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Ⅰ 基本理念・運営方針  
１．基本理念  

 人としての誇りを大切にし、地域社会で共に暮らせるよう支援します。 

～「人権」「自立」「社会参加」～  

 

２．運営方針  

（１）ご利用者が地域社会で自立した生活ができるよう支援します。 

（２）ご利用者の人権を守り、ご利用者及びその保護者の思いを実現するよう支援します。 

（３）職員が安心して働ける職場づくりを行います。 

（４）経営基盤を安定させ、透明性のある組織運営を行います。 

（５）地域ニーズに沿った施設整備を行うとともに、地域社会の一員であることを自覚し、

地域貢献に取り組みます。 

 

Ⅱ 事業運営  

（１）第二種社会福祉事業 木の香園生活支援センター 

   「生活介護」「就労移行支援」「自立訓練」「日中支援サービス型共同生活援

助事業」「日中一時支援」 

（２）第二種社会福祉事業 木の香自立支援センター 

 「就労継続支援Ａ型事業」「宿泊型自立訓練」「短期入所」  

（３）第二種社会福祉事業 木の香園就労支援センター 

 「就労継続支援Ｂ型事業」  

（４）第二種社会福祉事業 木の香らんど  

   「就労継続支援Ｂ型」「地域活動支援センターⅢ型」              

（５）第二種社会福祉事業 木の香園相談支援センター 

   「特定相談支援」「指定一般相談支援」「指定障害児利用支援」 

   「委託相談支援」 

（６）第二種社会福祉事業 木の香園児童支援センター 

   「放課後等デイサービス」「日中一時支援」 

（７）第二種社会福祉事業 木の香ほーむ 

「共同生活援助」「短期入所」  

（８） 第二種社会福祉事業 木の香ほーむ陽の木  

「日中支援サービス型共同生活援助」「短期入所」  

（９） 被保護者就労準備支援事業（職場適応訓練） 

 

 

  



法人本部  

１．理事会実施状況 

年間７回開催し議案の審議、協議を行うとともに理事長及び本部長の業務執行状況に

ついて報告を行った。 

             （理事会での審議事項等参照） 

開催状況 

第１回 令和１年６月５日（水） 

第２回 令和１年６月２５日（火） 

第３回 令和１年９月２４日（火） 

第４回 令和１年１１月８日（金） 

第５回 令和１年１２月２日（月） 

第６回 令和２年１月２４日（金） 

第７回 令和２年３月１０日（火） 

 

２．評議員会開催状況 

年間４回開催し議案の審議行った。 

             （評議員会での審議事項等参照） 

第１回 令和１年６月２４日（月） 

第２回 令和１年１０月４日（金） 

第３回 令和１年１２月９日（月） 

第４回 令和２年３月２４日（火） 

 

３．法人の重点施策 

（１）人材育成 

法人の理念、運営方針、重点施策、目指す職員像を示し、業務に取組む職員の意識

向上を図った。又、研修計画に基づき介護技術の向上、接遇、虐待など法人内部研修、

施設内研修、派遣研修を行い職員の資質向上を図った。 

（２）リスク管理 

・消防署の指導のもと、各事業所で年２回の避難訓練を行った。 

・警察の指導の下、施設内へ不審者が侵入してきた場合の訓練を行った。 

・利用者の送迎や職員の業務中の交通事故を防止するための安全運転の研修を行っ

た。 

・職員の飲酒運転を防止するため、毎朝アルコールチェック行った。 

・自動車事故に備えドライブレコーダを設置した。 

・災害に備え非常食の備蓄を行った。 

・衛生推進者委員会を開催し、職場の労働環境調査を行った。 

（３）将来を見つめた経営 



・第３期５カ年計画に基づき事業の促進を図った。 

・重度障がい者グループホーム 木の香ほーむ陽の木の運営を開始した。 

・木の香園就労支援センターの利用者増に伴い作業場の増築を行った。 

   木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建    ９９．３７㎡ 

・児童発達支援事業を行うための施設として木室幼稚園跡地の購入を行った。 

土地 

大川市大字中八院字西古賀１４６８番１ 宅地 ３１７８．６２㎡ 

建物 

鉄筋コンクリート造２階建  ６２７㎡ 

鉄骨造平屋建        １６８㎡ 

（４）組織運営基盤の強化 

・理事・監事・評議員が各事業所の運営状況を把握するため事業所視察を３回行っ

た。 

・法人運営、児童発達支援事業、就労継続支援Ａ型、農福連携の運営を学ぶため次

の法人を視察し研修を行った。 

視察日  令和１年８月２０日から２１日 

視察先  社会福祉法人 ハイジ福祉会 

     社会福祉法人 別府発達医療センター 

（５）社会福祉法人としての取組 

・法人運営の透明性を図るためホームページによる情報開示を行った。 

・苦情解決第三者委員会を開催し苦情への対応などの研修を行った。 

（６）財務管理の強化 

  ・利用料金等の完納に努めた。 

（７）地域連携の推進 

・中学生の職場体験の受入れ、学生の実習の受入れを行った。 

・施設の運営方針や取り組みについての理解を深めてもらえるよう保護者会を開催

し意見交換を行った。 

・木の香祭りを実施して地域の住民の方にも参加を呼びかけ地域交流を行った。 

（８）その他 

・木の香園の事業について理解を深めてもらえるよう広報誌を２回発行した。 

・木の香園の事業を周知するため事業所紹介のパンフレット作成を行った。 
 

 

 

 

 

 



理事会での審議事項 

開催 理事会審議事項及び協議事項 

第１回 議案 

１ 社会福祉法人大川市福祉会平成３０年度事業報告について  

２ 社会福祉法人大川市福祉会平成３０年度決算について 

３ 社会福祉法人大川市福祉会定款の一部改正について 

４ 社会福祉法人大川市福祉会第１次補正予算について 

５ 社会福祉法人大川市福祉会事務決裁規程の一部改正について 

６ 社会福祉法人大川市福祉会虐待防止対応規程の一部改正について 

７ 社会福祉法人大川市福祉会理事・監事候補者について 

８ 評議員会の開催について 

理事長及び本部長の職務執行状況報告について 

報告連絡事項 

第２回 議案 

９ 社会福祉法人大川市福祉会理事長の選定について 

１０ 社会福祉法人大川市福祉会本部長の選定について 

 

第３回 議案 

１１ 木室幼稚園跡地売却に係る公募型プロポーザルへの応募について 

１２ 社会福祉法人大川市福祉会第２次補正予算について 

１３ 社会福祉法人大川市福祉会評議員会の開催について 

理事長及び本部長の職務執行状況報告について 

報告・連絡事項 

第４回 議案 

１４ 木の香園就労支援センター増築工事入札方法について 

１５ 木の香園就労支援センター増築工事入札指名業者の決定について 

理事長及び本部長の職務執行状況報告 

報告・連絡事項 

第５回 議案 

１６ 社会福祉法人大川市福祉会第３次補正予算について 

１７ 社会福祉法人大川市福祉会評議員会への提案の件  

第６回 理事長及び本部長の職務執行状況報告 

協議事項 

木の香園就労支援センター土地の賃借について 

報告・連絡事項 

第７回 

 

議案 

１８ 社会福祉法人大川市福祉会第４次補正予算について 



１９ 社会福祉法人大川市福祉会会計の廃止について 

２０ 社会福祉法人大川市福祉会常用職員就業規則の一部改正について 

２１ 社会福祉法人大川市福祉会有期契約職員就業規則の一部改正について 

２２ 社会福祉法人大川市福祉会常用職員給与規程の一部改正について 

２３ 社会福祉法人大川市福祉会有期契約職員賃金規程の一部改正について 

２４ 社会福祉法人大川市福祉会印章取扱規程の一部改正について 

２５ 社会福祉法人大川市福祉会苦情解決第三者委員の選任について 

２６ 木の香園就労支援センター事業用地の借用について 

２７ 社会福祉法人大川市福祉会令和２年度事業計画について 

２８ 社会福祉法人大川市福祉会令和２年度収支予算について 

２９ 社会福祉法人大川市福祉会本部長の任命について 

３０ 社会福祉法人大川市福祉会評議員会の開催について 

理事長及び本部長の職務執行状況報告 

協議事項 

大川市大字鐘ヶ江の競売物件について 

報告・連絡事項 

 

