業についての検討が行われた。 

令和元年度については、特別支援学校卒業者３名の利用希望が出て、合計 54名の仲間で出

発したが、途中での退所があり、53名の利用者となっている。令和元年度の事業収入は、前年

度と比較し、750万円ほど増加した。今後も、地域に拡がって行くグループホーム利用者がそ

こで生活できるように、日中働く環境（通所事業所の利用）を提供したい。仲間の高齢化によ

り通院等の付き添いが増えてきているため、グループホームとの連携が重要となってきてい

る。重度加算等を利用して財務の安定化を図りながら福祉の街づくりに寄与できる体制づくり

をめざした。さらに家族支援、特に送迎や受診、冠婚葬祭対応への利便性を強化していったと

ころである。今後も多様なニーズに応じた働く環境づくりと仕事の充実をめざす具体的実践に

努めたい。 

 

Ⅱ．重点事項報告  

重点目標と達成の為の基本理念の実現に向けた取組報告は、以下のとおりである。 

 

１．地域で働く環境づくり 

障がい者が地域の中でふつうの暮らしをするために「地域で働く環境づくり」への働きか

けをする事業所作りをめざしてきた。 

①地域への関わりの強化の一つとして、段ボールや新聞紙を集荷場所へ定期的に運ぶこと

を継続している。また、地域のコミュニティセンターである「樋井川テラス」や上長尾

名店会との連携したバザー等が進められた。 

②地域活動（夏祭り、地域清掃活動等）への参加ができた。 

③毎月のバザー開催（ハローデイ：3店舗/ボンラパス：2店舗)における活動を継続できた。 

 

２．アート活動や下請け作業、農作業、その他作業活動の創造を目指した活動 

①デザイナーと契約し、カレンダー製作ができた。 

 

３．地域に開かれた施設づくり 

地域に開かれた施設づくりをめざして、施設開放（コミュニティづくり）に取り組み、時

代のニーズに応じた地域福祉づくりをめざした。 

①自治会の会議場を無償提供し地域活動への支援を行なってきた。また、２月に予定して

いた実践研究発表会の中でシンポジウム（地域防災）を企画し地域生活づくりへの理解

啓発を進めたが、新型コロナウィルス感染症対策として中止せざるを得なかった。 



②人材確保・育成 

A 所内研修会及び自主研修会の充実及び所外研修参加によるスキルアップ 

B キャリアアップ研修への参加 

C 適切な労働・労務環境による職員の生活満足度の向上をめざし定時退勤日の徹底 

D 新採用者を５名確保出来たが、さらに採用に努めたい。 

 

４．実践の基本となる支援方針 

    ①Ｅ；エビデンス（根拠）②Ａ；アカウンタビリティ（説明責任）③Ｔ；チームアプロ      

ーチを仲間支援の柱にするための研修の充実に取り組んだ。また、支援員の基本行動目標

（実践の構えは、身構え、物構え、心構えの3要素を確立すること）を確立するための、①

Ｍ；ミッション（任務や役割）を果たす支援者②Ｖ；ビジョン（先の見通し）を持った支援

者③Ｐ；プライド（自ら誇り）を持つ支援者の育成に努めてきたところである。  

                                                              
Ⅲ．事業実績 

１．年間開所、運営日、利用予定  

（１）定員 40 名：契約者数 主たる事業所 48名、従たる事業所（桧原分室）5名  

・利用者 53名  年間延べ利用者 12,189名  

・出勤率 89.5％ 

・法定内利用率 118.6％（受入可能最大数 12,850名：40名×257 日）  

・営業日 259 日、開所日 257 日（予算計上日：256 日）  

・9：00～14：00支援日 20日 

・職員業務日 4 日（年末、年度末、研修）   

  

（２）スタッフ 41名  

    管理者、サービス管理責任者、栄養士各 1 名、事務員 1 名   常勤生活支援員 18名

（正規 13名（うち 1名は重度障害者支援加算加配）、年次雇用 5名）  

  非常勤 18名（支援員 13名、看護師 1名、調理員 4名）、嘱託医 1名  

  

（３）予算（理事会、評議員会にて承認）  

 ※加算、補助金適用  

   人員配置体制加算Ⅱ、福祉専門職員配置等加算Ⅰ、重度障害者支援加算、 

食事提供体制加算 、送迎加算（重度加算含）、処遇改善加算  

 

（４）実習生の受け入れ 

     ①特別支援学校の在校生の実習及び見学の受け入れ 

前期・後期 １名の実習生を受け入れた。内訳は以下の通りである。 

       後期：１名（生の松原：1名 ） 
       

 

 

Ⅳ－１．事業内容報告 

第３次中期５カ年計画最終年度となり、葦の家基本方針を具現化するために、以下の基本方針

に基づき事業展開を行った。 また、地域で働く環境づくり、青年期から高齢期までのライフ



ステージを通した障がい者の活動の場の提供、施設開放（コミュニティづくり）に取り組

み、時代のニーズに応じた地域福祉づくりを柱として以下の事業に取り組んだ。 

 

 １．地域で働き生活する環境づくりと事業内容  

（１）働くことができる環境づくりと事業展開  

     ・働く場を意識（場と時間とコミュニケーション）した生活介護事業の展開に努めた。  

（２）働く場面（場所）をニーズに応じて選択できる体制づくり に努めた。 

     ・アート（創作）活動や農業用地の取得（借地契約が令和２年４月結ばれる）等の検討推進、

その他バザー出店等により、多様な働く場面を作り、仲間の活動充実を図った。  

  

２． 具体的事業内容  

（１）働く環境づくり(含改善)事業  

     仲間たちの QOL 向上をめざし、働く場所の環境設定と改善を行ない自己効用感（自分が役

立っているという生活実感）が高まることをめざした支援と作業（活動）内容の充実を全職員

で取り組んだ。また、支援スキル向上、支援のための構造化に継続して取り組んだ。  

（２）ライン形成事業  

就労支援に向けた事業展開をめざすと同時に、生活介護事業の安定した予算編成と執行を行

ない、労務管理を含む管理・運営体制と確実な報告・連絡・相談ができる組織化された葦の家

づくり（誰に相談すればよいのかが分かる組織体制づくり）を引き続き行った。 また、行事の

精選に努め、時間の余裕を生み出した。結果、会議時間の短縮が出来、効果的な職員会議等を

実現できた。 

（３）人材育成事業   

  充実した研修計画を立てる中で、仲間の将来の地域生活に向けた支援を行うことをめざし、

ホームヘルプ、グループホーム、ショートステイ、相談支援との情報交換の緊密化を図った。 

また、新採用職員１年目定期的研修計画の充実を図ることが出来た。 

（４）支援部の強化  

２名の支援部員を分掌に配置し、サビ管と協力しＳＶ機能を発揮させながら各班における実践

力の強化を図った。  

   

Ⅳ－２．支援内容概要   

１ 作業・活動の充実  

（１）仲間たちの作業を大切にし、作業メニューの創生により意欲と意識化を図った。  

 ・福岡市農業委員から１～２つの農地の紹介を受けたが用地取得は、実現できなかった。 

・農業分野検討のための農林水産省の補助金等の活用までには、今年度も至らなかった。しか 

し、那珂川市に借地農園を見つけ、えーる油山と協力しながら耕作の準備を計画できた。 

・新たに、プラスチックカップの梱包作業とエアコン内部に使われるシートの切断作業を委託 

された。提示できる作業メニューが増えたこと、見通しのつきやすい作業であることから、 

より作業に集中できる仲間が増えた。 

（２）アート活動に取り組む。  

・仲間たちの主体的な活動で、社会的にも評価されるアート活動を継続して行い、きょうされ

んグッズデザインコンクール入賞、ポコラート入選、トヨペットカレンダー入選等の実績を

上げた。 

 



２ 支援・介助技術（充実した研修計画の立案と実施）の向上を図った。  

   仲間の主体的な行動を引き出すため、（※上岡一世先生インタビューより） 
 

    ①思考を伴って、自らおこす行動  

    ②判断力を伴って、自らおこす行動  

    ③目的性を伴って、自らおこす行動と捉え、以下のような実践に努めた。  

（１）行動障がい・自閉症等に対する、環境設定と支援技術の向上のための外部研修への参加 

（２）多様な障がいに対応できる介護・介助技術の向上のための実践と OJT、実践報告 

（３）リスクマネジメント研修の充実 のために法人の委員会による会議の実施、起こりやすい事

故等への対策案の検討、原因の分析、支援現場の環境改善 

（４）アセスメント力の向上(専門性を高め、各フィールドにおけるエキスパートとなる支援員を

めざす)のための事業所内研修の実施。 

（５）家族支援のための研修実施（事業所・家庭・他事業所との連携）及び保護者会との連帯  

  

３ 社会・生活体験の充実  

（１）障がいがあっても、同世代の人々と同じ様な体験を行い、ふつうの生活の実現をめざすた

め、様々な社会・生活体験、地域活動に取り組んだ。  

・町内会活動等の地域行事等へ、積極的に参加した。  

・仲間たちの意見を取り入れ、「吉野ケ里歴史公園」へのバスハイクを行った。 

（２）ホームヘルプ、グループホーム、ショートステイ、相談支援と連携し、統合化された生活

支援を行うため各事業と情報の共有を図り、家庭の状況を把握し、必要に応じてレスパイ

トサービスの調整および情報提供を行った。  

  

４ 仲間の自治会を充実させ、仲間たちが主体的な力を伸ばせるような大切な自己実現の場とした。 

仲間の自治会（以下、仲間の会と記す）「にじ」を計画的に実施した。 

 

５ 充実した余暇活動の場面を設定した。  

外部スポーツ活動への参加、音楽、創作など講師等によるレクリエーション活動  

  

６ ボランティア養成と地域交流事業の充実に努め地域公益活動の推進を図った。  

（１）地域、公民館との連携したボランティア養成講座事業の実施までには至らなかった。  

（２）樋井川 4 丁目及び堤地区との年間行事交流に努め、運動会、夏祭り、地域清掃、夜回り等

へ参加した。 

  

７ 人事管理  

（１）適材適所の分掌職員配置（正規職員、常勤、非常勤職員）に努めた。  

（２）高い資質を持った職員の養成と配置（チームアプローチ）のために、事業所内研修により

支援員の支援力向上を図った。  

  

８ 施設設備の充実  

（１）老朽化した施設設備の計画的更新に努めた。（水道漏水、貯水槽修繕、厨房給湯器）  

（２）予算管理と営繕管理ライン形成に努めた。 

  

葦の家で育つ行動  

支援計画・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ･ｹｰｽ会議への反映 



９ 施設管理・運営  

（１）防災、避難訓練、リスクマネジメントのための積極的研修受講を推進した。  

（２）ＢＣＰ（事業継続計画）及び緊急時の備蓄計画立案に努めた。 

（３）IT 管理（含セキュリティ機能）の充実を図った。 

（４）車両管理（事故の減少、保険を含むメンテナンスの充実）の徹底を図った。  

（５）責任者を明確にした行事運営とライン形成を図ったが、職員一人ひとりへの徹底について

はまだ課題として残っている。  

（６）事務・庶務の効率化に努め、会議時間については 60 分以内をキープすることができた。  

  

Ⅳ－３．具体的支援内容 の報告 
 
  １ 作業･活動  

 

（１）創作活動   

夏季・冬季授産品カタログ、商品デザインの作成 

(Tシャツ、クリアファイル、マスキングシール、カレンダー) 

コンクールへの作品応募(ときめきギャラリー11作品、コアサイドアート展 3作品、きょ

うされんグッズデザイン 33作品、DIVERCITYINTHEARTS 1作品、奈良県障がい者美術展ビ

ッグ幡 8作品、ポコラート展 17作品、トヨペットカレンダー12作品等) 

クリスマスアート展にて 1作品販売した。（価格：3万円） 

 

（２）パッキンの型抜き作業   

三幸パッキン製作所より継続して受注しており、作業内容に合った仲間の活動として、

継続的に取り組めている。 

コルクパッキンは 1枚あたり 50銭で受注しており、月 25,000枚程度、14,000円程度の

作業内容を請け負った。 

新しい商品（５月～8.6クリアパッキン型抜き、６月～ターポスクリーンシート切断）の

作業を受託している。 

年間売り上げ 

種類 枚数 売上 

コルクパッキン 263,500枚（単価 0.5円/1枚） 131,750円 

ゴムパッキン 2,862枚（単価 0.5円/1枚） 1,431円 

クリアパッキン 7,300枚（単価 2円/1枚） 14,600円 

ターポスクリーン 6,560枚（単価 2円/1枚） 13,120円 

 

（３）アルミ缶作業   

毎月第 4土曜日の地域アルミ缶回収時は、ボランティア担当と連携しボランティアの確

保を行った。回収後は計量を行い、回収依頼のチラシに実績（kg数）を記載した。チラ

シは次回地域アルミ缶回収日までに葦の家ニュースと一緒に配布した。 

作業環境を整えるため、倉庫内の整理や害虫駆除に努めた。 

年度内回収量 4,187Kg （131kg減）。 

福岡アルミ工業との取引（回収回数：6回） 



アルミ缶単価と回収量 

 5月 6月 8月 10月 12月 2月 

単価 110円 107円 100円 100円 110円 111円 

回収量 662 Kg 532 Kg 688Kg 834Kg 720Kg 751Kg 

城南区地域集団回収報奨（平成 31年 1～12月） 

 4,295Kg×5円＝21,475円、加算 2,500円×6回＝15,000円 

 

（４）公園清掃  

【野間大池公園、上高宮北・南公園、京地公園の清掃】 

月に 1回全公園、清掃と遊具チェック、除草を行った。抜ききれなかった場合は報告書

にその旨を記載した。 

月末に事後活動報告書を南区役所公園係りに提出した。 

公園清掃記録簿を参照し、公園清掃実績報告書の作成と報償金の申請を 3月に行った。 

令和元年度分の報奨金見込は昨年度同様 122,000円。昨年度は 4月末に支払われた。公

園 1件につき 30,000円（野間大池公園のみ 32,000円）、計 122,000 円の収入。 

 

【樋井川中央公園トイレ清掃】 

30年度より樋井川中央公園第 2愛護会が受託している樋井川中央公園のトイレ清掃・ト

イレ周辺の除草作業を受託した。 

事後報告書の作成…掃除に行った職員と仲間の名前を記入し、職員の名横に押印する。

洗剤を多く使用した場合は、その旨を記載した。 

草が多すぎて除去がしきれない場合、草が多くて危険という旨を記載した。 

報償金が 11月と 5月に専用の通帳に振り込まれるので、その都度生産活動会計に移した。 

毎月報告書を作成し、半年に一回樋井川中央公園第 2愛護会に提出した。 

公園清掃記録簿を参照し、公園清掃実績報告書の作成と報償金の申請を 9月に行った。 

トイレ清掃報奨金…上半期 50,000円、下半期 50,000円 

 
（５）農作業  

児嶋さんよりお借りした農園で、玉ねぎやジャガイモ(メークイン)の栽培を行っている。 

農園手入れ（草取り、追肥）が功を奏し、玉ねぎは大きい物が多く実った。じゃがいも

は小さいものが多かった。 

玉ねぎ(33,520円)・じゃがいも(5,500円)の収穫、販売(総売上：39,020円/純利益：32,877円) 

玉ねぎの苗（遅植え苗）800本購入・植え付け 

じゃがいも種芋 60個購入・じゃがいも植え付け 

屋外の開放的な場所で土に触れ、自分たちで野菜を育てることでの充実感を感じる場面

として設定し、実践している。 

 

（６）クリアカップ 

今年度から株式会社トーシン様よりクリアカップの梱包作業を受託した。桧原分室を主

な作業場所に設定し、仲間に合った自助具を使用しながら梱包作業を行った。 

種類 袋数 売上 

420ml 5個入 2,963（単価 2円/1袋） 5,926円 

500ml 8個入り 493（単価 2円/1袋） 986円 

210ml 10 個入り 1,957（単価 2円/1袋） 3,914円 



（７）バザー出店   

毎月の全体集会にて、売上報告、月の売上上位３位の商品発表を行った。 

ボンラパス・ハローデイ各店舗、本部へ授産品カタログ販売の依頼を行った。 

商品や梱包材の折れ曲がりや汚れることを防ぐため、収納道具の購入を行った。 

3月はコロナウィルス感染拡大防止のため、バザー出店を中止した。 

令和元年度バザー実績･･･出店回数：89回 ／ 売上：735,956円（月平均：61,330円） 

 

（８）ニュース配布   

関係各所へ「ニュース葦の家」を配達した（発行部数 3160部／月）。 

樋井川 3丁目地区に地域アルミ缶回収の広報も兼ねてニュース葦の家を各戸配布した。 

地域の公民館、学校および市･区役所、市民福祉プラザ等に施設広報の一貫として、ニュ

ース配達を行った。 

施設内行事（わはは祭り、後援会主催バザーなど）に伴って、ニュースと共に各種チラシ

の配布を行った。 

 

（９）レクリエーション・余暇活動   

バスハイクやクリスマス忘年会などのレクリエーション行事を立案し、適切な予算計画、

介助・引率計画を立て実行した。バスハイクでは、仲間 46名、職員 30名、ボランティア

2名、実習生 1名で吉野ケ里歴史公園へ行き、史跡巡りを楽しんだ。 

出場者を募り、障がい者スポーツ大会（10月）の 50M走とフライングディスク競技に参

加した。障がい者駅伝大会（3月）は新型コロナウィルス感染拡大防止の為中止であっ

た。 

バレンタイン、ホワイトデー、節分の担当を振り分け、実施した。 

各施設（城南フレンドホーム、障がい者スポーツセンター）への利用申請を毎月行った。 

野球観戦 埼玉西武戦（5/15）に参加した。 

レクリエーション行事の際の写真・ビデオ等の記録を管理し、必要に応じ、利用者・保護

者への閲覧・販売等を行った。 

 

（10）喫茶店  

毎月第 3火・水曜日に事業所内喫茶店を行った。 

民生委員障がい者部会の方々にボランティアとして参加していただき、仲間や職員との会

話を通して交流を図った。 

1杯 50円の利用料を徴収し、その中から必要な備品等を購入した（材料、お菓子）。 

備品の管理（グラスやカップ、スプーン等の個数チェック、備品にシールを貼る）を行っ

た。ガラスコップ破損時のけがに備え、プラスチックコップの購入を行った。 

※令和元年度･･･実施回数/12回 

提供数/784杯（月平均 65.3杯、対前 1.58杯増） 
 

（11）地域行事参加   

① 地域交流の一環として地域の夏祭りや運動会などのイベント地域行事に仲間・職員とも 

に参加することができた。主な参加行事は以下の通り。 

 ・5/19  油山クリーン作戦  ・6/30 樋井川 4丁目 1区地域清掃 

 ・8/3  樋井川 4丁目夏祭り ・9/29  堤地区大運動会 



③ 葦の家備品の貸し出しや、ボランティア協力をした。また、こちらからも地域の備品を

借用させていただいたり、ボランティアを要請したりするなど、地域貢献、良好な関係

づくりに努めた。 

 

２ 工賃支給   
 

(1)工賃会計（担当：米澤） 

毎月 25日に仲間全員に工賃（満額 3,000円）支給した。 

工賃支給要領により、毎月 25日に定額工賃を支給した。夏季（9月）と冬季（2月）に査定

を経て、特別工賃を支給する計画だったが、今年度は夏季の査定分を 2月に、冬季の査定分

を 3月に支給した。 

工賃検討委員会において、工賃支給要領（工賃の算定基準など）を見直し、改訂した。  

 

(2)会計処理（担当：恵藤・矢野） 

事務職員、各分掌担当職員と連携し、出納簿の記帳・管理、工賃計算等を行った。月次試算

表を作成した。 

 

３ 行事  

(1)わはは祭りを長尾中学校で開催した。台風接近に伴い設営に一部変更があったが、仲間のス

テージ発表や出店参加などは予定通り行った。 

(2)令和元年度はバスハイクを実施した（11月 13日（水）吉野ケ里歴史公園）。 

(3)成人を祝う会を開催した。今年度は葦の家 1名、えーる油山 1名合わせて２名の新成人をお

祝いする会を合同で行った。 

  

４ 健康･衛生管理   

(1)今年度 40歳になった仲間が多く、心電図の引率を 3グループに分けて行った。 

(2)年 2回の健康診断後、健康・保健衛生会議によって課題ケースの共有、その後の通院促しな

どのフォローを行った 

(3)全体として共通する課題などは、バイタルだよりを各家庭に配布することで共有した 

(4)救急箱の備品チェックは看護師が適宜行った。 

(5)各班にウエットティッシュ、絆創膏等の簡易の救急セットを準備した。 

  

５ コミュニケーション、介助   

各人の障がい特性や発達段階を理解し、意思を引き出せる支援を行いながら、高齢化及び、

障がい特性に応じた専門性を身に付ける研修を実施した。 

(1)事業所内研修において、「音楽療法士から見た仲間の主体性と支援現場におけるその応用」

を目的とした研修を実施した。（講師：宇都宮氏）音楽レクリエーションの活動をビデオに

撮影し、「目的」「思考」「判断」を伴った主体的行動に繋げる支援方法について学んだ。 

(2)各人の介助マニュアルを作成し適切な介助を行った。 

(3)ご本人が心地よいと思う介助を行うよう、全支援員が心がけた。また、プライバシーに考慮

した環境設定を再度行った。 



６ 仲間の会、主体性の支援   

(1) 各班で毎月班会議を開き、月の目標や授産品販売活動の目標を検討し、振り返りを行っ

た。また行事内容について話し合う場を設け、仲間の意思確認、情報提供・共有を行った。

各班から挙がってきた意見を仲間の会にて、役員・各班代表メンバーで話し合い、内容を決

定した。 

(2)毎月頭に全体集会を開催し、その月の行事予定や仲間たちにとって重要な情報の提供を行っ

た。また、情報提供をする際には、スライドショーを活用して視覚的に伝えた。 

(3)仲間の会担当職員 1名、補佐 1名の体制を作り、仲間の会運営の OJT と情報共有を図った。 

(4)７月に役員選挙を行い、新三役の選出を行った。 

(5)仲間の会役員の仕事内容を新三役で確認した。会長（会の進行、行事の仲間代表挨拶）、副

会長（仲間の会議題配布、仲間の会の準備・片付け、行事の仲間代表挨拶）、書記（議事録

の作成）である。今後は役割の明確化に加え、選挙で掲げていた公約を実行することで、役

員がさらに仲間の意見を聴き取り、仲間の会参加メンバーがより主体的に活躍できる会にし

ていく必要がある。 

 

７ 環境、機器の整備、安全対策   

(1)作業、生活環境を日常点検し、障がい特性、健康、安全、衛生、情緒面などに影響が出ない

ようにした。（保守管理係のもとでの管理）  

(2)生活用品を点検し、台帳で管理・補充した。  

(3)事故が発生しないように対応、危機管理マニュアルを周知し、事故発生時はマニュアルに沿

って迅速な対応を行った。また、法人リスクマネジメント委員会のもとでの管理、情報共有

を図った。  

  

８ ケース管理   

(1)サービス等利用計画をもとに通所でのサービスを提供した。 

(2)アセスメント面談により各人のニーズ、要望を把握し、ケース会議等を通して支援計画を立

案、利用者に説明、同意を得て実施した。実践を通して検証し、必要があれば計画の修正、

変更を行った。2 ヶ月に１回月案を作成し、適宜支援の振り返りを行った。半年間で年度中

間モニタリングを行い、支援の見直しを行った。 

(3)EAT・MVPを実践できる職員の育成を、研修や OJTを通して行った。 

(4)支援部を配置し、サビ管→支援部→班リーダー→班職員への指導を行った。 

 

９ 生活支援   

(1)利用者、家族に対しては随時相談を受けるよう心掛けた。利用者自身の体調不良、けがによ

る入院、病院受診に対する支援、面談等を実施した。 

(2)利用者ご家族のレスパイト支援のため、緊急の短期入所等を相談支援、短期入所事業所（か

～む、りーど）と連携して受け止めを行なった。 

(3)法人内他事業所と連携し、グループホームやショートステイの支援に兼務体制を取って勤務

を行った。 

  

10 給食、厨房   

(1)食堂、厨房の塩素消毒などを行い、特に安全で衛生に気をつけて安心できる給食を提供し

た。 

(2)給食数は、利用者５２名、職員３３名、その他、ボランティア、体験者の方を含んだ。 



(3)一食当たりの単価は、２９７円/一食（給食計画では、３２５円/一食［含む消費税］）。給食

摂取カロリーは、年間平均６９７kcal （給食計画では、６８０kcal ）。 

(4)献立作成は、前月の給食委員会で確認後、確定を行った。食材費の範囲内で、季節の食材を

取り入れた献立作成を行った。 

(5)食品は、大江商店、パン・ナガタ、つくし学園は、当日納品を行った。中山商店、牧瀬総本

店、ホームランシステムズは、前日納品。グリーンコープは、毎週水曜日の午前中に納品を

行った。 

(6)検品は、納品時に発注書に基づいて、品名、量、鮮度、衛生等、注文通りに納品されている

か検品を行った。 

(7)食材費の算定は、当月末日に締め、納品伝票と請求書の照合を行った。 

(8)給食関係帳簿は、給食管理日誌、衛生管理チェックリストは、毎日記入した。 

(9)保存食は、原材料と調理済み食品を各５０ｇずつ密封し、２週間冷凍保存した。 

(10)検食は、１１：３０分～１１：４０分に行った。 

(11)検便は、毎月１回行い、検査を行った。 

(12)保険所立ち入り検査は、行われなかった。 

(13)食堂、厨房の塩素消毒を行い、特に安全で衛生に気をつけて安心できる給食を提供した。 

(14)年間行事(行事食) 

４月 入所式   ７月 ダイニングパーティーあし １０月 わはは祭り 

 １２月 クリスマスメニュー   １月 鏡開き    ２月 ダイニングパーティーあし 

 

11 送迎体制   

(1)9コースの送迎を行った。3名の新規利用者に伴い、送迎コース・時間の確認、変更を行っ

た。 

(2)毎月第４週に、担当職員による送迎委員会を実施し、送迎職員と担当職員（送迎担当・車両

担当）間での情報共有や課題の整理を行った。 

(3)職員のローテーションによる月間スケジュールで運行した。 

(4)安全運転を心掛け、車両の保守管理を確実に行い、不備が生じた場合は、早急に対応した。 

（乗降マニュアルの作成・車内汚物処理セットの確認・アンダーパス迂回路について） 

 

Ⅳ－４．事業体制報告   

 

１  人事管理   

(1)適材適所の分掌職員配置に努める。  

支援部(ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ)を設置し、サービス管理責任者(ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ)とともに職員(ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｼﾞ

ｰ)へ教育的スーパービジョンを行なうことに取り組んだ。  

(2)高い資質を持った職員の養成と配置を図る。  

各職種、階層ごとにキャリア、課題に即したキャリア、スキルアップを図る業務計画を立て

た。第１四半期に業務面談を行ない、策定し、実行する中で支援員のスキルが高まりレベル

アップしたチームアプローチをめざした。  

業務面談を通して各職員の資質、課題、希望を把握し、次年度の職員体制策定及び各人の業

務計画策定に役立てた。  

法人全体の観点による育成、人事異動について法人本部と連携した。  

 

 



２  研修、人材育成  

(1) 事業所内研修において、以下の取り組みを行った。 

・K.Kライズによるタイムマネジメントと会議の効率化研修の実施 

・講師の宇都宮氏による「音楽療法士から見た仲間の主体性と支援現場におけるその応用」

の研修を実施した。 

・法令順守、苦情解決、虐待防止 

(2)職員任意参加の自主研修を行った。研修内容については年度当初に各職員からの意見をもと

に作成し、月 1回実施した。 

(3)昨年度に引き続き、法人研修委員会にて法人内各階層のスキルアップについて検討した。ま

た、2019年度は、法人研修委員会に参加した。 

(4)事業所外研修は以下の通りである。 

4/23    仕事の基礎力養成講座（恵藤） 

5/28-3/24  福岡市 SV養成研修会 全 6回（志垣） 

6/4        平成 31年度記録技術研修 基礎コース（平山） 

6/5        平成 31年度記録技術研修 実践コース（米澤） 

6/7        権利擁護に関する実践向上研修（山内） 

6/13       感染症予防研修（森下） 

6/25       主任・リーダーいきいき交流プロジェクト（岡村） 

7/2-10/8   福岡県相談支援従事者初任者研修（志垣） 

7/3-8/9    福岡県相談支援従事者初任者研修（石本） 

7/4        安全運転講習（米澤） 

7/22-23    災害時要配慮者支援ボランティアリーダー養成講座（石本・志垣） 

8/5        福祉サービス事業所等の BCP（事業継続・復旧計画）講座（小関） 

8/8-9      福祉職員キャリアパス対応生涯研修過程チームリーダーコース（志垣） 

8/10       てんかん研修 

8/21       令和元年度労務管理研修～よりよい職場つくりのための労務管理～（岡村） 

9/2        こころの応急対応（メンタルヘルス・ファーストエイド）を学ぼう（岡村） 

9/5-6      福祉職員キャリアパス対応生涯研修過程チームリーダーコース（石本） 

8/31-9/1   きょうされん福岡市部第 28回職員学習交流会（参加者：21名） 

10/3       レクリエーション研修（伊藤） 

10/19-20   自閉症スペクトラム研修（尾崎） 

10/23      福祉送迎運転者講習（白倉） 

11/1       接遇研修（山川） 

2/7-9     アメニティフォーラム 24（岩倉） 

2/20-21   強度行動障害支援者養成研修・基礎（松岡）  

 