評議員会での審議事項 

開催 審議事項 

第１回 議案 

１ 社会福祉法人大川市福祉会平成３０年度事業報告について  

２ 社会福祉法人大川市福祉会平成３０年度決算について 

３ 社会福祉法人大川市福祉会定款の一部改正について 

４ 社会福祉法人大川市福祉会第１次補正予算について 

５ 社会福祉法人大川市福祉会理事・監事の選任について 

報告・連絡事項 

その他 

第２回 議案 

 ６ 社会福祉法人大川市福祉会第２次補正予算ついて 

報告・連絡事項 

その他 

第３回 議案 

７ 社会福祉法人大川市福祉会第３次補正予算について 

報告・連絡事項 

その他 

第４回 議案 

８ 社会福祉法人大川市福祉会第４次補正予算について 



９ 社会福祉法人大川市福祉会令和２年度事業計画について 

１０ 社会福祉法人大川市福祉会令和２年度収支予算について 

報告・連絡事項 

その他 

 

３．重要契約事項の報告  

契約日  契約内容  契約先  契約金（円）  

平成31年 4月 1日 木の香園自立支援センター 

浄化槽清掃 

(株)近藤商事 672,300 

平成31年 4月 1日 大川市障害者地域活動支援事業 大川市 6,000,000 
令和1年 7月 9日 木の香らんど 

倉庫・事務所エアコン設置 

(株)中建 1,290,000 

令和1年 7月 11 日 木の香園生活支援センター 

自動車購入 

(株)福岡日産 1,538,719 

令和1年 8月 16 日 木の香園就労支援センター 

増築設計 

(有)佐々木設計事務所 1,166,400 

令和1年 10 月 30

日 

木の香園生活支援センター 

自動車購入 

(株)福岡日産 805,938 

令和1年 12 月 5日 木の香園就労支援センター 

増築工事 

(株)かねぜん建設 23,650,000 

令和2年 3月 9日 木の香園自立支援センター 

火災保険 

福祉施設共済会 876,150 

令和2年 3月 17 日 木室幼稚園跡地購入 大川市 30,000,000 
令和2年 3月 23 日 木の香園児童支援センター 

自動車購入 

(株)福岡日産 619,200 

５０万円以上  

補助金等  

日付  内容  相手  金額（円）  

平成31年 4月 1日 大川市障害者地域生活支援事業

（相談支援機能強化事業） 

大川市 2,760,000 

令和1年 9月 14 日 寄付 古賀淳子 10,000 
（商品券） 

令和2年 2月 27 日 寄付 木の香園保護者会  

代表 中嶋幸生 

プログラムバイク

外３品 79,000 
 

 



Ⅰ 多機能型事業所 「木の香園生活支援センター」  
大川市大字下林４３３－１  

１．生活介護 

（１）事業運営実績 

  ①生活介護 

   利用定員            ３０名 

   利用登録者           ４５名（前年度 38 名） 

   年間延べ利用者数    ８，６７５名（前年度 7,761 名） 

   平均利用者数       ３１．１名（前年度 27.5 名） 

     

※平成３１年度収入（30 年度決算額） 

介護給付費収入     ８３，１１２，２８７ 円 

利用料収入            ３，６２０，６７３ 円 

処遇改善加算          ３，５０１，６７０ 円 

特定処遇改善加算      ５９５，１１０ 円 

合 計      ９０，８２９,７４０ 円 

              （H30 年度 76,186,020 円） 

  ②共生型 

   利用登録者           ２名 

   年間延べ利用者数      １６２名 

   平均利用者数        ０．６名 

    

※平成３１年度収入（30 年度決算額） 

介護給付費収入    １，２９９，６３８ 円 

利用料収入           １７６，３７２ 円  

処遇改善加算        ８５，８１０ 円 

特定処遇改善加算       ７，３２０ 円 

合 計       １，５６９，１４０ 円 

                （H30 年度 566,170 円） 

 

  ③日中一時支援（障害者対象） 

   利用登録者            ８名 （前年度 8 名） 

   平均利用者数       ６．８名 （前年度 0.12 名） 

 ※平成３１年度収入（30 年度決算額） 

受託事業収入   ４７９，２３６円 

    利用料収入        ３９，６９４円 

合計    ５１８,９３０円 (H30 年度 448,810 円) 

 

 

【ドライブ】 

 

 

【野球観戦】 

 

 

 

 



（２）事業運営状況 

  ①個別支援会議  延べ １３回（実人数 １３名） 

・利用者・家族の生活支援ニーズアセスメントをもとに、希望す

る生活スタイルにできるだけ近づける支援を行うことに努め

た。 

・新規利用者には、ご本人・保護者・行政・支援関係先の情報を

もとに、支援計画の作成を行った。支援にあたっては、スタッ

フ一個人の考えで支援を行うのではなく、スタッフ全員が共通

認識できるよう策定会議を行い、情報交換を日々行いながら、

個別支援計画に基づいた支援を実施した。 

・支援計画が適性に実践されているか、継続的なモニタリングを

行うとともに、定期的に本人、家族との面談を行い、安心して

生活できる施設づくりを目標に支援を実施した。 

  ②生活支援・介護支援 

・平日に園外活動を行うことで平日に通所している利用者の方も

多く参加する事が出来た。 

・外部講師やボランティアを招いて活動の充実を図った。 

・日帰り旅行を実施し、利用者のニーズに応えた。 

・月１回木の香カフェを設定し利用者の満足度の向上を図った。 

・一人一人の支援に何が必要か検討を行い、職員間での情報共有

を行った。 

・短期入所利用予定者の情報共有を自立支援センター及び木の香

ほーむ陽の木と連携を図り安心して利用が出来るよう努めた。 

  ③リハビリテーション 

・理学療法士によるリハビリ訓練を月 2 回に増やし充実を図った。 

・食事前の健口体操を継続する事で、嚥下機能の維持を図った。 

・棒体操や軽体操を実施し身体機能の維持に努めた。 

・利用者の身体機能を把握し、レクリエーションや個別リハビリ

を行うことで身体機能の維持に努めた。 

・他機関(医療リハビリテーション)と情報交換を行い、他のリハ

ビリ実施計画書を把握し、訓練内容の充実を図った。 

・リハビリ会議に出席し他機関（医療リハビリテーション）との

連携や情報共有を行った。 

・専門職以外の支援員がリハビリの内容や可動域運動の学習を行

い、支援員によるアソビリテーションを実施した。 

・リハビリ実施計画書に基づき、個々の訓練が適切に行えるよう

環境設定を行った。 

・リハビリ器具（平行棒）を使用し、理学療法士の指導を受けた

 

 

【木の香カフェ】 

 

 

 

【日帰り旅行】 

 

 

 

 

 



支援員が歩行訓練を行い、歩行機能の維持に努めた。 

④看護 

    【利用者の健康管理】 

・利用者の状態観察。（バイタル測定(毎日)、体重測定（月 1 回）） 

・健康診断(年１回)・歯科検診(年１回)と歯磨き指導 

・インフルエンザ予防接種（利用者さん希望者・職員）実施 

・薬の管理と服用指導。手洗い・アルコール消毒の実施 

・水分補給の管理と促し。 

・気管切開部管理、胃瘻管理、経鼻経管栄養管理、酸素管理など

の医療的ケアの実施 

・月 3 回の嘱託医診察（利用者全員）支援 

・往診記録の管理開始（２月～） 

・入浴後の軟膏処置、入浴日以外の軟膏処置、手足の点検、皮膚

観察などを実施 

  【生活支援業務指導】 

・看護師不在時の介護支援員へバイタル測定・吸引指導実施 

・介護支援員へ利用者さんの車椅子移乗、ベッド移乗等、介助時

の安全防止と衛生管理、感染防止の指導 

・介護支援員が行う看護面での対応と相談について新規職員に随

時指導 

・褥瘡の処置と支援員への指導 

・土曜日開園時の内服準備、看護師不在時の看護業務指導（点眼・

軟膏塗布等） 

・往診時の声掛け誘導、状態変化時の報告等 

・看護師養成課程研修（１号・２号）１名参加 

  【医師への連絡報告と相談実施】 

・健康課題への情報交換を家族と行い、共有を図った。また、嘱

託医やかかりつけの病院と情報交換をすることで家族の介護負

担の緩和に努めた。 

  【感染予防指導】 

・手洗い、アルコール消毒の講習会を実施 

・感染症発症時の他機関との情報共有 

・職員研修･･･内容（ノロウイルス・インフルエンザ）全職員に対

し適切な対応の仕方、知識習得する事で感染拡大防止に努めた。

なお、現職員、新任職員に対し再認識を促した。 

【その他】 

・インフルエンザについて、利用者、職員にインフルエンザの

 