３ 労務管理   

(1)法人本部職員と連携し、社会保険申請等の手続き（補助）を確実に行った。 

(2)出勤簿・各種届出書を照合し、職員の年次休暇取得の管理を行った。 



（元年 10月より有休管理他の補助簿を作成し、職員が自身の有休残日数を把握しやすくし、

有休取得５日の義務化の管理を分かり易いようにした。） 

(3)就業・労務関連規定を法令遵守し、適正に行った。 

(4)職員の心身の健康管理に年間を通して留意し、早めの予防策を講じた。 

(5)日常の時間を意識した業務及び残業時間の管理を行った。 

(6)以上の業務についての専門的な助言を浜地社会保険労務士事務所に年間 60万円で業務委託した。 

（浜地社会保険労務士事務所への報酬費の支払い後に預かった報酬源泉税を法人事務スタッ

フと連携し年 2回、支払月の翌月に納付した） 

(7)衛生委員会を設置し、職員の心身の健康管理に努めた。 

 

４ 予算・財務管理  

(1)拠点別予算編成、決算業務を法人本部と連携して計画的に行ない、理事会、評議員会に報

告、決裁を得た。 

(2)毎月、実績確定月の月次試算表を元に予算対比の収支管理を行なう。・会計基準にもとづく

予算管理を行った。  

(3)中長期の設備維持・投資計画、修繕積立金のもと効果的な財務・資産管理を行った。  

(4)修繕、備品設備の維持メンテナンス、修繕補修、買換えを行った。  

  

５ 事務   

(1)小口現金を含む日常の出納、経理業務を経理規程により確実に行った。 

(2)拠点会計の〆日、提出日、財務 3表の理事長印押印日を厳守し、会計処理を行った。 

（拠点事務員が連携できるように、拠点事務員の打合せを設けた） 

(3)経理・出納、労務、庶務等の事務分掌業務を法人事務スタッフ、主任職員等と連携して行っ

た。 

(4)給与大臣、福祉大臣や表計算ソフトを活用し、効率的な事務作業を行った。 

(5)現場、行事引率補助や清掃などの分担業務を行った。 

   

６ 法令遵守、監査   

(1)経営、運営の執行にあたっては、障害者基本法、総合支援法、国の定める運営設置基準、定

款準則、新会計基準準則、各法令通知等を把握し、法令遵守に努めた。 

(2)福岡市指導監査基準、自己点検表、厚生労働省Ｑ＆Ａ等の運営指針の最新版を所管課のホー

ムページ等からダウンロードし、事務、運営業務のチェックを行った。 

(3)年 2 回の法人監査を実施し、法人本部と連携し監事からの指導を受け運営の改善に努めた。  

(4)福岡市指導監査がなかったため、法人本部から内部監査を受け運営の改善を図った。  

  

７ 広報   

(1)『ニュース 葦の家』の作成・発行 

毎月 1日に「ニュース葦の家」を発行し、行政や学校、地域等に配布した。 

発行部数 3160部／月。 

(2)インターネットメディアによる広報活動 

ホームページを運営・管理し、施設・法人の基本情報を公開して、必要に応じてホームペー

ジや FaceBook上で施設や法人関連の情報をアップした。 

「ニュース葦の家」記載情報を、ブログにも公開した 



(3)行事における広報活動 

わはは祭りでは開催チラシ（外注）、当日のステージスケジュール記載チラシ、広報誌、ポ

スターを作成した。また、地域へのチラシ配布や、新聞社・エリアセンターへ新聞折込み依

頼、メディアへの取材依頼など関係各所との連絡調整を行った。 

わはは祭りについては、ニュース特別号を発行した。 

 

８ ボランティア   

(1)勤マルで参加された方より、今後も機会があれば参加したいとの声がきかれた。 

(2)バザーやイベントの際は、各担当の職員でボランティアの確保をすることにより、新規のボ

ランティア確保にも繋がっている。 

(3)スケジュール 

５月 わはは祭りボランティア募集開始（各学校、機関への連絡） 

７月 ボランティア懇談会実施（１４名参加） 

わはは祭りボランティア連絡、保険加入 

８月 ボランティア暑中見舞い送付 

９月 わはは祭りボランティア集約、募集再連絡（各学校、個人）、行事保険加入 

１０月 わはは祭りボランティア連絡、反省会企画 

１１月 勤マルの日（１名参加）、福大生ボランティアサークル懇親会 

１２月 年賀状送付 

３月 ボランティア保険加入 

(4)実績 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 

43 名 22 名 22 名 38 名 49 名 32 名 

10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

321 名 38 名 46 名 17 名 36 名 25 名 

 

９ 地域交流  

○施設の仲間たちの活動を通して地域の方々と直接交流する機会を作った。 

(1)毎月、樋井川 3丁目のアルミ缶回収を行い、地域の方からアルミ缶を受け取った。また、

回収を通して学生ボランティアとの交流を図った。 

(2)毎月、樋井川 3丁目地域に葦の家ニュースと一緒に地域アルミ缶回収のチラシをポスティ

ングし、アルミ缶回収の協力依頼の宣伝を行った。 

(3)毎月、樋井川 3丁目、上長尾商店街、市役所、区役所、小学校、中学校、公民館等に葦の

家ニュースを仲間とともに歩いてポスティングしたり、配達したりした。 

(4)地域団体や店舗などに授産品購入依頼のカタログを持って行き、仲間とともに配達を行っ

た。（夏・冬） 

(5)施設内の行事（入所式、ボランティア懇親会、クリスマス忘年会、法人実践発表会）に地

域の方を招待し、参加していただいた。 

(6)地域行事（油山クリーン作戦、樋井川 4丁目夏祭り、堤地区大運動会）に仲間と参加し、

地域の方と交流を図った。 

(7)樋井川 4丁目夏祭りでは、実行委員会や祭り前日、当日、翌日に参加し、準備、設営、片

づけ等運営にも携わった。 



(8)わははダンサーズとして、ステージ出演を 3回（博多どんたく港まつり in奈良町、樋井川

4丁目夏祭り、障がい者週間記念の集い）行った。 

(9)毎月 2回、フレンドホームやスポーツセンターを利用し、公民館での地域カフェ（つつみ

カフェ、カフェ日和、柏原カフェ）に参加する等社会資源を利用した。 

(10)堤地区大運動会、樋井川 4丁目夏祭り、わはは祭りにおいて、備品の借用と貸し出しを行

った。 

(11)日中活動、行事の際のボランティア打診と受け入れを行った。 

(12)6月に４丁目 1区の清掃に参加し、地域の方と倉庫裏の草刈りを行った。 

(13)地域への施設開放として、４丁目町内会に食堂、作業室を提供した。 

○長尾中学校と交流する。 

(1)今年度、長尾中学校とのアルミ缶を通した連携はなかった。 

(2)わはは祭りで長尾中との連携を図った。 

○民生委員児童委員協議会との連携を行った。 

(1)月１回の喫茶店、わはは祭りなどにおいて、ボランティアの協力を依頼し、協力していた

だいた。 

(2)物品販売、バザー用品の提供協力を依頼し、協力していただいた。 

 

１０ 防災、安全、危機管理   

(1)施設の日常的なヒヤリハット報告を基に、積極的に事故の予防に努めた。作業日誌へのヒ

ヤリハット報告の記載内容について周知を図った。 

(2)法人リスクマネジメント委員会（4月 22日・9月 27日・2月 21日）にて報告、起こりや

すい事故等への対策案を検討した。法人全体の課題（嚥下の支援について）や生活介護事

業所の事故、ヒヤリハット報告を生活介護職員へ情報共有を図り、原因の分析、支援現場

の環境改善に努めた。 

(3)毎月、保守管理・防災危機管理合同会議を実施し、防災体制、設備、備品等の管理状況を

定期的に確認した。 

(4)保守管理・防災危機管理合同会議時および適時、非常食糧の備蓄状況（備蓄量・消費期

限）、非常時持出袋、緊急時備品の確認を行い、自然災害を想定した準備・管理を行っ

た。今年度は、備蓄米の入替を実施した。 

(5)感染症に対する研修・周知を感染症対策委員会と連携し新任研修と実践研修（10月 24

日）を実施した。 

 (6)施設内の防火管理体制を明確化し、年２回、消防避難訓練(7/2)と地震避難訓練(11/22)を

実施した。 また、衛生委員会にて、AED、心肺蘇生の講習を実施した。（福岡市消防局防災

センター事業推進課：8月 19日） 

(7)防火機器の年２回の法定点検を㈱セコムに委託し、委託業務を管理した。 

(8)防犯対策について警備会社セコムに業務を委託し、施錠管理を行った。 

(9)火災保険、施設賠償保険、パイオニズム物品賠償保険、ボランティア保険、自動車任意保

険の保険契約を更新し、必要に応じ保険の適用を行った。 

  

 



１１ 保守管理・日常の点検体制   

(1)毎月、施設内各部署の異常の有無について月保守点検表を用いて点検し、保守管理・防災

危機管理合同会議で報告を行った。修繕、取替えの必要が生じた場合、確実に連絡・報告

を行い、適宜補修・交換を行った。（本体施設：林／分室：米澤） 

(2)火元責任者を選任し、施錠チェック表を用いて毎日の施錠管理を行った。また電気の消し

忘れや水道の閉め忘れについて保守管理・防災危機管理合同会議にて確認し、終礼、職員

会議にて周知を行い、職員全体の意識付けを行った。 

(3)セコムによる機械警備、オーティスエレベーターの点検管理、ホーチキによる防火機器点

検、年 3回ワックスがけを行った。 

(4)観葉植物、置物、絵画等、施設内調度品の点検と維持管理を行った。（清掃、創作スタッ

フ） 

(5)台風、その他天災が予測される場合にはなるべく被害が及ばないよう事前の対策を行っ

た。また麻袋に入ったアルミ缶の台風対策について情報の共有を行った。 

(6)運動場、その他施設外周の草取りを定期的に行った。本体施設の垣根の剪定、桧原分室の

草木伐採を行った。  

 

１２ 車両管理    

(1)事故が起きた際は保険や修理作業の手続き等を迅速に行った。 

(2)車両管理台帳を整備し、定期的なメンテナンスと毎日の利用調整を行った。車検証や整備

点検記録はコピーを取り、台帳にファイリングし、管理を行った。 

(3)運行日誌の整備・管理を行い、日々の運行状況を把握・管理することに努めた。 

(4)毎月 1度（第 4月曜）送迎員を含めた送迎会議を行い、車両に関する情報の共有と意見の

集約を行った。 

(5)車税減免申請手続きを 5月（新車 7号）と 1月に行った。 

(6)定期点検、車検等をスケジューリングし、車両の運行に影響がないよう配慮した。 

(7)車税減免申請手続きを行った。 

(8)新車 2台購入した(5月 24日・日産キャラバン 10人乗り、3月 31日・バネット)。 

 

１３ IT 機器管理   

(1) PC（windows7）のサポート終了のため、16台（職員用 14台：￥1,065,780、仲間用 2

台：￥125,236）の PC入れ替えを行っている。また、処分については、ヤマダ電機で回収

して頂いた。（ハードディスク、メモリは葦の家で処理） 

(2) PCセキュリティソフトの導入を行っている。有料のセキュリティソフト「カスペルスキ

ー」を 3台（管理者 PC、生活介護葦の家メール専用 PC、授産品デザイン用 PC）に導入してい

る。その他の PCについては、購入時の付属、無料のセキュリティソフトを導入している。 

(3) PC入れ替え時には、法人本部と連携し、PCの初期設定を行った。各職員の PCのセキュ

リティ管理（ソフトの稼働状況）、windowsソフトの更新状況などのチェックを定期的に

行った。 

(4) 葦の家自主研修にて、法人事務局長（末次氏）を講師としてパワーポイント研修の実施

を行った。（12月 11日） 

 



１４ 清掃美化   

(1)作業場やトイレ掃除を清掃スタッフと職員で毎日確実に行った。清掃スタッフ不在時

は、清掃関連のローテーションを調整した。 

(2)年 3回の大掃除とフロアのワックス掛けを行った。5月、8月の 2回は業者に委託し、12

月年末大掃除の 1回は器具をレンタルし職員で行った。 

(3)施設内のゴミ出しや、アルミ缶整理の際に出たゴミの管理をした。 

(4)事業ゴミは決まった曜日に七福商会の回収に出した。  

   

１５ 実習生、研修生の受入れ   

(1)特別支援学校より１名の実習生を受け入れる。現場の中で他の仲間たちと一緒に葦の家

での生活、日課、作業などを体験してもらった。 

(2)西南学院大学より 1名、日本福祉大学から 1名、麻生医療福祉専門学校より１名の社会福

祉士実習生を受け入れた。現場での利用者との関わり方や支援における実践的取り組み、

アセスメント、支援計画策定などについて研修した。また、他事業所の体験実習や講義等

もプログラムに組み込み、幅広いソーシャルワークの視点について学習の場を提供した。 

(3)実習委員会の立ち上げを行い、社会福祉援助技術実習プログラムの見直しを行った。実

習生には、実際に支援計画作成～実施～モニタリングまでのプラグラムの実施ができた。 

(4)西日本短期大学より１名の保育実習生を受け入れた。 

(5)福岡大学より 2名介護等体験の学生を受け入れた。 

(6)中村学園短期大学より１名、麻生医療福祉専門学校より１名の自主実習生を受け入れた。 

(7)小中高生の体験学習については、友泉中学校より３名、上智高校から１名(自主体験)の職

場体験を受け入れた。仲間との関わり、支援など、福祉現場の仕事を体験してもらった。 

 

１６ 会議   

(1)毎朝職朝でケース、業務の連絡、報告、当日の班活動等の準備、確認を行うと同時に、終礼

を実施し、当日の報告及び翌日の準備、連絡、職員の共通課題の明確化等、徹底を図った。  

(2)毎月第２、４水曜日に定例職員会議を６０分間開催し、議決機関の役割を果たした。  

(3)毎月、給食、送迎、事務、ニュース編集、衛生、活動支援、保守会議を実施し、円滑な運

営を行った。  

(4)毎月下旬に運営研修委員会（主要スタッフ会議）を行い、円滑な組織的活動とチームアプ

ローチを行った。  

  