 

 

 

 

【バースデーランチ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



予防接種を促し健康管理に努め、疑わしい時は早めの病院受

診を促すことで感染拡大を抑制した。アルコール消毒と手洗

いを徹底しマスク着用に努めた。 

・新型コロナウイルスに対し厚生労働省の指示に従い利用者、

保護者へ感染拡大防止の為の案内文と利用についてのお願い

を発送（2 月 27 日～）した。 

⑤日中一時 

・医療的ケアを必要とする、就学児の受け入れを行った。 

・土曜日開園日に日中一時の受け入れを行った。 

・受入れ体制を整えるために、佐賀市との契約を行った。 

・生活介護の支給日数を超える方に関しては、日中一時として

受け入れを行った。 

 

（３）行事報告 

   別紙行事報告書参照  

   

（４）苦情受付、事故報告  

  ①苦情受付･･･３件 

・近隣住民よりの苦情。利用者が近隣住民宅に侵入していた。謝

罪に行くが納得されず、解決には至らなかった。次回同じよう

なことがあれば警察に通報するとのことであった。改善策とし

て土曜開園日の職員体制を強化した。 

・近隣住民よりの苦情。利用者自宅へ送迎車到着後、降車に時間

を要した為、電話による苦情であった。謝罪を行い、改善策と

して送迎車輌等の見直しを行った。 

・家族からの苦情。不穏になった利用者を職員が無理やり送迎車

から降ろしたように見えたとの苦情であった。当日の送迎担当

職員に確認したところ、不適切な対応をした認識はなかった。

当日のうちに父親に支援内容や経過を説明したうえで謝罪を行

い解決した。 

  ②事故報告・・・０件 

 

（５）成果と課題 

  ①成果 

・土曜日開園が定着してきているが、平日のみに利用される方も

多いため、園外活動も取り入れ利用率の向上に努めた。余暇活

動の充実を図ることを目的として、平日に園外活動を実施した。

【親子運動会】 

 

 

 

 

 

【クリスマス会】 

 

 

 



また、少人数グループで園外活動を行ったため、手厚い支援体

制を確保した上で活動ができた。 

・強度行動障がい支援者研修を受けた職員を配置し、より重度の

障害支援区分の利用者を受け入れた。 

・看護師の配置により、医療的ケアが常時必要な方の受け入れ体

制の確保を進めることができた。 

・障がい特性に応じたグループ分けを行ったことでより細かい支

援の提供ができた。 

・毎日の終礼会議（ミーティング）で利用者一人一人の活動の様

子や身体状況を把握し、支援員間での情報の共有を図った。そ

れにより利用者の身体面や精神面での変化に気付き、個別ニー

ズに沿った支援を行う事が出来た。 

・消防計画に基づいて定期的に避難訓練を行い、様々な場面を想

定し、安全な避難誘導が出来るように支援員の知識向上に努め

た。 

②課題 

・利用者の心身の状況の変化に合わせて、個別支援会議を開催し、

再アセスメントとニーズの再整理を行うなど、個別支援計画の

随時の見直しと支援の質の向上を図ることが課題。また、職員

一人ひとりが利用者の特性について理解を深めることが課題。 

・利用者一人一人が安全・安心・快適に過ごせる環境整備を進め

ることで多くの刺激を苦手とする利用者にとっても安心して過

ごせる場所の工夫、確保を目指す。 

・より良いサービスが提供出来るよう職員に対する支援スキルの

向上を目的とした研修等を実施する。 

・離職者が多く人材の確保が出来ない状況が続いた。新しく入る

職員の定着や指導方法の確立を目指す。 

・職員が安心して働ける環境作りに取り組み、職員の定着を図る。 

・定員に対して平均利用者が上回っているため、職員体制が整い

次第、定員の変更を行っていく。 

 

２．就労移行支援                   

（１）事業運営実績    

    利用定員        １５名 

    利用登録者           ６名（うち就労アセスメント 4 名） 

    年間延べ利用者数  ４４０名（前年度 491 名） 

    平均利用者数      １.６名（前年度 2.0 名） 

 

【初詣】 

 

 

 

 

 

【おやつ作り】 

 

 

 

 

 



    退所者数          １名（解約 1名・就 B 利用）  

 

※平成３１年度収入（30 年度決算額） 

訓練等給付費    ２，６５０，６７７円 

利用料収入        １１６，８７３円 

特定処遇改善加算     ２４，１８０円 

    処遇改善加算      １７８，３２０円 

     合 計      ２，９７０，０５０円 

              （H30 年度 3,015,420 円） 

（２）事業運営状況 

  ①個別支援会議 

    支援計画を基に必要な支援や現在の状況等について、本人や家

族、関係機関との情報共有を図った。 

  ②訓練内容 

   作業訓練、清掃訓練、面接訓練、挨拶訓練、体力づくり 

  ③就労支援 

・職場実習…０回 

・職場見学…２回 (有)井上企画・立野工芸（有） 

・職場体験…１回 （有）井上企画 

・他機関連携…ハローワーク訪問１回、 大川商工会議所 

・就職者への定着支援…本人や就職先の担当者に対して電話にて

状況の確認、困りごとや不安なことがないか聞きとりを行った。

ハローワークや大川商工会議所との情報共有も随時行った。 

    

（３）行事報告 

   別紙行事報告書参照 

 

（４）苦情受付、事故報告 

   ①苦情受付 ０件 

   ②事故報告 ０件 

     

（５）成果と課題 

  ①成果 

・商工会議所に訪問し、就労移行支援事業の目的や事業内容を周

知した。また、パンフレットを加盟企業へ配布して頂き、企業

見学や体験利用へと繋げることができた。 

・特別支援学校などからの依頼により、就労アセスメントを４件

【節分】 

 

 

 

【防犯訓練】 

 

 

  

【納品】 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施した。利用者の障がい特性や年齢に応じたスケジュール表

を作成し、訓練内容もステップアップできる形にした。振り返

りの時間を設け、利用者の意見を聞きながら明日への課題とし

ている。学生に対してはご家族とのやり取りも大切にしながら

強みを引き出し評価できるように心掛けた。 

・さらに特別支援学校へ訪問し、生徒の進路状況の確認やパンフ

レットを配布して当事業所を選択肢の１つとして取り入れて

もらうように努めた。 

  ②課題 

・利用定員１５名に対し登録者は２名と定員には達していない状

況が続いている。交通機関の利便性の悪さも影響している。関

係機関への訪問を強化して、相談支援事業所や特別支援学校な

どからの紹介率を増やしていくことが課題 

・利用者の状況に応じて再アセスメントを実施する。より具体的

なニーズに応えることができるように支援会議を開催し、一般

就労から就労定着にむけた支援を展開していくことが課題 

【ＰＣ訓練】 

 

【職場体験】 

（有）井上企画 

 

 

【職場見学】 

立野工芸(有)・  （有）

井上企画 

 



Ⅰ 多機能型事業所 「木の香園自立支援センター」  
大川市大字下林４３３－１  

１．就労継続支援 A 型事業 

（１）利用状況 

  ①就労継続支援 A 型 

   利用定員       ２０名 

   利用登録者      １６名  （前年度１７名） 

   年間延べ利用者数    ３，８００名（前年度３，６９５名） 

   平均利用者数     １５．０名（前年度１４．５５名） 

   退所者数       １名（退所理由：地域移行のため） 

 