１７ 生活・家族支援   

(1)利用者、家族に対しては随時相談を受けるよう心掛けた。利用者自身の体調不良、けがに

よる入院、病院受診に対する支援、面談等を実施した。 

(2) 利用者ご家族のレスパイト支援のため、緊急の短期入所等を相談支援、短期入所事業所

（か～む、りーど）と連携して受け止めを行なった。 

(3)ケースによって施設長によるカウンセリングや支援会議を実施し、対応について検討した。 

(4)法人内他事業所と連携し、グループホームやショートステイの支援に兼務体制を取って勤

務を行った。 



１８ 団体加盟、運動  

関係団体とのやり取りを通して、職員間での情報交換・研修・スキルアップを図った。 

(1)以下の関係機関との連絡調整を行ない、必要に応じて会議等に参加した。 

① きょうされん  

・きょうされんから随時送られて来るお知らせ、毎月の TOMO、仲間ニュースの配布、閲

覧、回覧、ファイリングを行った。 

・賛助会員啓発・取りまとめを行った。 

・きょうされん国会請願署名活動の発信・取りまとめを行った。 

・7月 31日に仲間、職員できょうされん仲間の学習交流会に参加した。 

② 福岡市民間障がい施設協議会 職員部会  

・職員部会に参加した（令和元年 5 月・6 月・7 月・9 月・11 月・12 月…計 5 回）。関係

団体とやり取りを通して、情報共有を図った。また、他団体の施設祭り情報を聞いた。 

・研修企画に携わり、施設見学会を企画、12 月・1 月に実施した。 

・8/30 座談会に参加し、他施設職員との交流、情報交換を行った。 

・12/12 研修会に参加（社会福祉法人 明日へ向かって） 

(2)会議等での情報は職員会議などを通じて報告を行った。 

(3)諸団体とのやりとりの資料、会議資料などは回覧やファイル作成など、共有・閲覧でき

るようにした。必要に応じて研修などの参加を呼びかけた。 
 

Ⅴ．苦情受付結果  

(1)今年度は苦情に至るケースは無かった。 

(2)業務振り返りシートを 5月と 2月の 2回実施した。 

(3)振り返りシートを基に、各支援員への指導などを行った。 

(4)保護者連絡や、連絡帳を通して、個人情報等の応答に十分配慮するよう指導した。 
 

Ⅵ．次年度への課題  

１ 以下の通り課題解決に向けて取り組みたい。 

（１）創作授産品の販売ルートの拡大と新規商品の開発 

（２）所内研修、自主研修の充実、法人実践研究発表会における実践発表 

 （３）ＯＪＴ機能の強化（支援力を高めるＯＪＴ） 

     業務日誌を効果的に使い、（ＳＶ機能を発揮しながら）ＯＪＴを実施するサビ管、

支援部員、班リーダー等とＯＪＴを受ける支援員は、記録をつけ、実施状況と評価を

日々～月ごとに行うこと。 

             ＯＪＴ指導項目は、現場のニーズに応じて項目を決めること。（教えること、モデル

を示し見習わせること、経験させること） 

（４）支援体制の確立と組織強化・・・支援部機能の強化と財務の安定化 

（５）人材育成とライン形成 

１）高い資質を持った職員の養成と配置の実現 

支援部はサビ管と協力して支援体制の確立を図り支援力アップをめざす。 

   ２）ライン形成事業の一環として支援部を位置づける（組織強化） 

              班の支援員→班リーダー→支援部員→サビ管（主任）→(副施設長)→施設長のラ

イン下に確実な報告・連絡・相談ができる組織化された葦の家づくりを行う。 

（誰に相談すればよいのかが分かる組織体制づくり） 

（６）ＳＶ機能の強化と職員として働き続けるためのキャリアパスの理解を図る 



多機能型事業所「えーる油山」 

 

Ⅰ. 事業総括 

重点経営方針は、 働く環境づくり 地域福祉 家族支援 財務の安定及び 

会議時間の効率化と業務時間のタイムマネジメント であった。 

令和元年度（平成 31年度）の研修テーマである会議時間の効率化と業務のタイムマネジメン

トを掲げ、プロ（研修業者）の外部講師を招聘して研修を進めた。さらに支援スキル向上のた

め、「仲間の主体的行動の形成」を目指し、音楽レクリエーション講師（宇都宮 氏）の実践ビ

デオを見ながら仲間の行動分析を進めた。その中では、仲間の主体的行動の形成を図ると同時

に職員が仲間の主体的行動を見立てる力を養成する研修となった。また、社会福祉法人葦の家

福祉会の理念である、「障がいがあっても地域の中でふつうの生活」の実現を総合支援法に基づき

ながら、葦の家福祉会第３次中期５カ年計画（H27.4～H32.3）に沿って最終年度を終えた。結

果、通所事業部門では、えーる油山を開所することが出来、第３次中期５カ年計画の事業計画

を達成することが出来たところである。加えて、第４次中期３カ年計画策定の年であり、策定

会議の中で、通所事業についての検討が行われた。 

短期入所利用時の送迎に課題が生まれ、サービス時間外の早朝にボランティアとして仲間を

支援しなければならない状態の発生については、「ハッピーサポート」事業を改編し、「いいね

っと」の組織化を図ることとなった。また、送迎事故の多発については、安全運転講習会の実

施等により減少することが出来た。今年度の事業収入については、家族の不調や仲間の体調不

良に伴う欠勤が発生し、収入が伸びなかった。今後も多様なニーズに応じた働く環境づくりと

仕事の創生をめざす具体的実践に職員一同が努めて行きたい。 

 

Ⅱ．重点事項報告 

重点目標と達成の為の基本理念の実現に向けた取組は、以下のとおりであった。   

１．地域で働く環境づくり 

障がい者が地域の中でふつうの生活をするため「地域で働く環境づくり」への働きかけを

する事業所及びライフステージを通した障がい者の活動の場づくりをめざしてきた。 

結果、昨年度より高い月の工賃を実現できたが、特別工賃を入れると昨年度より減少した。 

①堤カフェ（堤公民館）を訪問しながら地域住民の方との交流を行った。 

②地域活動（地域行事）への参加については、地域の方の信頼を得ながら少しずつ積極的に行

っているところである。 

③農作業を行うため、農地の取得については那珂川市に借地を見つけることが出来、新年度４

月に借地契約を結ぶこととなった。 

２．地域に開かれた施設づくり 

①人材育成 

地域福祉づくりをめざす職員の育成のため、市外、県外研修に取り組み、支援スキルとコミュ

ニケーションの手立てを身に付ける研修参加を促し職員の資質向上を図ることができた。 

②地域福祉づくり 

民生委員・児童委員、自治会長、校区社協、学校等によるシンポジウム（地域防災）を計

画したが、コロナウィルスの影響で開催を断念した。 

大学、専門学校の社福士、保育士の実習受け入れを継続して各学校へ通知した。 



３．実践の基本となる支援方針 

   ①Ｅ；エビデンス（根拠）②Ａ；アカウンタビリティ（説明責任）③Ｔ；チームアプローチ     

       を仲間支援の柱にするための研修の充実に取り組んだ。また、支援員の基本行動目標（実      

       践の構えは、身構え、物構え、心構えの 3 要素を確立すること）を確立するための、 

① Ｍ；ミッション（任務や役割）を果たす支援者②Ｖ；ビジョン（先の見通し）を持った支 

援者③Ｐ；プライド（自ら誇り）を持つ支援者の育成に努めてきたところである。 

 

Ⅲ．事業実績 

（１）基本的な事業方針（事業理念） 

「多機能型通所事業所」を開所して 4 年が経過し、「障がいがあっても地域でふつうの生活

を」実現する道筋を進んでいるところである。 

 基本理念は、以下のとおりであった。 

 

   ①障がい者が地域の中でふつうの生活（くらし）をするために「地域で働く環境づくり」へ

の働きかけをする事業所作りをめざします。 

   ②青年期から高齢期までのライフステージを通した障がい者の活動の場の提供を行う施設づ

くりをめざします。特にアート活動と農作業のコラボをめざした活動を行います。 

   ③地域に開かれた施設づくりをめざして、施設開放（コミュニティづくり）に取り組み、時

代のニーズに応じた地域福祉づくりをめざします。 

そのため、以下のような支援方針と活動をめざしてきた。 

 

（２）支援方針 

   地域の中で「働く」又は「活動する」場面や場所の保障を行い、利用者一人ひとりが自己決

定・自己実現できることを目指してきた。また、組織の中に副施設長職を設け、支援員の資質

向上を図るために SV機能を持たせ、ラインを意識した組織づくりをめざした。サービス等利用

計画を基軸に作成した個別支援計画を基に、個に応じた支援と利用者の活動内容の創造を目指

した。この方針はえーる油山で働く職員が、地道な努力と実践力を高めながら、地域の人材を

活かした地域福祉づくりに貢献できることを狙って取り組みを進めた。 

 

（３）利用者に対する今年度の取り組み 

 １）利用者の増に伴う対応 

えーる油山の環境設定 

① 東側駐車場奥に物品倉庫を設置した。 

② 堀氏畑に農作業用物品倉庫を設置した。 

③ 副作業室の環境改善（個別支援スペースの共有化） 

④ 1 階・2 階の更衣、ロッカースペースの拡充。 

⑤ 外活動を定期的に取り入れることで、仲間の特性に応じた作業スペースの分離を行い、

取り組みやすい環境設定を心がけた。 

⑥ 利用者増に伴い、軽ワゴンを 1 台購入した。 

⑦ 近隣地に 2 台分の駐車場を確保した。 

 

 



  ２）実習生の受け入れ 

   ・特別支援学校の在校生の実習及び見学の受け入れ 

2 名の実習生を受け入れた。内訳は以下の通りである。 

前期：2 名（生松：2 名） 内 生介：2 名 

後期：1 名（屋形原：1 名）内 生介：1 名 

特別支援学校在校生や他事業所利用者の見学は随時受け入れた。 

 

（４）利用実績 （就労継続支援Ｂ型事業定員；10 名、生活介護事業定員 20 名） 

 ① 職員数 

    管理者 1 名、副施設長 1 名、サビ管 1 名、支援員（正職員 8 名、常勤 1 名、非常勤 4 名） 

事務員（常勤 1 名）、看護師 (非常勤 1 名)、送迎員（非常勤 3 名） 

 ② R1 契約者数の推移 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

就労Ｂ型 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

生活介護 23 23 23 23 23 23 23 23 23 24 23 24 

③ 一日の平均通所利用実績（年間開所日数；257 日） 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 計 

就労Ｂ型 4.52 4.45 4.57 4.64 4.32 4.48 4.05 3.81 4.00 3.95 4.00 3.67 4.21 

生活介護 18.95 19.73 19.43 19.91 19.09 19.48 18.68 17.95 17.95 18.00 18.81 20.76 19.06 

④ 利用者の区分 

 区分 3 区分 4 区分 5 区分 6 計 

就労Ｂ型 1 1 3 0 5 

生活介護 0 3 9 12 24 

 

・営業日 259 日、開所日 257 日（予算計上日：256 日） 

 

Ⅳ－１．事業内容報告 

     第 3期中期 5カ年計画に沿い、葦の家福祉会基本方針を具現化するために、以下の基本方針に

基づき事業展開を行った。 また、地域で働く環境づくり、青年期から高齢期までのライフステー

ジを通した障がい者の活動の場の提供、施設開放（コミュニティづくり）に取り組み、時代のニー

ズに応じた地域福祉づくりを柱として以下の事業に取り組んできたところである。 

１．地域で働き生活する環境づくりと事業内容 

（１）働く＝工賃保障の取組みのため、ボンラパス・ハローデイや福岡市主催のお祭りにおける

バザー出店活動実施。 

（２）地域活動（夏祭り、地域清掃活動等）へ利用者・職員で参加していった。 

（３）自主製品づくり及び販売活動拡充のための販路拡大と物販配達の充実に取り組んだ。 

（４）農作業を屋外活動の柱にしようと取組んだが、わずかな農地の確保はできたが大規模作付

まで至らなかった。 

（５）地域福祉づくりへの参画はこれからである。えーる油山ニュースの紙面充実を図った。 

（６）人材育成(所内研修会の充実及び所外研修会参加)によるｽｷﾙｱｯﾌﾟを図った。 

（７）レクリエーションの企画充実。（バスハイクの実施…いのちのたび博物館） 

（８）財務の安定。（黒字化を維持できた） 



Ⅳ－２．運営報告 

（１）管理体制 

施設長・副施設長・サービス管理責任者・3 名の班リーダーのライン体制を構築し、朝

礼、終礼、職員会議等で報連相の徹底を図った。 

 

（２）研修 

事業所内研修において宇都宮氏による研修を受け、「音楽療法から見る仲間の主体的表現

（表出）と現場におけるその応用」を学んだ。えーる油山においては、「法令遵守」「虐待防       

止」「苦情受付」の内容を取り上げた。自主研修は、各職員によるプレゼン形式で進めた。 

 

（３）広報 

堤公民館、市役所（葦の家の仲間による）、発達教育センター、福岡銀行樋井川支店、樋

井川テラス、葦の家、ほっとほっと、すまいるホームに施設広報の一貫として、ニュース

配達を行った。 

・後援会だよりにえーる油山ニュースを同封し、後援会会員への活動報告を行った。 

・葦の家福祉会のフェイスブックにえーる油山の活動報告を写真入りで掲載した。 

 

（４）保守管理 

・施設環境に不備が発見された際に適時修繕や改良を行った。 

・施錠確認や電源・水などの確認を行い、不備や不具合を発見した際には、職朝・終礼・

職員会議などで報告を行った。 

・えーる油山保守点検表を使用し、職員各位による保守管理を行った。 

・台風・その他天災に際し、事前に対策を行った。 

 

（５）防災、リスクマネジメント 

     日常に起きた事故・ヒヤリハットを毎日の終礼で取り扱い、職員一人一人が振り返りを   

    持つ場面を設定した。年３回あったリスクマネジメント委員会にデータを報告し、直近の

職員会議でも取り上げて情報共有を図った。年２回、火災と地震を想定しての避難訓練を

実施した。法人全体の BCPとえーる油山簡易版 BCPを作成した。 

 

（６）会議 

     職員会議(月２回)、活動支援会議（２か月に１回）、衛生委員会(毎月)、カレンダー会議 

    (毎月・葦の家と合同)、工賃支給会議(年４回)、健康支援会議(年２回)、サービス管理責

任者合同会議(年４回)を行った。 

 

（７）ボランティア 

    ・毎月２回、看護師ボランティアさんが来所され、ヨガダンス活動を取り組めた。 

    ・障がい者スポーツ大会に一般ボランティアさん 2名に協力いただいた。 

 

（８）清掃美化 

    ・年に２回クリンネス週間を設け、普段清掃を行う事ができない箇所の清掃を行った。 

    ・１１月から３月までの期間、塩素とアルコールを用い施設内消毒を行った。 



Ⅵ－３．支援報告 

（１）創作企画渉外（販路拡大） 

・創作活動支援、画材の管理・購入を行った。前年度以前の利用者の作品の整理を行った。 

・葦の家と連携し、カレンダーへの利用者の作品の選考を行った。 

    ・新しいデザインでのタオル（今治ブランド）を発注し、販売した。 

・新たに外部の方（個人）と授産品の委託販売の契約を結んだ。買取７０％、委託８０％ 

 

（２）就労支援事業会計 

・収支表は別紙参照 

毎月工賃支払いを行った。事務職員と連携を図りながら、収支の把握を行い、必要経費

などは、各職員から事前に計画を立てたり、予算書などを提出したりするなどの指導も行

った。 

 

（３）支援過程・ケース管理 

アセスメント面談に基づき個別支援計画を作成し、支援計画面談において説明した。半

期に一度モニタリングを行い、モニタリング確認書によってご家庭からの意見を確認した。 

 

（４）訪問看護 

精神保健福祉士が月に一回来所し、７名の利用者の様子の確認とケース担当・サービス

管理責任者との面談を行った。面談の内容については報告書を作成し、ケース担当以外の

常勤・非常勤職員にも回覧して情報の共有を図った。精神保健福祉士からは、これまでの

来院時の様子や保護者からの聴き取り内容も踏まえて助言をいただいた。 

 

（５）健康管理 

・毎週月曜日に看護師によるバイタルチェックを行った。 

・急な受診に備えて、「医療機関受診カード」を作成し、変更があれば更新を行った。 

・6 月と 12 月に長尾病院・結核センターによる健康診断を行った。 

・感染症や健康についての情報を利用者・保護者へ周知した。 

 

（６）生活用品・生活介護環境 

・利用者が快適に過ごせるように生活備品の管理、環境の整備・管理を行った。 

・施設内の温度管理を行った。（朝の空気の入れ替え、作業室の扇風機、各部屋のエアコン、

女子更衣室のヒーター） 

 

（７）送迎 

・５コースの送迎を行った。 

・送迎員が１名増え、送迎員３名と支援員 2 名で送迎を行った。 

・送迎利用者が増えた際、ポイント検討、配車の検討を行った。 

・緊急対応時にはすぐに応援体制を取った。 

    ・短期入所・日中一時サービス時の送迎を行った。 

 

 



（８）授産品管理 

在庫管理票を作成し、販売・生産・在庫数を把握した。また、授産品の材料費の一覧表

を作成した。在庫管理票の生産部分を職員、販売部分を事務員が管理し共有している。 

 

（９）さをり織り 

・表現活動の一環として利用者の自主表現性を高め、尚且つ利用者の日課の安定を図った。 

・商品の売り上げは 23,690 円であった。 

 

（10）フェルト 

・フェルト商品総売り上げ 246,646 円、材料費 65,983 円であった。 

バザー出店などで授産品販売活動を行い、月終わりの全体集会では売上額を利用者と振

り返ることが出来た。 

１２月末まで、毎月１回エアープランツ天狗堂へ、0.3ｇと 0.5ｇのフェルトボールの納

品を行なった。利用者の保護者や外部のボランティアの方にフェルトボールの授産品の加

工を依頼した。 

 

（11）農園 

今年度は、施設横の畑の他に２か所の畑をお借りし、じゃがいも、玉ねぎ、にんにく、

大根、里芋、さつまいも、枝豆を作付した。収穫した野菜は、葦の家食堂、すまいるホー

ム、えーる油山職員や保護者に購入いただいた。今年度も、にんにくを黒にんにくに加工

して販売した。売り上げは玉ねぎ14,250円、さつまいも9,630円、じゃがいも9,700円、にん

にく32,730円、黒にんにく1,920円、大根3,740円、里芋2,900円、枝豆3,950円で合計

105,820円であった。 

 

（12）レクレーション 

障がい者スポーツ大会に参加した。バスハイクの企画として、福祉車両を使い北九州市

立いのちのたび博物館に行き、職員・利用者同士の交流を図った。 

・年度末に令和 1 年度を通しての利用者の活動の様子などの写真販売を行った。 

１２月にクリスマス会を行い、バックにクレヨンで好みの絵を描き、オリジナルなバッ

ク作りとケーキやジュースを飲食しながら茶話会を行った。 

・２か月に 1 度、季節に応じた調理体験を行った。 

 

（13）公園清掃について 

樋井川および東油山地域の公園 1 か所筒を受け持ち、週 1 回のペースで公園までのゴミ拾い

と公園内の草取りを行った。併せて遊具のチェック作業を利用者と職員で一緒に行った。 

     報奨金として樋井川４号公園28,000円、東油山公園34,000円の収入を得た。 

 

（14）受注品作業について 

エアープランツより液体肥料のボトリング作業を請け負い、液体の計量、シール貼り、ボトル

の袋入れなどの作業に取り組み、月６０ペースで作業を行った。 

トーシンよりカップの袋詰め作業を請け負い、カップの数え、袋入れ野作業に取り組み、月 

2,000～3,000ペースで作業を行った。 



（15）食事提供 

    昼食に月・水・金曜日は「花の花」、火・木・土曜日は「菜根譚」の弁当を提供した。 

 

（16）バザー出店 

日 付 バザー名 売り上げ 

通年 ハローディ春日店 ６７，３３０円 

通年 ハローディ橋本店 ２３，１８０円 

通年 ハローディ周船寺店 ３０，２７０円 

通年 ボンラパス薬院店 ５２，９６０円 

５月４日 どんたくバザー ２０，８９０円 

５月１９日 つくしんぼ祭り ６，８５０円 

７月２７日 長住まつり １３，０００円 

７月３０日 きょうされん会合 ５，４６０円 

８月３日 東油山盆踊り １２，４８０円 

１０月１３日 わはは祭り ５１，８９０円 

１０月１９日 樋井川ハロウィンウォーク ７，０２０円 

１１月１７日 堤文化祭 １２，４３０円 

１２月６日 南福岡特別支援学校バザー ９，９６０円 

１２月８日 障がい者週間記念の集い １４，６４０円 

１月１５日～１９日 まごころ製品台販売会 ７１，３８０円 

２月８日 ふれあいバザー １０，９００円 

                                合計 ４１０，６４０円 

     ２月２８日以降の６回のバザー出店は、コロナウィルスの影響で自粛した。 

 

（17）高工賃への取り組み 

就労継続支援 B 型利用者の基本給 5,000 円を維持し,評価給は昨年度同様 1,000 円とし

ている。今後も、利用者増そして高工賃保障のため商品の販路拡大、作業開拓が必要とな

る。そのため、福岡市障がい者施設工賃向上支援プログラム研修に参加し、工賃アップに

つながる経営や売れる商品サービスの改善・開発などについて学んだ。 

 

（18）その他の作業 

     物品販売の配達は実施することができた。配達料は前期 77,258 円、後期 87,000 円であ

った。 

 

Ⅴ．苦情受け付け結果 

苦情受付件数 ０件    苦情に至らない要望 ０件 

 



福岡市立屋形原・若久特別支援学校放課後等支援事業 

 

Ⅰ．事業総括 

１．年間経営方針 

重点経営方針は、安心・安全なルーム環境づくり  家族支援 学校・行政・放課後

等デイサービスとの連携 を掲げ、社会福祉法人葦の家福祉会の理念である、「障がい

があっても地域の中でふつうの暮らし」の実現をめざして委託事業運営を行ってきた。

屋形原特別支援学校放課後等支援事業の一日の平均利用者数を５名程度に想定、若久特

別支援学校放課後等支援事業においては１～２名を目標としていた。結果的に屋形原は

平均4.4名、若久は4.5名と若久については大幅に目標数を上回った。また屋形原特別支

援学校の病弱児ルームについては、今年度の契約者はいないものの、職員の知見を高め

るとともに新規利用受け入れに向けて学校内自立活動室に設置していた備品の確認や整

理を行ってきたところである。 

重点目標は、安心･安全な支援体制づくり 会計処理の仕方や予算組み、執行計画につ

いての見直し を掲げ、特に個別加算について四半期ごとの収入予測を丁寧に行った。 

 

 

Ⅱ．重点事項報告 

重点目標と達成の為の基本理念の総括は、以下のとおりである。 

１．屋形原特別支援学校放課後等支援事業（どんぐりルーム） 

（１）屋形原特別支援学校運動場内専用棟どんぐりルームを使用した。 

（２）日常の支援で出てくる課題整理を日々の朝礼や定例会議で行った。 

（３）個別対応支援を必要とされる利用者へは1:1 のスタッフ配置を行った。 

（４）安全に配慮したルーム内の環境設定を行った。 

（５）季節行事や調理体験、社会科体験等のイベントを企画設定し実施した。 

（６）行政,学校,保護者,他事業所(含放デイ)との情報交換、ケース会議等を行った。 

（７）若久特別支援学校放課後等支援事業の利用者と合同での活動を企画実行した。 

 

２．屋形原特別支援学校放課後等支援事業（たけのこルーム） 

  ＊契約者数０名、実利用者数０名 

（１）学校との情報交換を行った。また入学説明会へ参加し利用促進を図った。 

（２）すこやか棟自立活動室設置備品の整理、確認実施、環境整備を行った。 

 

３．若久特別支援学校放課後等支援事業（たんぽぽルーム） 

（１）若久特別支援学校内プレイルーム①を活動拠点に学校内施設を活用した。 



（２）日常の支援で出てくる課題整理を日々の朝礼や定例会議で行った。 

（３）個別対応支援を必要とされる利用者へは1:1 のスタッフ配置を行った。 

（４）安全に配慮したルーム内の環境設定を行った。 

（５）季節行事や調理体験、社会科体験等のイベントを企画設定し実施した。 

（６）行政,学校,保護者,他事業所(含放デイ)との情報交換、ケース会議等を行った。 

（７）屋形原特別支援学校放課後等支援事業利用者と合同での活動を企画実行した。 

 

 

Ⅲ．事業実績 

○ 運営、支援状況 

１．運営体制、業務分担について 

屋形原・若久 管理者：小関 

屋形原・若久責任者：是永 

若久補佐：園山 

常勤職員：大庭 

事務員：保田 

・会計責任者を小関正利、今年度より出納職員は屋形原が是永、若久を園山とし、事務員

保田と共に事業所専用金庫を取り扱った。 

・毎月の運営会議、月例会議、スタッフ研修等で法人・各事業の情報を各スタッフへ報告

し、スタッフ間の情報共有を行った。 

・保護者会と一緒に利用者を増やすために協議し、ルームの活動紹介や案内のニュースを

掲示したり、PTA 役員会で活動報告を行ったりした。 

・業務分担 

利用調整、シフト調整 ……………… 園山 

小口現金 ……………………………… 保田 

研修、ボランティア窓口 …………… 是永 

おやつ購入、代金徴収、備品管理 … 大庭 

 

２．危機管理、リスクマネジメント 

・令和元年度、利用者の関わる大きな事故として、若久特別支援学校放課後等支援事業に

おいて校内で利用者と車両の接触事故が発生した。大事には至らず擦り傷の軽傷で済ん

だが、市役所への事故報告と、学校、保護者、市へ事故再発を防ぐ対策について協議確

認する場を設け、情報周知を徹底して行った。 

・スタッフへヒヤリハットの意識付けを行う。また集約したヒヤリハット報告をスタッフ

研修の場で都度行った。まとめた情報はリスクマネジメント委員会にて報告、協議行っ

た。 



 

３．活動実績 

➢どんぐりルーム 

・ルームではDVD 観賞や遊具遊び、絵本読み、絵描き、工作などを行い、その他学校設

備のプレイルームや図書室、廊下の三輪車･ワゴンを活用、運動場での遊具、ボール、

自転車などの活動を行った。 

・事前に季節行事やイベント企画を立て、公共施設の動植物園や運動公園、工場等への

社会見学、ショッピングモール等など外出レクリエーションを実行した。 

・地域の公園(仲の原公園、桜ケ丘公園)への散歩、夏休み中にビニールプールや学校屋

外プールを使用した水遊びを行った。 

・時季に合わせたレクリエーション行事を企画・実施した。また学校の先生方や保護者

の協力をいただきハロウィンやクリスマス会などの行事を実行することもできた。 

➢たけのこルーム 

・今年度は実質利用者0 名であった。 

➢たんぽぽルーム 

・ルームではDVD 観賞や遊具遊び、絵本読み、絵描き、工作などを行い、その他学校設

備のプレイルームや体育館、図書室、廊下の三輪車･ワゴンを活用、運動場での遊具、

ボール、自転車などの活動、体育館の活用を行った。 

・事前に季節行事やイベント企画を立て、公共施設の動植物園や運動公園、工場等への

社会見学、ショッピングモール等など外出レクリエーションを実行した。 

・地域の公園（筑紫ケ丘公園等）への散歩、夏休み中は若久特別支援学校や屋形原特別

支援学校の屋外プールを使用した水遊びを行った。 

・時季に合わせたレクリエーション行事を企画、実施した。 

・また学校の先生方や保護者の協力をいただき、ハロウィン等の行事を実行できた。 

・屋形原特別支援学校放課後等支援事業どんぐりルームと合同での活動、レクリエーシ

ョン企画等を行った。 

 

４．スタッフ体制 

屋形原・若久 管理者：小関 

屋形原・若久 責任者：是永 

若久補佐：園山 

常勤職員：大庭 

登録スタッフ：１０名（屋形原・若久 各事業所登録） 

木村(光)、松尾、木村(照) 、中原、樋口、古瀬、前田 

＊年度途中より雇用：小形（9月） 木下（2月） 印（3月） 

 



５．研修について 

・毎月1 回のスタッフ研修を行った。内容はリスクマネジメント、意思決定支援、感染症

予防等を行った。 

・常勤スタッフへの業務分担の見直し、引き継ぎを行った。 

・常勤以上のスタッフで外部研修（宿泊を伴う研修含む）へ参加することができた。 

 

６．関係機関との連携 

・どんぐりルーム、たけのこルーム、たんぽぽルームと子どもの状況に応じて、担任や教

頭、教務主任、支援部、放課後等デイサービス事業所や相談支援事業所と情報交換を行

った。 

・隔月で福岡市の運営法人連絡会議、市内事業所責任者部会会議に出席した。 

・年度初めに保護者会総会、それ以降も３回行われた保護者会役員会に参加した。 

・学校の支援部と個別対応児の支援について確認する場を設けた。 

・屋形原では学校と、放課後等デイサービスとの「やかた放課後ネットワーク会議」に参

加した。 

 

○どんぐりルーム専用施設について 

・ルーム内の模様替えや季節に合わせた装飾を行った 

・大掃除(年２回)、業者によるワックス清掃(年1回)、日々の清掃作業に取り組んだ。 

・事務所内の環境整備と備品整理を行った。 

・子どもたちの遊具や絵本等もバリエーションを増やし選択の幅を増やした。 

・個別対応の利用者支援の際、学校内生活学習室を借り活動した。 

 

 

○利用者実績 

屋形原特別支援学校；契約者数 ２２名    若久特別支援学校；契約者数 ２０名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 月利用者数 1日平均

4 51 2.1
5 72 3.3
6 90 3.6
7 88 3.4
8 56 2.2
9 67 3.0
10 81 3.1
11 81 3.2
12 79 3.3
1 70 2.9
2 70 3.0
3 74 3.1

合計 879 4.5

月 利用者数 1日平均

4 91 3.8
5 85 3.9
6 52 2.1
7 91 3.5
8 74 3.0
9 55 2.5
10 64 2.5
11 66 2.6
12 74 3.1
1 60 2.5
2 67 2.9
3 75 3.1