※平成３１年度収入（30 年度決算額） 

訓練等給付費収入   ２１，５５４，８４０円 

処遇改善加算      １，１７０，０３０円 

特定処遇改善加算       ４２，７１０円  

    利用料収入            ８９２，６６０円  

     合 計       ２３，６６０，２４０円 

              （H30 年度 22,473,030 円） 

  ②就労事業収入 

   大川市高齢者等配食サービス事業 

５，７４０食    ３，７３１，０００円 

    一般配食      ７，０６０，２５０円 

  ③法人給食事業 

   ・業務委託費 １６，６４８，３２０円 

   ・給食費   １９，４８５，９４３円     

（２）運営状況 

  ①就労支援事業 

・法人内給食業務の受託 

・大川市高齢者等配食サービス事業の受託 

・大川市役所での弁当販売（毎週水曜日） 

・地域の会合や近隣学校や地域イベント関係での弁当注文の受       

注 

・大川市民夏祭りへの出店 

  ②個別支援会議 

    利用者、家族、相談支援事業所などの関係機関が参加し、事

業所において個別支援会議を実施。 

  ③支援内容 

【集合写真】  

 

 

 

 

 

【法人給食】  

 

 

 

 

 

【一般配食】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【防災給食】  

 

 

 

 

 

【就労】  

 

 

 

 

 



・毎日、作業後に振り返りを行い、その日の作業状況の確認、作

業ミスの確認等を行い、次の日の作業で改善することが出来る

よう支援した。 

・利用者の状況に合わせて、個人毎に担当する作業を分担したり、

主として担ってもらう作業を振り分けたりし、それぞれの目標

設定を行い、作業に取り組んだ。 

・調理以外にも、市役所販売や配達などの業務もあるので、基本

的な接客マナー（挨拶・姿勢・表情）の訓練にも力を入れた。 

  ④保護者懇談会 

    昨年度は、３月に実施予定だったが、コロナウイルスの感染

拡大の影響で中止することになった。 

    今年度は、コロナウイルスの影響次第ではあるが、より参加

しやすい保護者参加型イベント（コミセンの調理場を借りた調

理実習など）の実施を検討し、イベントを通じて保護者と職員

の信頼関係を深め、より円滑なコミュニケーションが出来るよ

う関係構築に努めていきたい。 

⑤給食の提供 

・委託を受けている給食事業においては、個々の身体状況に合わ

せた安心安全な食事の提供を努めた。 

・セレクト給食や行事食、郷土料理食の他、事業所毎に利用者に

希望の献立をヒアリングし、お楽しみ給食として毎月 1 回提供

し、食の楽しみを感じて頂く工夫を行った。 

・法人内各事業所への手作りおやつの提供を行なった。 

・法人内で給食会議を開催して、献立や嗜好調査、食事環境の見

直し等の協議を行ない施設利用者の健康増進に繋げた。 

・防災時のシミュレーションとして、防災食（インスタントカレ

ー・保存食アルファ米・パン・フルーツ）の提供を全事業所へ

行い、大規模災害時のライフラインが止まった時のイメージを

各職員だけではなく、利用者共に考え、対応を共有する機会を

作った。 

⑥配食の提供 

・配食サービス時には、利用者へ必ず声かけを行い、安否確認を

行った。安否確認が出来ない場合は、安否確認マニュアルに基

づき関係機関へ連絡する等、適切な対応を速やかに行った。 

・介護予防計画に基づくサービス担当者会議へ参加し、食事の状

況やその他のサービスの利用状況を確認した。また、必要に応

じて関係機関（地域包括支援センター等）と連携し、食事面の

 

【大木町  弁当販売】  

    

 

 

 

 

 

【大川市役所販売】  

 

 

 

 

 

【消火・避難訓練】  

 

 

 

 

 

【食中毒予防勉強会】  

 

 

 

 

 

【防犯訓練】  

 

 

 

 

 

 



サポートを行った。 

  ⑦一般配食 

大川市役所や大木町役場販売、大川市内や筑後地区広域小学

校や大川地区コミセン集会などの福祉施設等の配食の提供を

行った。 

  ⑧勉強会 

・２月コロナウイルス感染の拡大化に伴い、特徴や予防対策の説

明を行い、衛生マニュアルや食中毒予防・手洗いの大切さにつ

いて改めて基本を見直す機会をつくった。 

・３月防犯訓練として、筑後警察より講師を招き、近年の軽犯罪

の傾向や対策のわかりやすい講義、また実地として刺股の正し

い使い方を教わり、防犯意識の向上に努めた。 

 

（３）行事報告 

   別紙行事報告書参照  

   

（４）苦情受付、事故報告 

  ①苦情受付･･･０件     ②事故報告･･･１件 

 

（５）成果と課題 

①成果 

・利用者の獲得に向けて関係機関との連携を図った。 

・地域の行事やイベント等から注文を受け、弁当の提供を行った。 

・利用者の障がい特性を把握し、特性に合った支援内容を検討し

ながら日々の支援の中に組み込み評価した。 

・給食会議を月１回実施。各事業所の給食委員とともに、食事環

境の確認、献立等の検討を行った。各事業所の利用者に安全な

食事の提供に努めた。 

・利用者の関係機関との連携を密に行い、作業状況の改善や、生

活面でのサポートも実施した。 

・利用者と個別の課題を確認し、調理技術向上のための取り組み

を行った。 

・園内を一日 2 回消毒することで、インフルエンザの感染拡大防

止につなげた。 

・高齢者配食では、個々の食事形態に応じて提供を行った。 

・法人内の GH、陽の木 GH のセントラルキッチンを初めて年間を

通して実施し、「栄養バランス」や「食事の味」の統一を図っ

 

 

 

 

 

【ク リ スマス 忘 年会】  

 

 

 

 

 

 

【日帰り旅行（糸島）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【東京一泊旅行】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



た。 

②課題 

・様々な調理法へ対応できる体制とシステムの構築を図る。 

・衛生マニュアルに沿った調理技術の習得と統一化。 

・休日の注文受注への対応。 

・利用者工賃向上のため外部への受注営業活動の強化。 

・苦手な食材の食べ残しの減少を検討・未実施など、生活習慣病

の予防も踏まえた栄養管理の強化。 

・セントラルキッチンや高齢者配食の増加に伴う、夕食調理時の

職員・利用者の勤務体制の見直し・強化。 

 

２．宿泊型自立訓練事業                    

（１）利用状況 

    利用定員           １０名 

    利用登録者            ８名（前年度９名） 

    年間延べ利用者数     ２，５４０名（前年度３，０２５名） 

    平均利用者数         ６．９３名（前年度８.２６名） 

    退所者数              ８名 

                   （退所理由：地域移行、在宅）  

 

※平成３１年度収入（30 年度決算額） 

訓練等給付費    １５，０２３，５７１円 

処遇改善加算       ８５９，３７０円 

特別処遇改善加算     ３２５，８１０円 

    利用料収入      ４，５５６，４７７円 

              ２０，７６５，２２８円 

              （H30 年度 21,638,384 円） 

（２）運営状況 

①移行支援会議（個別支援会議） 

入所前に利用者、家族、相談支援事業所などの関係機関が参加

し、２年後の退所後の生活を想定した計画の共有、利用の意識付

けを行った。 

また、１年を過ぎた利用者に対しては希望に基づきグループホ

ーム利用や１人暮らし等の具体的な生活に向けての検討を行っ

た。 

②生活訓練 

・清掃を当番制にし、週１回居住スペースの清潔保持に努めた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿泊型自立訓練事業  

【集合写真】  

 

【生活訓練】  

洗濯  

 

居室清掃  

 

廊下清掃 (当番 )  

 



また、清掃の仕方や手順など職員と一緒に確認し、整理整頓や

衛生面への意識向上の取り組みを行った。 

・金銭管理では、お小遣いの金額と使い方について、本人及び後

見人等と話し合いながら、振り返りを行い自分のお金は、自分

で管理する意識付けを図った。 

  ③安全管理 

避難訓練を２回実施した。夕方職員が少ない中での避難を想定

し、内１回は地域住民の了承を得た上で実際に警報ベルを押し実

践に近い形での訓練を行った。利用者からは「警報ベルの音が大

きくて避難誘導の声が聞き取りにくかった」等の声が上がり、定

期的に訓練し、実際に起こっても混乱を最小限にしていくことの

重要性を理解した。 

  ④家族会 

１２月に家族会の開催を行い、５家族８名（他利用者は家族不

在）の参加があった。事業所で日々行っている訓練の内容や意義、

利用者の日々の様子や訓練後の地域移行された先輩利用者の現

在の生活の様子を説明する機会を作った。 

また、普段聞くことが出来ないご家族の現在の気持ちを家族・

職員で共有し新たな支援に取り組んでいる。 

 

（３）行事報告 

   別紙行事報告書参照 

（４）苦情受付、事故報告 

①苦情受付･･･０件     ②事故報告･･･３件 

事故の内容は、車両事故が１件、利用者無断外出２件であった。

昨年起こった利用者や職員の怪我等の事故は、今年度はなかっ

た。 

（５）成果と課題 

  ①成果 

・平成３１年度は４名の方が、宿泊型自立訓練を経て、地域生活

（在宅生活）へ移行した。 

・ハロウィンパーティーやクリスマス会、節分豆まき等の季節感

のある行事を行った。また、月に１回以上の行事を行うことで

利用者間の交流やリフレッシュを図った。 

・手洗いや消毒を徹底することで、感染症拡大防止に努めた。 

・月１回居住者会議を行い、生活面の悩みや希望を共有する機会

を設けた。また、「自立」のイメージや「自立」のために必要

 

病院受診同行  

 

服薬管理・確認  

 

 

利用者面談  

 

振り返り面談  

 

 

血圧・体重測定  

 

 

 

 

 

 

 

 



なことを利用者全員で考え確認し、それぞれの今後の生活につ

いて少しずつイメージできるように努めた。 

・毎朝のバイタル確認、月３回の体重測定を行うことで利用者の

健康把握・管理に努めた。 

・月１回、管理者・サビ管・生活支援員・夜間支援員が集まり、

職員会議を行った。利用者の情報共有だけでなく、支援者とし

ての心構えや守秘義務等の確認を行い、支援の質の向上を図っ

た。 

・定期的に利用者との振り返りを行い、ステップアップに繋がる

支援に取り組んだ。また、行動障がいがある利用者には、日常

支援の中で虐待に繋がる支援をしていないか、拠点正職会議で

虐待防止の振り返りを行い、利用者の人権を守る支援に努め

た。 

  ②課題 

・生活訓練の支援内容の充実を図る。個別の段階的目標を立案し、

取り組みを充実させていく。 

・利用者の真のニーズの把握に努め、社会資源との連携を強化す

る。 

・今年度は利用者が利用途中に入院することがあったため、通院

時より利用希望の方については、より一層、病院との連携や関

係機関との連携の強化を図りたい。 

・生活訓練を経て GH への地域移行するにあり、GH へ入居した

後の様々な生活面の課題が生じた。GH と連携し、入居前に体

験利用を行い、課題に向き合う時間が必要な場合もあるため、

早い段階からの移行準備を進めていく。 

・体験利用の受入れから入所決定するまでの基準の明確化を行

う。 

・現在、男性１部屋の空室があり、将来的な地域移行予定者も含

め特別支援学校・相談支援事業所・市町村への営業活動の強化 

・夜間帯での避難訓練を行う。 

 

３．短期入所           

（１）利用状況 

    利用定員           ２名 

    利用登録者         ７４名 （前年度６２名） 

    年間延べ利用者数       ７９０名 （前年度７３３名） 

    平均利用者数      ２．１６名（前年度１．９９名） 

【居住者会議】  

 

【避難訓練反省会】  

 

【家族会】  

 

 

 

 

 

【レクリエーション】  

GH 合同 バーベキ ュー  

 

ハロウ ィンパ ーティー

 

紅葉狩り  

 



 

※平成３１年度収入（30 年度決算額） 

介護給付費      ３，３５１，５２８円 

処遇改善加算       １９６，８３０円 

特定処遇改善加算      ９６，５２０円 

     利用料収入      １，２９９，１２８円 

      合 計       ４，９４４，００６円 

                （H30 年度 4,822,700 円） 

 

（２）運営状況 

①生活支援 

・一人一人の身体状況に応じて、必要な介護を提供し、食事、排

泄等の支援を提供した。今年度より 

・訓練のための利用では、アセスメントを基に出来る部分は自力

で行ってもらうよう声掛け等の支援を行った。 

  ②余暇活動支援 

・昨年度同様、外食や施設内での会食を通じ、利用者間の親睦を

深める機会を設けた。 

・宿泊型自立訓練の利用者と共にレクリエーションを行うこと

で、楽しみや利用者同士の親睦の機会の提供を行った。 

（３）行事報告 

   別紙行事報告書参照 

（４）成果と課題 

  ①成果 

・障がい者、障がい児、両方の受け入れを継続して行う事ができ、

在宅で生活している利用者及び家族のレスパイトケアが行え

た。（31 年度 実利用人数 障がい者：27 人、障がい児：7 人） 

・虐待対応等で緊急的に短期入所が必要な方の受入れを行うこと

が出来た。関係機関と連携し、緊急の受入れもスムーズに行う

が出来た。（緊急受入：３名…内虐待対応２名） 

②課題 

・様々な障がいに対応出来るように、支援員及び夜勤者の介護技

術向上だけでなく、質の高いサービス提供を行う必要がある。 

・利用者や家族が安全、安心して利用出来るよう環境の整備を行

う。 

・女性の同性介助は徹底出来ているが、男性の同性介助が人員の

関係で出来ない時がある。 

日帰り旅行 (福岡市 )  

 

節分豆まき  

 

陶芸教室  

 

 

 

 

【職員会議】  

 



Ⅱ 就労継続支援Ｂ型事業所「木の香園就労支援センター」  
大川市大字道海島８６６－１  

１．利用状況 

   利用定員         ４０名 

   利用登録者        ５２名（前年度４６名） 

年間延べ利用者数 １０，９１０名（前年度１０，２４１名） 

   平均利用者数     ４２．１名（前年度３９．８名） 

退所者数          ４名（前年度２名） 

（一般就労、他事業所） 

 

※平成３１年度収入（30 年度決算額） 

訓練等給付費収入   ７５，７９２，５８６円 

    利用料収入       ３，２６７，３７４円 

    処遇改善加算      ３，９５３，６３０円 

    特定処遇改善加算      ７８２，９９０円 

     合 計       ８３，７９６，５８０ 円 

               （H30年度 76,727,880円） 

２．事業運営状況  
（１）生産活動 

利用者のレベルアップを目標に、能力に応じた作業を提供した

。また作業工程を設定し、利用者間で責任も持って目標数仕上げ

て行くように促した。その結果作業意欲の向上に繋げる事が出来

た。 

個別対応で、１日のスケジュールの確認、振り返りを行う事で

パニックの軽減に努めた。また絵カードを用いた視覚支援を取り

入れる事で、継続した作業への取り組みへ繋がった。 

利用者に応じた作業環境の提供を行った。 

①リサイクル班  

・アルミ缶回収（ビ－ル瓶、一升瓶）、アルミ分別 

・アルミ工場納品・アルミシュレット分別 

②下請班      

・ござ巻き、ゴロピタシ－ト、こたつ天板シート、ヨガマット 

・コンポスト材料作り、エコバック（環境課） 

・仕切り組み立て・ギフト箱作り・ダイレクトメールチラシ折り 

・カーボード、スライドデカクリップ、フェルトクリップ 

・レールダボ付け、丁番検品、 

・にんにく種割、にんにく薄皮剥き 

・アスパラ紙折り・柑橘類の皮むき・箱折り、ぶどう袋糊付け 

・ショールーム窓拭き 

③自主製品販売                                             

もみ殻くん炭、竹炭オブジェ、竹製品（はし、へら）門松、手

【道海島事業所】 

 

 

 

 

 

 

【ごろピタシート】 

 

 

 

 

 

 

 

【ござ巻き】 

 

 

 

 

 

 

 

【デカクリップ】 

 

 

 

 

  

 