合計 854 4.4



年間開所日… 290 日     年間開所日… 290 日 

年間合計…どんぐりルーム 854 名   年間合計… 879 名 

〔月平均：71.2名、一日平均：4.4名〕   〔月平均：73.3名、一日平均：4.5名〕 

たけのこルーム 0 名  

               （前年度）… 557 名 

(前年度)…どんぐりルーム 1263 名   〔月平均：46.4名、一日平均：1.8名〕 

〔月平均：105.3名、一日平均：4.0名〕    

たけのこルーム 0 名   

 

○支援状況など 

➢屋形原特別支援学校 どんぐりルーム 

・高等部の利用が多い。小学部1年生の新規契約が３名あった。 

・個別対応児３名。その中でも特に行動障がいのある利用者に対して個別対応支援を行っ

た。 

・利用定員に満たない日が多い。利用者０名の日が毎月ある。 

・利用者への利用申し込み表へルームイベントや外出予定を表記したことで、その日に合

わせて申し込みが増えるようになった。 

・保護者会総会では、管理者による児童の卒後に向けた、今必要な意識や取り組みについ

ての研修会が行えた。 

 

➢屋形原特別支援学校 たけのこルーム 

・昨年度に引き続き今年度も利用者が無かった。 

➢若久特別支援学校 たんぽぽルーム 

・小学部の児童の利用が多い。６名の新規契約があり、うち5名が小学部児童。 

・個別対応の児童は２名。その内１名は土曜日以外の平日で毎日利用があった。 

 

○次年度に向けての課題など 

・人員配置体制見直しに伴う職員の確保と、人件費に合わせた他の支出の削減。 

・新任職員の育成を中心に、各階層のOJT 研修実施。 

・公民館活動、地域活動への参加促進。 

・放課後等デイサービス事業や相談支援事業所との連携。 

・個別支援計画の実施とモニタリング（面談）の実施。 

・支援情報の整理･管理を行なう。 

・制度情報の収集と事業開設（放課後デイサービス、児童発達支援センター等）に向けた準

備体制 

・放課後等デイサービス、児童発達支援事業、児童発達支援センターに関した情報収集 



Ⅳ．事業内容報告 

１．組織化された職場環境づくり 

（１）新任スタッフを含めた新たなライン形成と分掌業務体制、階層ごとのOJT 研修を

行い、以下の内容を実施した。 

 

２．活動内容の創造と行政、学校、保護者、他事業所（含放課後デイ）との連携 

（１）活動内容の充実、個別支援計画作成を目標に研修参加やアセスメントを深めた。 

（２）行政、学校、保護者、地域、他事業所等（含放課後デイ）と連携を実施した。 

（３）運営、収支管理と支援情報の整理･管理を行った。 

（４）研修の充実（含制度学習）と備品管理・保守管理を実施した。 

 

 

Ⅴ．苦情受付結果 

令和元年度は、屋形原・若久特別支援学校共に苦情受け付けはなかった。 



ヘルパーステーションほっとほっと 

 
Ⅰ．事業総括 

サービス提供、組織・分掌体制を強化し、収益性を確保するサービス提供を行う。グルー 

プ ホーム、ショートステイの支援に入り、在宅のヘルパー支援の意義を再確認し、スタッ 

フ、利用者ともに楽しくやりがいをもって支援を行えることをめざす。 

サービス提供は、効率的なシフト調整、グループホームとの連携、月次の収支チェック

の徹底により、対応件数を増加し、収支の改善ができた。業務の明確化、組織・分掌の見

直し、労務管理の整備を行ったが、収支の改善を優先し不十分に終わった。障がい者のホ

ームヘルプにおける主体的な社会参加支援の意義や精神障がいのある方への支援などこれ

からの在宅サービスのあり方を学習した。 

 

Ⅱ．重点事項報告 

１． 組織、分掌ラインを明確化し機能させる。 

業務の明確化と組織図を変更し、事務業務、サービス提供責任者の効率化を図ったが

不十分に終わった。 

２． 報酬根拠のある支援調整を行い、月次の収支をＰＤＣＡで確認、修正していく。 

月 2 回、収入予定と結果を分析し収支改善につながる協議を行った。ショートステイ、

特例居宅のヘルパー兼務として実績件数を増やすシフト調整を行い効果があった。今後、

連携したシフト調整の継続、毎月約 100 件お断りしているサービス提供のためのスタッ

フ増、日中の在宅者のサービスの調整などによる収入増の対応が必要である。 

３． サービス提供責任者の業務と体制を見直し、強化する。 

中級、上級のサービス提供責任者の業務の中で、初級者に中級の補佐業務の引き継ぎを

行った。シフト調整を中級スタッフが中心となり実施するよう前期引継いだ。 

４． ＯＪＴ，人材育成など年間の方針をもった研修体制を組む。 

全体研修と別に研修プログラムを作成中だが、周知までできていない。 

５． ホームヘルプの意義を原点に立ち帰り再確認する 

全体研修で 10 周年誌を読み返し、スタッフの障がい福祉分野に関わるきっかけを共有す

る機会を作った。 

６． 地域生活支援推進会議と連携し、法人内で連携した支援を行う。 

中期計画部会の地域生活支援部会として連携機会を図った。 

７． りーど分掌体制と連携を図る。 

りーど内に年間予定表を掲示、保守チェック表など必要な掲示を行なった。 

 

Ⅲ．事業実績 

１．実施期間 平成 31 年 4 月 1 日〜令和 2 年 3 月 31 日 

２．実施事業 

（１）障がい福祉サービス   (居宅介護、行動援護、重度訪問介護、同行援護) 

  （２）福岡市地域生活支援事業 (移動支援) 

  （３）重度障害者等包括支援事業への派遣 



３．利用実績 

月 居宅介護 行動援護 同行援護 移動支援 小 計 

4 216 50 0 116 382 

5 252 56 0 112 420 

6 242 55 0 118 415 

7 254 55 0 118 427 

8 223 51 0 84 358 

9 227 37 0 98 362 

10 235 48 0 95 378 

11 220 45 0 90 355 

12 231 38 0 89 358 

1 205 42 0 82 329 

2 212 45 0 90 347 

3 222 36 0 81 339 

小 計 2739 558 0 1163 4460 

  ＜契約者数 ／ 128 名＞  

 内訳：在宅の知的障がい児者(137 名)、身体障がい児者(4 名)、精神障がい者(4 名) 

４．スタッフ 

  〇管理者 友廣 

  〇常勤スタッフ 

   サービス提供責任者 臼井、串間（大）、上片野 

   常勤ヘルパー 志垣、桂木、高野、光安、吉原 

   登録ヘルパー 5 名(介護福祉士、訪問介護員、同行援護従事者等の有資格者等) 

拠点事務員 角田 

 

Ⅳ．事業内容報告 

（１）事務 

・法人監査、自己点検表チェックを実施した。 

・業務の明確化、分担・集約化を図り、事務業務の分掌を作り、サービス提供責任者を

配置したが、後期、支援業務を優先したため不十分に終わった。 

（２）広報 

法人フェイスブック、法人たよりで活動内容を発信した。 

（３）保守(清掃含)、車両管理 

りーどの保守担当と連携し、施設内外の保守点検と年間２回清掃を実施した。 

（４）防災、リスクマネジメント 

りーど内、消防避難訓練(１回)、自主計画による防災避難訓練（１回） 

（５）会議 



月例会議：ショートステイ合同実施。輪番をやめ主任が司会、進行がスムースになった。 

主任管理者会議：事務員も参加し、月 2 回開催し、報告、課題協議の他、実績、収支

チェックを毎月行った。地域生活支援推進会議で情報を共有した。実績状況

把握などを毎月することが次年度も必要である。 

（６）マニュアル等の整備 

   ・業務手順書を現状に合わせ、ヒヤリハットの事例に即して修正し、全体で再周知した。 

   ・11月にきょうされん地域生活部会と合同開催で災害対応の研修を実施した。 

  （７）研修、人事育成 

①全体研修…年間１２回実施 

4 月 ほっとほっと 10 周年誌振り返り 10 月 法人実践発表会ケース検討会② 

5 月 語ろう会 11 月 きょうされん福岡支部 地域生活支援部会 

『ヘルパーピンチ‼災害時のヘルパーの行動は⁉』～

地震大雨火事(家事)の危機を乗り越える～ 

6 月 平成 30 年度リスクマネジメント年間振り返り 12 月 ・ふくふくプラザ外部研修 

7 月 事業所説明会報告 

報告・連絡・相談研修 

1 月 【法人研修】 

障がい者虐待防止・権利擁護研修 

8 月 ご家族の想い N 様保護者 2 月 法人実践発表会※コロナ感染症予防対

策の為中止 

9 月 法人実践発表会ケース検討会 3 月 ・次年度意見交換会 

・法人実践発表会事業所内発表 

②外部研修 

日付 研修名 参加者 

7/2,4 相談支援従事者初任者研修 志垣 

8/10 てんかん講座 ふくふくプラザ 志垣 光安 

8/20 こころのケア共感部会研修 桂木 

9/2 こころの応急対応 桂木 

9/10,11,12,13 強度行動障がい者養成研修 志垣 光安 

8/31 9/1 きょうされん夏の職員学習交流会 臼井 串間 

8/3,10,11,12,25 9/3 11/23 行動支援研修 臼井(サブ講師) 

10/25,26 きょうされん全国大会 愛知 臼井 

11/25,26 キャリアサポート研修 串間 

1/12 星に語りて 映画上映会  臼井 光安 髙野 吉原 

3/17、18 強度行動がい者研修 吉原 

（８）分掌業務、サービス管理 

分掌 改善点 課題 

実績 
 

中間回収チェックを導入。回収漏れが毎

月減少し、チェック完了がスムースにな

った。本部事務スタッフと連携し、予定

通りに業務が進められるようになった。

特例居宅では、実績票の事前作成、重包

記入時の書き間違いや押印漏れなどが毎月

見られる。 

→各自、意識を高めるため月例会議、全体

研修等で発信する。提出前の各自のチェッ

クを徹底する。 



スタッフとヘルプ事業所でのダブルチェ

ックにより、過誤請求がなくなった。 

車両 
年間予定表を活用し、点検、保守など滞

りなく実施できた。 

・駐車許可証の更新の際、免許の更新が出

来ていない職員がいたので、車検や免許証

の更新時期の把握が必要 

→手続きに行く前に書類の確認 

・使用時に給油されていない事があったた

め、カードの管理についてもう一度検討し

直す。 

リスク

マネジ

メント 

事故や気になるヒヤリハットを月例会議

や全体研修等で職員に周知して注意喚起

を行い、再発防止に努めた。 
 

リスクマネジメント委員会で取り扱う資料

の作成が直近まで作業できず、打ち合わせ

が中々できなかった。事前確認日を含めて

業務調整を行う。 

研修 

委員会 

研修準備が不十分なことがあり、年度途

中で年間計画の見直しと、研修内容の確

認・振り返りを行なった。後期は法人実

践発表会に向けた準備を研修委員会と一

体で行なっている。スケジュールを見え

る化し、全体として取り組めている。 

登録スタッフの参加が少なく、今後は研修

の目的や対象を変更するなど検討する。 

令和 2 年度年間へ向けたスケジュールを作

成する。 

清掃 

美化 

りーど内で清掃当番表を作成し、定期的

な清掃が実施出来た。 

床拭き掃除・網戸・カーテンの洗濯も 

スタッフの協力により実施できた。  

外掃（生垣に絡んだ蔓の除去・雑草抜き・ 

落葉の処理等）、少し意識を持ってもらい

たい。月例会議後に定期的に行なうなどの

取組みが必要。 

※年に数回、月例会議後に協力して行なう 

 ことを年間計画に組み込む。 

PC 
OS の Windows7 が 2020 年 1 月 14 日に

サポート終了するため買い替えた。 

OS が Windows10 になり操作感が変わる。

会議で分からない点を聞き取り、対応する。 

福利 

厚生 

8月会議後に、清香園にて食事会を行なっ

た。毎月月例会議後に会費を徴収した。 

企画で全員参加するスケジュールを組むこ

とが難しい。      

※早めの企画決定と日程調整を行う 

防災 

危機 

管理 

7 月 26 日に消火避難訓練を実施。改善

指摘事項があり。全指摘事項を改善し

た。 

3 月 23 日防災避難訓練を実施。 

年度内 2 回の訓練の計画と実施。 

保守 
2019 年度所有しているものの修繕はな

かった。 

定期的にチェックできていなかった為、月

例会議で確認する。 

保健 

衛生 

熱中症や手洗いなど季節毎に注意すべき

事を、会議で発信することができたが情

報が不十分であった。目標がたてにく

く、結果が見えにくいことがあった。 

個人で準備している物があり、目標や課題

に対する経過が分からないことがあった。  

広報、求

人写真 

求人案内に掲載をした。 

ヘルパー養成校に説明にいった。 

ほっとほっとの要覧が作成できていない。 

ビデオや写真などの準備が必要。 



行事 

スケジ

ュール 

年間スケジュールを所内で掲示した。 

初めての試みで浸透させる必要性がある

が、年間サイクルのある業務把握がしや

すくなっている。 

今年度は無かったが、車検、ＰＣソフトの

更新時期など予算に反映すべき内容を前年

度からチェックする必要がある。 

会議 
所内で、月例会議、主任管理者会議を毎

月実施した。 

月例会議では、事前打ち合わせをして実施

したが、タイムマネジメントをレジメに入

れるなど改善が必要。 

主任管理者会議では、レジメをＨＨ、ＳＳ

統一できる書式を使い、簡略化を図った。 

シフト

調整 

作成案を串間、資料準備を志垣と分担体

制で実施。主任との確認事項の流れを作

成し、毎月予定通り実施できている。 

労務確認は、主任へ報告しながらシフト作

成を実施。ヘルパー不足のため、お断り件

数が増えているため、求人活動と共有した

取り組みが必要。特に土日の稼働、平日夕

方から夜の時間帯に稼働できるスタッフ不

足が課題。 

利用者

調整 

追加調整は他のスタッフの勤務状況を確

認して調整をしている。 

新規契約希望者の受け入れを検討してい

く。 

予定表

作成 

翌月フ

ァイル 

今年度から新しく、シフト調整の補佐的

な役割として取り組んだ。当月のスケジ

ュール受付に間に合うようにファイルや

回収チェック表を準備することができ

た。新規利用者や各種変更事項を随時リ

ストに反映させた。 

申込用紙や FAX 内容の確認をシフト調整ス

タッフと連携を行ったが、見落としや入力

ミスがあった。調整前のダブルチェックを

確実に行わなければならない。 

支援 

過程 

書式 

個別支援計画書作成の動きは他のスタッ

フからのフォローをもらって動いている

が、その他のスタッフに動いてもらう場

面の指示だしが明確ではない。作成まで

の流れを文面にして動く。 

モニタリング記載等は各自割り振りを行

ない。期間内に提出している。 

明確な作成の流れを作成して提示する。 

外部からのモニタリング照会の締切期限が

短い際に、提出が遅れてしまうことがあ

る。 

契約 

実務 

更新が必要な契約書の保管場所とファイ

リングを変更した。サイボウズに、契約

更新作業の指示を個人へ入力し、円滑な

更新が行えた。 

支援時に契約更新の手続きを予定したが、

支援がキャンセルになることが度々あっ

た。→早急に次の訪問日を確認する。更新

中の契約書ファイリングの仕方を模索中で

ある。 

 