【アッパーボード】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



作り石鹸、布製のし袋 、ハーバリウム、アロマワックスバー、

キャンドル、苔玉 

④施設外の作業 

・農作業：アスパラ肥料まき、畑マルチ剥がし、米作り、玉葱、

じゃがいも作り 

・木工所：段ボール組立 資材梱包 

・大川市環境課：廃プラスティック分別、高度ビン分別 

・大川木工まつり会場清掃、ゴミ収集及びゴミステーション等に

おけるゴミ袋入替 

⑤製品販売 

・くるるん夢市場 ・大川木工まつり・大川TERRAZZA・福祉

のつどい 

・あじ彩館２箇所 

・新型コロナウイルスの流行に伴い、木の香マラソン出店販売は

中止となった。 

⑥受注活動 

   安定的な生産活動を提供するために、受注先の開拓を行った。 

   平成３１年度は賞与を１回支給した。 

    ３１年度工賃総支給額  １０，１６６，５８３円 

     平均工賃            １７，９６３円 

   ※３１度就労収入     １１，６２８，８７７円 

（２）生活支援 

①日常生活支援    

・販売実施を行うに当たって、金銭のやり取りや接客の仕方など

をデモンストレーションで体験を行って、木工祭、福祉のつど

いで販売実施を行った。 

・土曜開園日を利用して、身だしなみ講座や就労を行うための心

構えや服装についての講話を行った。身だしなみ支援が必要な

方に関しては、随時個別に声掛けを行った。 

・定期的な身だしなみ衛生マナー講座を開催し就労する上での身

だしなみ・生活面での充実に繋げた。 

・家族等理容室に行くことが難しい方に対して２か月毎の訪問カ

ットを実施した。 

・金銭管理支援として、本人と成年後見人と連携し、収支の確認

や計画的な支出の相談を行った。 

②健康管理 

・毎日の検温、健康状態の把握に努めた。また、感染予防のため

施設の消毒を１日２回実施することにより感染拡大防止につ

なげた。インフルエンザの予防接種は、希望者を対象に職員同

行で行った。 

・新型コロナウイルス感染症の対応として、３つの密(密閉・密

集・密接)避けるため食事・作業時に利用者間の距離を空ける

【みかん皮むき】 

 

 

 

 

 

 

【アスパラ紙折り】 

 

 

 

 

 

 

【仕切り組み立て】 

 

 

 

 

 

【玉ねぎ種植え】 

 

 

 

 

 

 

【玉ねぎ苗植え】 

 

 

  

 

【じゃが芋種植え】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【グリーンランド】 



ことを徹底した。 

・薬の飲み忘れがある利用者に対し、声掛けと確認の支援を行っ

た。 

・定期受診の際は、家族やヘルパーと情報共有を図った。 

・宿泊型自立訓練を利用されている方に関しては、自立支援セン

ターと連携し随時情報提供を行った。また体調不良が見られた

際は、家族、相談支援事業所、成年後見人等、関係機関に連絡

を行い早期の病院受診に努めた。 

③保護者懇談会 

昨年度は、３月に実施予定だったが、コロナウイルスの感染拡

大の影響で中止することになった。 

(３)給食の提供 

献立内容は、栄養士(自立支援センター)が中心となり給食会議

を実施することにより利用者の意見や希望も取り入れ、バランス

の良い食事提供ができるように配慮した。年間を通して、各事業

所の希望献立を取り入れ提供を行った。 

また、嚥下体操を食事前におこない、誤嚥の予防を図った。 

(４)個別支援計画 

  ①個別支援会議  延べ４９回（実人数 ４９名） 

サービス利用提供の基本となる個別支援計画については、本人の

長所を活かすために、本人(家族)のニーズや要望を踏まえアセスメ

ントやモニタリングなどを行い計画作成行った。個別支援計画書に

基づき家族参加の日帰り旅行、餅つき、運動会を実施した。 

（５）その他 

・送迎時等、ご家族と顔をあわせる際には、情報共有を図り信頼

関係の構築に努め支援に繋げた。 

・利用者に体調変化が見受けられた場合は、早期に保護者に連絡

を取り適切な通院内服管理を行った。 

・家族参加型の開園日を設定し、情報共有を図り親睦を深めた。 

・アルミ缶回収の御礼として道海島小学校へ卒業記念品の贈呈を

行った。 

・新型コロナウイルス感染防止の為、手洗い、手指消毒の徹底を

図った。また朝の送迎時には、体温測定を行い熱発者には休養

を促し衛生管理や健康管理の徹底を行うとともに利用者と家

族に対して注意喚起を行い、感染防止に努めた。 

・宿泊型自立訓練を利用されている利用者に関しては、自立支援

センターと連携を図り情報共有を行った。 

・毎日の終礼会議の際、利用者１名ずつの個別ミーティングを行

い、支援の見直しを行うと共に充実化を図った。 

・家族に連絡帳のやりとり等で情報共有し、共通支援を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大牟田動物園】 

 

 

 

  

 

【調理実習】 

 

 

 

 

 

 

【運動会】 

 

 

 

 

 

 

 

【野球観戦】 

 

 

 

 

 

【木工祭】 

 

 

  

 

【日帰り旅行in熊本】 

 

 



３.行事報告 

   別紙行事報告書参照 

４．苦情・虐待及び事故報告 

（１）苦情・虐待受付  

①苦情受付  0 件 

②虐待受付  0 件 

（２）事故報告 2 件 

 
５.成果と課題 

（１）成果 

①作業場の増築と、現作業場の増室を行う事で個別の対応がで 

き、集中できる環境整備に努めた。 

②作業場所の指定を行う事で、一人一人の集中力の向上に繋がっ

た。 

③個別ミーティングでの支援の見直しを行うと共に、利用者のレ

ベルアップにも繋がった。 

④自主製品では、新たなに苔玉、キャンドル作りを行い販売を行

った。 

⑤地域行事（大川市民夏まつり、木工祭、福祉のつどい、木の香

マラソンへの出場）には、参加を行い木の香園のＰＲ・交流に

積極的に努めた。 

⑥園内を一日2回消毒、換気をすることで、様々な感染症の感染

拡大防止につなげた。 

⑦作業場増築に伴い個々のニーズに合わせて個室の作業場所を

提供し、作業意欲を向上させ、安定して作業に取り組めるよう

支援を行った。 

⑧施設、利用者及び家族を繋げることを目的にミニ情報誌（Douk

aipost）を定期的に発行した。 

⑨定期的に利用者との振り返りを行い、ステップアップに繋がる

支援に取り組んだ。また、行動障がいがある利用者には、日常

支援の中で虐待に繋がる支援をしていないか、拠点正職会議で

虐待防止の振り返りを行い、利用者の人権を守る支援に努め 

た。 

（２）課題 

①アルミ回収量が減少しているため今後、回収量を増やす必要が

ある。チラシを作成し、地元住民を中心に再度、協力を呼びか

ける必要がある。 

②作業が減少している為、新規開拓や独自の作業の強化を行って

いく必要がある。 

③利用者の方に対して、高い工賃を支払うためには、安定した作

業量を確保するために高い生産性・品質、納品厳守が必要であ

 

 

 

 

 

【一泊旅行in長崎】 
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【忘年会】 

 

 

 

 

 

 

 

【餅つき】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。 

④平均利用者数が増加し、安定的な事業所運営ができている。た

だ、利用者が増えたことにより総作業時間の増加がある一方、

授産収益では大きな増加につながっておらず、今後、授産収益

を伸ばしていく必要がある。 



Ⅲ 就労継続支援 B 型事業所「木の香らんど」  
              大川市大字北古賀２４５－３  
１．事業運営実績   

    利用定員        ２０名 

    利用登録者       ２８名(前年度２８名) 

    年間延べ利用者数 ４，８６３名(前年度４，７８１名) 

    平均利用者数    １８．６名(前年度１８．１名) 

    退所者数         ７名(前年度４名) 

 

※平成３１年度収入（30 年度決算額） 

訓練等給付費収入  ３６，９１０，３３０円 

利用料収入        ９２０，８３０円 

処遇改善加算     １，９１９，３７０円 

特定処遇改善加算     ３５９，８３０円 

合 計      ４０，１１０，０８０円 

                (H30 年度 38,651,550 円) 

２．事業運営状況 

（１）生産活動 

  ①下請作業 

   ・家具部品の組み立て等、チラシ印刷、みかんや甘夏の皮むき 

・にんにく種割作業、コーヒー出荷、自動車部品の加工 

・家具部品の検品、ゴザ･い草加工品の点検、ラベル巻き  

・木工製品研磨 等 

  ②委託作業・施設外就労 

・社会福祉協議会清掃、大木町健康福祉センター花壇整備 

・大川市環境課（廃プラスチック・ビン分別、清掃） 

・老人保健施設「大木しょうふく苑清掃」、ATM 清掃 

・天光社清掃、特別養護老人ホーム「いちご」シーツ交換 

・大川木工まつり会場清掃、ゴミ収集及びゴミステーション等

におけるゴミ袋入替 

  ③販売 

    木工祭り、夏・冬ギフト 随時実施 

  ④平成 31 年度就労支援事業収入  ７，８１５，２６５円 

      (H30 年度 7,199,396 円) 