Ⅴ．苦情受付結果 

苦情受付件数 ０件   



短期入所・日中一時支援事業(りーど・葦の家・桧原) 
 

Ⅰ．事業総括 

専従体制とヘルパーステーションと一体となった運営管理体制を敷き、ニーズ対応を強

化し、収益性を意識したサービス提供と兼務体制による収支改善を図る。 

1年間休職していた担当職員が復職し、ホームヘルプ責任者⇒常勤⇒非常勤へのライン形成

が再構築できた。夜間勤務ができる登録スタッフが男女とも増え、日中一時、短期入所のサー

ビス提供体制を整えることができた。新たに 3名の非常勤スタッフを雇用し、利用者の受入れ

増ができ、予算を上回る収入を得ることができた。反面、新採用のスタッフや全スタッフへ研

修課題がある。今後、定期的な研修の実施と情報共有のスタッフ会議が必要である。 

 

Ⅱ．重点事項報告 

１．常勤専従スタッフ確保し、支援・運営体制を整える。 

常勤専従スタッフの増員はできなかったが、登録スタッフ 2 名、夜勤専従の登録スタッ

フ 2 名を確保できた。実務担当職員が復職し、支援運営体制を再構築できた。 

２．法人内全体で夜勤を含むショートステイ勤務体制をとる。 

ヘルパーステーション、生活介護よりショートステイの応援勤務体制をとり、利用者の 

受け入れができた。 

３．報酬根拠のある支援調整を行い、月次で収支をＰＤＣＡで確認、収支改善を図る。 

 夜間勤務のスタッフが増え、利用者数を増やすことができ、収入増を図ることができ、

お断わりしていた利用者の受け入れ数が増えた。月 2 回の管理者、主任、事務員で会議を持

ち、月次の収支チェックを行った。 

４．実績、契約更新体制を整備する。 

実務担当職員と主任で実積、支援計画、受給者証等の管理、チェックに努めた。実績固

め請求上げの 2 重チェック体制を整備した。 

５．業務マニュアル（支援・事務）を見直す。 

業務マニュアルの見直しを行うことができなかったので次年度実施する。 

６．年間研修計画を立て実施する。 

 ヘルパーステーションの月次の全体研修に参加したが、ショートステイ独自の研修が行

えなかった。3月に常勤、非常勤スタッフの研修会を行った。今後は定期的に実施したい。

新任スタッフに個別でマニュアルや研修資料を使用した研修を行った。 

 

Ⅲ．事業実績 

 （１）期間 平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

（２）各事業の開所日 

 ・短期入所：12月 29日～1月 3日を除く日 

・日中一時支援 

 りーど：12月 29日～1月 3日を除く日(9:00-22:00) 

  葦の家、桧原：木、日祭日、12月 29日～1月 3日を除く日(9:00-22:00) 



（３）サービス提供地域 

 ・福岡市、春日市、宇美町、大野城市、那珂川市、志免町 

    (葦の家は筑紫野市も含む / 桧原は福岡市と宇美町のみ) 

（４）利用者 

 ・在宅の知的障がい者、身体障がい者、精神障がい(短期入所事業のみ) 

・契約者：短期入所・日中一時  計各 151名／障がい者 143名、障がい児 8名 

 （長年利用が無い契約者の人数は除く） 

（５）利用実績 

 

  

日中一時 短期入所 

りーど 葦の家 りーど 葦の家 

障が

い者 
児 計 

障が

い者 
児 計 

障が

い者 
児 計 

障が

い者 
児 計 

4 月 77 3 80 0 0 0 21 1 22 0 0 0 

5 月 96 1 97 0 0 0 27 0 27 1 0 1 

6 月 86 1 87 12 0 12 37 2 39 1 0 1 

7 月 103 3 106 0 0 0 41 2 43 1 0 1 

8 月 88 2 90 0 0 0 43 2 45 0 0 0 

9 月 86 2 88 0 0 0 41 3 44 0 0 0 

10 月 73 0 73 0 0 0 54 1 55 0 0 0 

11 月 86 0 86 0 0 0 52 1 53 0 0 0 

12 月 91 0 91 0 0 0 49 2 51 1 0 1 

1 月 74 0 74 0 0 0 49 1 50 1 0 1 

2 月 81 0 81 1 0 1 46 2 48 0 0 0 

3 月 83 0 83 0 0 0 42 1 43 0 0 0 

  1024 12 1036 13 0 13 502 18 520 5 0 5 

 

Ⅳ．事業内容報告 

（１）管理体制 

管理者 (葦の家、桧原)小関  (りーど)友廣 

シフト(利用者・スタッフ)調整 上片野 

常勤スタッフ 武田、非常勤スタッフ(兼務含む)７名、事務員 角田 

（２）研修、育成 

・毎月：ヘルパーステーション全体研修に参加 

・所内研修が非常勤の主婦、学生スタッフのため日程調整が難しく実施できなかっ

たが 3月に実施した。今後、定期的に日程調整を図り実施する。不参加者へは随

時個別での研修を行うことと研修報告を配布する必要がある。 

（３）事務 

・実務担当職員から主任へのライン形成、役割を分担・確認することで円滑な事務



業務を遂行できた。事務員の協力を得て、カバーし合える体制を構築している。 

（４）監査 

・「指定障がい福祉サービス事業者自己点検表（H28.11.1版）」の点検を行った。 

（５）広報 

・主任が広報委員となり、法人たよりや後援会たよりで広報を行った。 

（６）保守管理(清掃含)、車両管理 

・支援終了時や夜勤帯で掃除を徹底した。消耗品等は全員で定期的な在庫確認を行

った。他事業所の車両で送迎を行い、ソフトの利用予約入力を確実に行った。 

（７）防災、リスクマネジメント 

・りーどの年 2回の訓練に参加した。参加できない非常勤スタッフには個別で文書

での実施報告、災害時緊急時マニュアルの再確認と情報更新が必要である。 

・ヒヤリハットの提出が少なく、徹底したヒヤリハット記入と集約が行えていなか

った。年度途中の採用スタッフには個別でリスクマネジメント研修を行った。 

（８）会議 

・情報共有を行うためにヘルパーステーション月例会議に出席した。法人、りーど

内会議、委員会（法人運営会議、主任会議、リスクマネジメント委員会、地域生

活支援事業推進会議、重包会議、担当者会議など）に主任が参加し、状況把握や

課題発信に努めた。 

    ・月 2回の管理者、ほっとほっと主任、ショートステイ主任の三者で主管会議を行

い、情報共有や課題把握等を行った。 

（９）分掌体制 

  ・管理…友廣 

  ・リスクマネジメント…上片野 

  ・広報委員会…上片野 

  ・契約更新業務…上片野（ほっとほっと連携） 

  ・共同支援、車両、PC…武田 

・実績管理、確認、清掃美化、備品…武田、非常勤スタッフ   

 

Ⅴ．苦情受付結果 

   なし。 

 

 



城南区障がい者基幹相談支援センター 

 

Ⅰ．事業総括 

昨年度に引き続き、組織・ライン体制作りに取り組みながら、市全体の方針に合わせてケ

ース移管を進めた。一方で、新規相談の中では解決困難なケースも入ってきており、滞留す

る継続ケースの対応に追われ、区基幹相談支援センターの役割である地域体制整備がほとん

どできていない状況は課題として残った。相談員のメンタルケアについて、今年度は随時面

談等を通じて労務課題に対応した。次年度は、カウンセリングの場の設定等さらなる労働環

境整備に努める方向である。 

 

Ⅱ．重点事項報告 

 

１．昨年度に引き続き、組織・ライン形成、ＯＪＴ体制作りに取り組む 

報連相を適切に行えるよう、分掌図等により各職員の役割とそのラインを明確化した。 

 

２．業務の明確化を図る 

（１）業務のスリム化、効率化のため導入した相談支援システムソフトを活用し、支援過

程、請求等の流れを一本化した。 

（２）ICT 環境のセキュリティ、保守のアウトソーシングを行なった。 

（３）会議の定例化、時間設定の明確化を行い、効率化を図った。 

（４）デスク配置や事務所全体のレイアウト等を見直し事務環境を整備した。 

 

３．確実なケースワークと様々な相談への対応力の向上を図る 

（１）特に新規相談において、相談員がペア（複数）でインテークを行うよう工夫し、所内

ＳＶ機能による相談員のフォロー体制構築を図った。 

（２）外部研修については、年度当初の方針および計画策定に基づいた研修派遣を実施し

た。しかし、相談員の基礎（基礎的対応、電話・面接、接遇マナー等）については十

分に時間を取った所内研修を行うことができず、日々の OJT にゆだねた現状であっ

た。 

（３）年度当初に、ソーシャルワークや相談支援の基本的な意義について、全職員で共有
する場をもった。 

 

４．福岡市障がい者等地域生活支援協議会や市内の地域生活基盤づくりに参画し、 

 区内のネットワーク構築を図る 

（１） 福岡市障がい者等地域生活支援協議会の事務局会議への参加については、他区の基

幹相談支援センターとの情報交換を通して区部会やネットワーク構築の取り組み

の参考となるよう、通年で交替制を組むことができた。 

専門部会については、地域生活支援拠点等整備検討部会の小部会長を務め、法人

とも連携しながら拠点整備や面的整備に関する意見を部会へ反映させることがで



きた。触法部会は、部会主催の研修の講義講師を務め、相談支援事業者以外にも触

法障がい支援への理解を広めることができ、研修を通して受入れ事業者とのつなが

りをつくることができた。なお、地域生活移行部会については、法人内で部会の動

向に関する情報を共有した上で役割分担し、多方面から地域課題や個別課題を発信

することができた。 

（２） 地域課題に即したネットワークの構築において、2 月に企画していた城南サポネッ

トについては新型コロナウイルス感染拡大予防により中止とした。ネットワーク構

築と個別支援の両面から取り組みを進めていくことが課題となった。 

（３） 子育て支援、児童虐待防止のネットワーク研修に参画し、個別支援における連携に

役立てられた。行政や大学病院、児童福祉施設、学校の役割理解がさらに必要であ

ることが見えてきた。子と親両方への支援が必要な場合について、相互の権利擁護

の観点から両側への相談体制が必要となるが、十分な体制（相談員複数名）をつく

ることが難しかった。また、子育て支援に関する相談が増えたため、関係機関との

関係構築や連携が課題となった。 

（４） 法人の地域生活支援推進会議や事業所間で情報共有した。居住支援や居宅支援、相

談支援など生活支援全般について課題を法人内で共有しながら、専門部会での意見

提言に活かすことができた。 

 

５．労働環境の保全とメンタルヘルスケアに取り組む 

業務面談および随時の面談を活用し、労働時間管理により健康面への配慮を行った。また、

年に数回の茶話会を行った。カウンセラーの導入、集中スペースの設定においては課題とし

て残った。 

 

Ⅲ．事業実績 

１．実施事業 

（１）市町村障がい者相談支援事業（福岡市委託） 

◇対象者：原則、城南区内に居住する障がい児者等（障がい者手帳未所持者を含む）。 

◇個別の委託相談支援件数（延べ）、相談者数（実人数）：約 400 件/月、80 人/月 

（２）指定特定相談支援事業：契約者数：70 名 

（３）指定一般相談支援事業：契約者数：2 名 
 

２．開所日・時間 

月～金曜日 9：00～17：00 

   ※緊急の相談は、夜間・時間外・休日専用ダイヤルを輪番制で対応する。 
 

３．スタッフ配置、勤務体制 

（１）スタッフ配置 

センター長(兼務)西郷、主任コーディネーター田中、副主任コーディネーター田村 

コーディネーター：４名(専従)、2 名(兼務)、1 名(非常勤） 

  事務員１名(兼務) 

（２）勤務体制 基本開所日に従い、月単位の勤務表によるシフト制による。 

 



４．会議等 

（１）朝ミーティング 

ケース状況把握とスケジュール確認、新規相談ケースと初期対応の確認。 

（２）週報告会 

隔週でケース課題と方針を集約し、所長とコーディネーターによる協議。 

（３）業務運営会議(管理者、主任、主任補佐、拠点事務員) 

運営会議に向けて原則月１回開催し、運営面を主に重点課題の確認、研修や法人情報の

共有。 

（４）運営会議(全職員) 

原則月１回開催し、主に重点課題の確認、研修や法人情報の共有。 

 

Ⅳ．事業内容報告 

◇支援面 

１． 市町村障がい者相談支援事業（福岡市委託） 

（１）支援内容 

 障がい児・者、家族、介護者、関係者等からの相談に対し、家庭訪問等を通して心身の

状況や環境、生活に関する意向等を把握した上で保健・福祉・医療等の関係機関と連携

し、適切で効果的なサービスが提供されるよう計画的な支援・調整を行った。 

（２）対象者 

知的、精神、身体、発達、難病等の障がいのある人及び障がい児 

 

２．指定特定相談支援事業 

（１）支援内容 

サービス等利用計画作成、モニタリング、個別ケア会議開催等による支援を行った。

アセスメント・ニーズ整理・支援計画作成・モニタリング等を実施し、障がい者の地域

生活を支え、自立と社会参加に向けての課題解決やサービス利用に向けて計画的かつ

継続的に相談支援を行った。指定特定相談事業所へケース移管を行ないアフターフォ

ローも行った。 

（２）対象者：地域の指定特定相談支援事業所で受入困難なケース、福祉サービスを初め

て利用する人 

 

３．指定一般相談支援事業（地域移行支援・地域定着支援） 

  （１）支援内容 

① 地域移行支援計画書作成と同行支援等 

② 地域定着支援台帳作成と緊急連絡体制構築と緊急訪問等の対応 

③ 精神科病院や入所施設等からの地域移行を支援し、地域移行後、地域定着 

支援を利用し、生活安定化の支援体制を構築。 

（２）対象者 

精神科病院長期入院患者、入所施設や矯正施設等から地域移行を希望する利用者 

 



◇ 運営面 

1. 事業分掌 

（１）広報：パンフレット整備、新聞、他事業所情報誌、掲示物の整備を行った。 

（２）ソフト管理：相談支援システムの管理、ソフト内セキュリティ管理を行った。 

（３）保守管理：消耗品や備品管理を行った。PC 等については保守を外部委託した。 

（４）車両管理：車両運行管理、車両のメンテナンスや車検の手配を行った。 

（５）清掃美化：清掃呼びかけ、大掃除の調整、次亜塩素管理を行った。 

（６）感染症対策・リスクマネジメント：注意喚起、ヒヤリ・事故報告等を取りまとめた。 

（７）福利厚生：センター内懇親及び法人懇親会、慶弔規定の集金等を行った。 

（８）総務：委託契約・指定申請、スケジュール管理、文書整理を行った。 

（９）労務：シフト・労務管理、労務事務を行った。 

（10）財務・経理：予算・決算、経理、請求事務を行った。 

（11）人事：面談等をもとに人事考課を行った。 

（12）研修・人材育成：日々の業務の中での OJT および外部・相談支援専門員研修への参加。 

（13）防災・危機管理：年 2 回の防火防災訓練および BCP 検討を行った。 

 