   平成 31 年度利用者工賃支給総額 ４，８０３，４７０円 

(H30 年度 4,195,580 円) 

   平成 31 年平均工賃 １５，２４９円 (H30 年度 13,893 円) 

【北古賀事業所集合写真】 

集合写真 

【生産活動】 

いぐさ枕ラベル貼り 

いちごシーツ交換

 
天光社

木工まつり

 

ごみステーション清掃 

 

 

 

 



（参考）時給換算  ２３５円／時給 

       ２５，８５０円／月額（235 円×20 日×5.5 時間） 

⑤支援内容 

・利用者の意向、体調面を配慮し、安全に作業が遂行できるよ

うに支援を提供した。 

・新規作業の開拓のため受注活動を行い、うち１件は時給９５０

円で葬儀場の清掃業務を受託することができた。 

・障害者優先調達推進法に基づいて、大川市からの新たに業務委

託を受注した。木工まつり会場の清掃、ゴミステーション管

理の業務を行った。 

・作業環境の改善のため倉庫にエアコンを設置した。空調管理す

ることで、快適な作業環境を整備することができた。 

（２）生活支援 

  ①余暇活動（別紙行事報告 参照） 

  ②生活支援 

・金銭管理の支援として、本人や家族、成年後見人と連携し、

収支の確認や計画的な支出の相談などを行った。 

・買い物訓練として、一人で買い物に出ることが困難な方に対

して同行支援を行った。また、一人で買い物ができるよう支

払いの仕方など必要な助言を行った。 

  ③家族交流会 

    ・生活支援センターと合同で２月２９日に家族交流会を実施し

た。保護者２名参加。内容は成年後見活動に従事している方

にパネラーとして参加していただき、「成年後見制度」につ

いてのシンポジウムを開催した。保護者同士の交流もみられ

た。参加して頂ける家族が少ない傾向にあるので、次回に向

けて参加しやすい内容を検討する。 

（３）個別支援会議   

本人のニーズ、支援計画の達成度の確認、今後の目標、必要な

支援等について家族、関係機関も含めて検討している。 

また、日々のミーティングの中でも、利用者のニーズの確認、

目標の達成度、必要な支援について共有を図っている。 

（４）相談支援 

・安心して、利用していただくため利用者間の対人トラブルにつ

いての相談は迅速に介入して、助言を行った。 

・生活上の困りごとに対して、公的サービス（自立相談支援事業

など）の紹介や、関係機関（相談事業所、行政等）への情報共

 

老人センター夏まつり 

 
倉庫改修 

 

【余暇活動】 

いちご狩り 

 

BBQ ふれあいの家

 

防災センター研修 

 

 

 



有を行った。 

・年金申請や障害者手帳の申請、成年後見申立に必要な手続きに

ついて助言、同行支援をおこなった。 

・家族からの相談（家庭での困りごと、他サービスの利用等）に

ついて、丁寧に傾聴をおこない助言等を行った。 

（５）地域貢献活動 

・生活支援体制整備事業（ドリームたぐち）では実行委員として、

運営会議の事前打ち合わせや、企画会議に参加した。 

・近隣商業施設の清掃及び除草作業を行った。 

（６）健康管理・安全管理 

・インフルエンザやノロウイルス等、感染症予防のため毎日の検

温、健康状態の把握に努めた。インフルエンザ予防接種は職員

が同行し行っている。さらに、新型コロナウイルス感染症の拡

大に伴う、衛生管理や健康管理の徹底を行うとともに利用者と

家族に対して注意喚起を行い、感染防止に努めた。 

・服薬管理が必要な方に対して、薬の預かりや声掛け、服薬の確

認を行った。 

・高齢に伴い嚥下機能が低下した利用者に対し、給食の汁物にと

ろみを加えるよう給食事業と連携を図った。また、義歯調整、

嚥下リハビリの実施について、関係機関と連携を図った。 

（７）その他 

①職員の資質向上のための取り組み 

「虐待防止研修」「感染予防研修」「就労支援者研修」「強

度行動障がい支援者養成研修」等の外部研修に参加させた。 

また、内部研修では事例検討を通して、一人の利用者支援に

関わる他機関、他業種との連携の理解を図ることができた。 

  ②病院・他事業所との連携 

通院している利用者については、病院のソーシャルワーカ

ー、看護師と連携して、受診時の状況や支援状況など情報共有

を行った。 

また、家族や相談支援事業所、成年後見人と連携して、病状

悪化を予防するための情報共有を行い、必要に応じて病院受診

の同行を行った。 

 

３．行事報告 

別紙行事報告書参照 

多くの利用者が参加出来る様に平日に行事を開催した。また、

 

忘年会 

 
初詣 

 

買い物支援 

 

 

ふれあい大会 

 

ソフトボール 

 

 

 

 



福精連主催のふれあい大会（スポーツ大会）や研修会に参加し、

他事業所との交流を図った。 

 

４．苦情・虐待及び事故報告 

（１）苦情・虐待受付 ０件 

受付は０件だったが、職員による不適切なケア（利用者に対

する適切ではない言動や態度）について報告があり、直ちに振

り返りを行い、より良い支援を提供していくことを確認した。 

（２）事故報告 ３件 

事故の内容は、納品中に自動車の接触事故が１件、利用者の

転倒が２件 

接触事故は相手方の過失が大きいが、走行中は速度と周囲の

確認を怠ることの無いよう周知し、運転前には「気を付けて行

ってらっしゃい。」の声かけを慣行している。転倒事故につい

ては見守り、声掛けの支援及び整理整頓して躓きにくい環境を

整えるように努めた。 

 

５．成果と課題 

（１）成果 

①利用率の向上について 

利用率、平成 30 年度 68.8％、平成 31 年度 67.8％となって

おり、微減している。障害種別のなかで割合がもっとも多い、

精神障害のある利用者は、定期的な通院が必要であり、体調や

精神面で不安定なことが多いことから利用率の向上は今後も

難しい状況である。 

一方、新規利用者を獲得することで延べ利用者数を増加させ

ることにつなげた。 

②就労支援事業について 

目標工賃達成指導員を中心に新規の業務委託の獲得に向け

た受注活動を行った。特に時給単価の交渉を妥協せず、福岡県

の最低賃金に近い時給での契約に成功している。これにより、

利用者工賃額の向上につながった。 

（２）課題 

  ①新規利用者の獲得について 

・見学や体験利用を積極的に受け入れ、本人のニーズにあった働

き方を検討したうえで提案することが課題。また、魅力のある

行事やレクリエーション活動を実施して、仕事以外の楽しみの

 

家族交流会 

 

【避難訓練】 

 

 

【室内レクリエーション】 

卓球 

 

オセロ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提供も必要 

・地域の精神科病院、特別支援学校、相談支援事業所、行政機関

に対し、事業活動の周知のため PR 活動の取り組みが必要 

  ②利用者工賃向上について 

新規利用者の獲得のためにも利用者工賃の向上（最高月額４

万円）を目標としたい。そのために新規事業の獲得など積極的

な営業活動を行うとともに、障害者優先調達推進法に基づき、

官公庁からの業務委託の獲得を目指したい。 

  ③利用者満足度の向上について 

利用者の満足度を高めるため、心地よさや安心感、好印象を

与えられる、心のこもった支援を行うことが課題 

利用者の個性や状態を正しく理解し、個別の配慮ができるよ

う職員間の情報共有を密にし、支援の振り返りとして事例検討

を継続していくことが課題 

利用者の笑顔を引きだす、ひと工夫を心掛けて取り組みた

い。 

 

将棋

 

焼き芋 

 



 

Ⅵ 地域活動支援センター 「木の香らんど」  
              大川市大字北古賀２４５－３  
１．事業運営実績  

   ⅰ）利用定員        ２０名 

   ⅱ）利用登録者       １２名 

   ⅲ）年間延べ利用者数   ６２８名（昨年度実績 526 名）  

ⅳ）平均利用者数     ２．４名（昨年度実績 2.01 名） 

   ⅴ）退所者数         ２名（昨年度 5 名） 

 