2. 広報・啓発活動 

福岡市のパンフレットを活用し、随時の支援において広報活動を行った。一方、各校区に

担当コーディネーターを配置した啓発を行うことができなかった。 

 

3. 決算（別紙参照） 

 

 

Ⅴ．苦情受付結果 

 

苦情に至らない利用者からのご要望（お申出）： 2 件 （内、苦情受付 1 件） 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



相談支援センターあしっぷ 

 

Ⅰ．事業総括  

 事業立ち上げから 2 年が経過、区基幹相談支援センターとの兼務による 2 名ワーカ

ー体制により計画的なケース調整、事務管理を行った。一方、運営面における報酬の問

題については全国共通の制度上の大きな課題として残っている。そのため、少ないワ

ーカー体制でのケース管理、ヘルスケアを含む労務管理の問題等に対しては、法人内

における当事業所の位置づけや方針の共有、連携が必要となっている。  

 

Ⅱ．重点事項報告 

１．約 120 ケースについて、スケジュール管理による確実なケースワークと支給決定

調整を行った。 

２．システムソフトを活用し、業務の効率化を図った。  

３．研修等への参加により、様々な相談への対応力の向上を図った。  

４．担当者会議等を通じ、事業所間の確実な連携・調整に努めた。  

５．随時面談等により労働環境の保全に努めた。  

 

Ⅲ．事業実績  

１．実施事業 

（１）指定特定相談事業  

サービス等利用計画作成対象者に対して、アセスメント・ニーズ整理・支援計画

作成・モニタリング等（障がい者ケアマネジメント手法）を実施し、障がい者の地

域生活を支え、自立と社会参加に向けての課題解決やサービス利用に向けて計画的

かつ継続的に相談支援を行った。 

（２）対象者：障がい児者（障がい者手帳を所持しない者を含む）。  

（３）契約者数：116 名  

 

２．開所日・時間 

月～金曜日 9：00～17：00 

 

３．スタッフ配置、勤務体制  

（１）スタッフ配置 センター長(兼務)西郷 

相談支援専門員 2 名(兼務)、非常勤 1 名（兼務）、事務員(兼務) 

（２）勤務体制 開所日に従い、月単位の勤務表によるシフト制による。  

         ＊開所日以外では基本的に相談受付はしないが、出勤日とする場合あり  

 

４．会議等 

（１）朝ミーティング  

ケース状況把握とスケジュール確認、新規相談ケースと初期対応の確認。  

（２）週報告会 



隔週でケース課題と方針を集約し、所長とコーディネーターによる協議。  

（３）業務運営会議(管理者、拠点事務員) 

運営会議に向けて原則月１回開催し、運営面を主に重点課題の確認、研修や法人

情報の共有。 

（４）運営会議(全職員) 

原則月１回開催し、主に重点課題の確認、研修や法人情報の共有。  

 

Ⅳ．事業内容報告  

◇支援面 

サービス等利用計画作成対象者に対して、アセスメント・ニーズ整理・支援計画作

成・モニタリング等（障がい者ケアマネジメント手法）を実施し、地域生活、自立、

社会参加に向けての課題解決やサービス利用に向けた継続的な相談支援を行った。 

 

◇運営面 

1．事業分掌 

（１）ケースファイル、アセスメント、計画に関わる書類整備を行った。  

（２）契約書押印、契約書新規・更新チェック、受給者証写し・送付を行った。 

（３）スケジュール管理、シフト・労務関係事務を行った。 

（４）書類提出確認、国保連への請求、代理受領書発行、入金確認を行った。 

 

２．広報・啓発活動 

  パンフレットを活用し、訪問時等において広報活動を行った。 
 

３．決算（別紙参照） 

 

 

Ⅴ．苦情受付結果  

 

苦情に至らない利用者からのご要望（お申出）： １件  



すてっぷ・すまいるホーム 

 

Ⅰ．事業方針 

「障がいがあっても地域の中でふつうをの暮らしを」の理念のもと、すまいるホームの運営を

確実に行いながら、すてっぷ再開に向けて、人材確保・育成を行う。また、利用者の重度・高

齢化に伴う支援・運営の課題を明確化し中期計画への反映を行う。 

 

  

Ⅱ．重点事項報告 

1． すてっぷ再開に向け、3～4 名の夜勤ができる人材確保を行っていく。 

2． 人材育成に向け、各職員の分掌を明確化し、ＯＪＴ機能を発揮させる。 

3． 他事業所との連携をもとに効率良いシフトを確立する。 

4． 根拠に基づく支援や運営を行なうため、支援においては確実かつ他者へ伝わる記録、運

営においては分掌業務を一人一人が理解し、実績や分掌を確実に行うようになる。 

5． 防災、衛生マニュアルを理解し、実働できるようになる。 

6． 利用者の暮らしが充実するよう、重度障がい者等包括支援事業や他の事業との連携を図

る。 

（事業、重点目標総括） 

  上記の方針を①確実な運営、②人材確保、③すてっぷの再開、④中期計画への反映、⑤そ

の他の 5 つの点で報告する。 

① 確実な運営 

予算を意識しながら、ケース記録、利用料チェック、実績などの確実な把握と記録

を行ない、サビ管・管理者・事務員が最終確認や指導、PC で効率的に記録できるな

どの体制を構築した。GH の利用者は他のサービス利用も並行で行なうため、サービ

スの理解や調整が必要になり、職員はそれに伴う、記録・実績・報酬の理解し支援に

当たることが求められる。 

現在、GH の職員配置基準を３倍近くの職員を配置している。現制度ではそれでも

支援スタッフは不足していることが現状である。そのため、今年度は、ホームヘルプ

と GH の兼務職員を配置し特例居宅支援が行えるように人員配置を整えた。特例居宅

を利用することいより、GH の報酬費は下がることになるが、必要な支援を利用者は

受けることができるため次年度もこの体制を継続する。 

体調不良に伴い１年を通して約３か月間の入院したケースが発生した。支援に関し

ては後から記述することにするが、運営面としてかなり厳しい事態になることがわか

った。今後、高齢化に伴い体調不良者が発生することは考えていかなければならない

ため、予算として計上することもシビアに計上していかなければならない。 

② 人材確保 

 求人できる媒体はほとんど利用したが、マイナビからの確保は０名という結果にな

った。ハローワークから 15₋20 時の女性 1 名（支援員）、職員関係者からの紹介 1 名

（厨房）、派遣 1 名（女性夜勤者）の雇用が決まった。しかし、退職者もいるため職員



数として増減はあまり変わらない。現在、夜勤スタッフが必要であるが、希望する求

職者がいないため随時募集をかけている。 

③ すてっぷの再開 

 支援員不足により月に 1 回の体験利用を目指した。4 月～2 月に 1 泊 2 日 1 回ずつ

体験利用を行った。3 月は職員が少なくなり実施することができなかった。すてっぷ

を再開するためには、夜勤が 4～5 泊できる職員が 3～4 名必要であり、すまいるホー

ムと一緒に運営するとなると、法人全体での兼務体制で運営することが求められてく

ると考えている。 

④ 中期計画への反映 

 GH の職員は新職員が多いため、以前の中期計画から説明を行なった。 

 高齢化に伴い発症する疾患等を考えると生命に関わる疾患が多い。そのため、現在

の GH は医療とのつながりがなく、すまいるホームでの生活への支援体制も不安であ

る。今後 GH を増やすということは、リスクも高まるため、支援員の負担が重くなっ

ている。そのため、医療連携を整えることが重要だと考え、訪問看護との連携体制や

医療とのつながりを作ることだと考える。 

⑤ その他 

 ここ数年、ホームの支援を通して課題として大きく挙がることは、仲間の健康上の

支援体制（どこまでホームの職員で支援できるのか)、と災害が起こった時の支援につ

いてである。健康上の支援に関しては、上記に記したとおりである。ホームの職員だ

けでは緊急時の支援は不可能である。また、災害のリスクも高く、この夏も台風対策

で備蓄品を揃えたり、シフト調整にも奮闘した。そのため、24 時間・365 日応援がで

きる機能が法人としてできると安心してホームの職員も働くことができると考えてい

る。 

 

Ⅲ．事業実績 

◇開所日： 

〇すてっぷ 

     予定（1 泊 2 日：24 回 2 泊 3 日：8 回） 

     結果（1 泊 2 日：9 回） 

   〇すまいるホーム 

開所予定 360 日（30 年度同様） 

開所日数 364 日 

長期休暇帰省予定 ＧＷ・お盆・年末年始・3 月職員引継ぎ日 

◇利用者： 

〇すてっぷ 

     体験者：夜勤 1 名で支援できる人数（3 名程度）  

   〇すまいるホーム 

     利用者：10 名（男性 7 名・女性 3 名） 

     共同生活援助事業利用者：5 名  重度障がい者等包括支援事業利用者：5 名 

 



◇報酬(予定)： 

〇すてっぷ 

760,000 円（特例居宅利用） 

   〇すまいるホーム 

     15,100,000 円（特例居宅利用）区分 4：1 名 区分５：1 名 区分 6：3 名 

 

◇スタッフ配置 

  管理者：藤 環   サービス管理責任者：長野  

  常勤支援員：9 名  非常勤支援員：15 名  事務員：1 名 

 

Ⅳ．事業内容報告 

 ◇運営面 

  ①実施事業と財務管理 

   ・共同生活援助事業を行い、他のサービスを利用するため、確実な実績管理を通して 

請求や財務の管理を行う。 

   報告）総括でのまとめに変える 

  ②活用（連携）事業 

   重度障がい者等包括支援事業りーど 

   ヘルパーステーションほっとほっと 

   報告）上記の通り 

  ③人事・労務 

   ・常時求人を行いながら、人材確保に努める。 

   ・兼務体制が多いため、人員配置基準の確実な管理と労務管理を行う。 

   報告）総括でのまとめに変える 

  ④研修 

   ・制度情報や利用者の暮らしについての学習を行う。 

   ・ＯＪＴ機能の確立を行う。 

   ・介助、介護力の向上を図る。 

   報告）余裕のないシフト組なため、研修を組むことが難しいことが課題である。 

      その中でも、必要最低限の研修に関しては、調整しながら組んでいる。 

  ⑤リスクマネジメント 

   ・現在の支援・運営に沿ったマニュアルの確立を行う。 

   ・避難訓練の実施 

    防災、火災訓練 

   報告）誤嚥での通院や服薬についての事故など健康面についてのリスク管理が高い。職

員間では、ヒヤリハットを多く吸い上げ事故につながらないように工夫している。  

  ⑥施設維持、保守管理、環境整備 

   ・整理整頓を行う。 

   ・利用者の安心、安全な生活を維持するため、保守管理を徹底する。 

   報告）生活維持のため、保守管理に努めている。壁の歪みによる壁紙の張替えなどを行



った。台風時には、環境整備を行った。 

⑦地域との連携 

   ・地域清掃や地域の行事等への参加を行う。 

   報告）毎月 1 回の地域清掃への参加、防災訓練への参加を行った。また、地域で行われ

る研修会（防災や地域連携について）へ参加した。 

 

◇支援面 

  ①支援過程の実施 

   ・利用者の立場に立って、アセスメント～モニタリングまでを実施する。 

   ・必要に応じたサービス調整を行っていく。 

   報告）支援過程の実施、担当者会議等を行い支援を行った。 

  ②地域行事への積極的な参加を行う。 

   報告）地域清掃や防災訓練へ参加した。 

  ③健康管理と清潔感のある環境づくりを行う。 

   ・バイタルチェックを行う。 

   ・必要に応じご家庭と主治医との連携を行ない、健康維持に努める。 

・高齢化に伴う状態像の把握を行う。 

   ・採光や衛生に気を付け、清潔感ある環境づくりを行う。 

   報告）総括に変える 

  ④預り金管理を行う。 

   ・各ケースごとに預り金を行い、1 か月～3 か月ごとにご家族と確認を行う。 

   報告）ケース担当者が預り金管理を行っている。 

 

Ⅴ．苦情受付結果 

  ・苦情受付なし 

 



重度障がい者等包括支援事業りーど 

 

Ⅰ．事業報告 

  主にグループホームに居住し、行動障がいのある最重度障がい者が地域生活を営むこ

とができるよう、状態像に応じたサービスの調整（主にすまいるホーム、生活介護葦の

家、ヘルパーステーションほっとほっと）を行った。また、利用者の月単位の支給量の

調整し、確実な事務・実績管理・請求までを行いうことにより確実な運営を行った。 

 

Ⅱ．重点事項報告 

1． 利用者のニーズに応じたサービス調整と計画作成を行なう。 

利用者の状態像によって、サービス計画や単位数を計画し行政との調整を行った。

行動障がいのある利用者であるため、睡眠障害・行動障がい予防などの支援に関す

る手立てが必要であり、その調整を行った。 

2． サービス調整会議で事業所間（グループホーム、通所事業、ホームヘルプ、相談）

の情報共有、連携を図る。 

月に 1 回担当者会議を実施した。困難事例が発生した場合は、会議頻度を多くし連

携を図った。 

3． 支援記録に基づいての利用実績管理、確実な請求を行なう。 

記録において、文言や支援内容の整理を図ったり、職員配置や実績単位数の見方な

ど研修を通して理解を高め、確実に利用実績・記録が行えるようになった。実績管

理においては、職員のシフト調整を細かく行ないながら、実績につなげている。ま

た、記録については、記入量や内容が多岐にわたるためＰＣでの効率化を図った。

今後、新しい職員へも引き継いでいきたい。 

 

4． 全国の重度障がい者等包括支援を行なっている他事業所との情報交換等を行う。 

12 月に全国の実施事業者との情報交換を行う場が厚労省で設けられたため参加し

た。現状では、各事業所実践例は異なることが分かった。どの事業所において、支

援の質に比べこのサービスは報酬費が少ないことや調整する事業所がリスクを負う

ことがわかっているため、運営上厳しいという意見が多く上がっていた。 

  

Ⅲ．事業実績 

 ◇事業内容：重度障がい者等包括支援事業 

 ◇利用者：国の基準Ⅲ類型 5 名 

 ◇開所日：24 時間 365 日 

 ◇スタッフ配置 

  管理者：藤 環  サービス提供責任者：常勤 1 名（非常勤 1 名） 

  事務員：1 名 

 ◇予算：66,698,000 円（約 1,112,000×5 名×12 ヶ月） 

  報酬見込み：69,965,000 円 