※平成３１年度収入（30 年度決算額） 

大川市補助金   ６，０００，０００円 

利用料収入       ９５，６１０円 

合 計     ６，０９５，６１０円 

(H30 年度 6,090,220 円) 

被保護者等就労支援事業   ８８３，０００円 

               (H30 年度 648,000 円) 

 

２．事業運営状況 

（１）生産活動 

  ※希望者は就労継続支援 B 型利用者と共に生産活動に従事 

  ①下請作業 

   ・家具部品の組み立て等・チラシ印刷・みかんの皮むき 

・にんにく作業・コーヒー出荷・自動車部品の加工・ゴザ 

・い草加工品 等 

  ②販売作業 

   ・イベント販売（木工祭、老人センター） 

   ・仕入販売（コーヒー） 

（２）生活支援 

  ①行事・レクリエーション（別紙行事報告 参照） 

  ②生活支援 

   ⅰ）朝礼時に体調確認、日課の確認を実施 

   ⅱ）休憩時のお茶当番を交代で実施 

   ⅲ）終礼前の清掃活動 

   ⅳ）相談（本人・家族）、見守り、声掛け、関係機関情報共有 

（３）関係機関連携 

  関係機関と連携を図りながら生活の安定につながるような

【作業】 

しょうふく苑清掃 

 
老人センター販売 

 
献血ティッシュ 

シール貼り 

 
廃プラスチック分別 

 
【防災研修】 

久留米防災センター 

 

 

 



相談支援を提供した。主に福祉事務所等、他職種連携し、面談

を行ったり、本人や家族が望む暮らしの実現に向けて支援を行

った。 

（４）福岡県精神障害者福祉会連合会活動 

     福岡県精神障害者福祉会連合会の活動として、ふれあい大会や

精神保健福祉研修会、バレー大会に参加し、他事業所との交流や

精神保健福祉に関しての理解を深めた。 

（５）被保護者（生活困窮者）就労支援事業 

    大川市から委託を受け、生活保護受給者（生活困窮者）の自

立支援を目的として、作業を通して、就労意欲の向上、職業能

力の回復、生産活動への従事など就職に向けての支援を行った。

１名が福祉サービスへ移行、４名の利用者が訓練を継続してい

る。 

   〔実利用者：５名、延べ利用者数：２９９名〕 
 
３．行事報告 

  別紙行事報告書参照 

   

４．苦情・虐待及び事故報告 

（１）苦情・虐待受付 

苦情受付 ０件 虐待受付 ０件 

今年度、虐待に関する相談通報等の受付はなかった。 

（２）事故報告 

事故報告 １件 

利用者が 1 名、所在不明となる事案が発生した。捜索しその 

日の内に保護できた。以後、見守りを強化している。 

 

５．成果と課題 

（１）成果 

①引きこもりで就労経験がない者に対して就労支援を行った。就

労の場を提供したことで、社会参加の機会向上が図られた。 

②中学を卒業し、定時制高校に進学予定の児童を受け入れ、日中

活動、居場所の提供、就労の機会を提供し、自立支援を行った。 

③被保護者や生活困窮者で長年就労していない者に対して、就労

支援を行った。就労の場を提供したことで安定した生活リズム

が整い、就労意欲の向上に繋がった。成果として、一般就職者

が 1 名、B 型への移行が 1 名であった。 

（２）課題 

 

【福精連 活動】 

福精連大会 

 

ふれあい大会 

 

【レクレーション】 

外食 

 

バーベキュー 

 
忘年会 

 

初詣 



①就労準備事業（被保護者、生活困窮者）の新規利用者は 5 名い

たが、それ以外の新規利用者は 2 名と少なかった。今後も精神

障害や引きこもり等で支援が必要な方、65 歳以上で自立支援給

付の対象でなくなった高齢障がい者の受入が見込まれるため、

関係機関との連携がより一層必要となってくる。 

②定期的にレクリエーションで外出行事を行ったが、茶話会等の

余暇活動の機会が少なかった。利用者の希望に沿った行事や活

動を提供していくことが課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅶ 相談支援事業  「木の香園相談支援センター」  
              大川市大字北古賀２４５－３  
１．事業運営実績    ※ (  )内は前年度実績 

   相談登録者        ３０４件（前年度 276 件） 

   年間実相談件数    ２，４８９件 (前年度 2,909 件) 

   年間延べ相談件数   ３，３６７件 (前年度 4,087 件) 

   １日平均相談件数    １３．４件 (前年度 16.0 件) 

      ※今年度集計方法が変更されたため件数が減少している。 

 

※平成３１年度収入（30 年度決算額） 

自立支援給付費   １１，９０６，７６０円 

補助金収入      ５，５２０，０００円 

受託事業収入       ５０６，０００円 

合 計      １７，９３２，７６０円 

（H30 年度 15,714,530 円） 

 

２．事業運営状況  

（１）事業方針への取り組み 

・挨拶の励行や適切な呼称使用、接遇を意識し、利用者及び家族、

関係機関との関係構築に努めた。 

・地域で生活をする障害児（者）及びその家族が安心して地域生活

を送ることができるよう福祉サービスの調整と相談支援を提供

した。 

・大川市自立支援協議会の定例会に出席。障害者の集いを開催し居

場所作りや教育と福祉の連携について検討した。 

・サービス利用が必要な方に対して、ニーズに沿った計画を作成し、

サービス担当者会議を行った。 

・広報、周知活動として、ドリームたぐち、社会福祉協議会連絡会

に参加し活動を行った。 

・質の高い福祉サービスを提供するために、スキルアップとして相

談支援従事者現任研修、認定調査員研修、その他権利擁護等の研

修に積極的に参加した。また、社会福祉士の資格取得を目指す学

生を受け入れ実習指導を行い風通しのよい職場作りを行った。 

（２）大川市障害者相談支援事業 

①来所・訪問相談 

家庭への訪問相談、事業所窓口において障害者および家族に

対する一般相談に応じた。 

 

 

 

日々の業務より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ケース検討】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



②個別ケア会議 

   個別ケア会議としての開催はなかったが、福祉事務所、大川市

基幹相談センター、大川市虐待防止センターと情報共有を行い、

課題解決に取り組んだ。 

③大川市自立支援協議会 

・全体会（年 2 回開催）※新型コロナウイルス感染対策で 1 回は

中止となる。  

・定例会（毎月開催） 

事例検討、日常生活自立支援事業の開始を要請、地域生活拠点

整備事業、引きこもり支援のための研修を実施した。 

・事務局会議（不定期開催） 研修会の企画、運営 

④認定調査 

・大川市認定調査委託費（大川市 53 件 461,100 円、 

遠隔地 1 件 14,500 円 合計 475,600 円） 

・他市町村からの認定調査依頼はなかった。 

 ⑤大川市地域生活支援事業の受託 

   コミュニケーション支援事業を受託 

7 件実施  合計 13,000 円（時間合計：265 分） 

  ⑥その他 八女筑後・久留米圏域委託相談支援事業所研修会参加 

（３）指定相談支援事業（特定、障害児相談、地域移行、地域定着） 

①サービス等利用計画書作成 

ⅰ）サービス等利用計画作成件数 632 件 

（内、大川市 500 名、佐賀県 75 名、その他 57 名) 

ⅱ）サービス等利用計画作成費 11,320,250 円 

（うち計画作成費 3,827,340 円 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 7,492,910 円） 

ⅲ）サービス担当者会議実施回数 63 回 

    地域移行は 1 件計画作成・地域定着支援については依頼がなか

った。 

（４）行事報告 

   別紙行事報告書参照 

（５）権利擁護事業 

  ①虐待発見・通報 4 件 

委託相談及び計画相談の利用者で虐待を受けていると思われる

ケースについて、大川市福祉事務所等に通報した。 

②障害児（者）の権利擁護（成年後見制度利用促進） 

平成 31 年度 成年後見制度の利用を検討、情報提供したケース

8 名（うち、後見人等選任 0 名、手続き中 4 件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【相談援助実習】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[八女筑後・久留米圏域委

託相談支援事業所情報

交換会、研修会] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（６）苦情受付・事故報告 

  ①苦情受付 1 件 

施設からの苦情。相談員の対応に対する不満。法人本部、大

川市福祉事務所に報告し当該職員と振り返りの機会を設け、再

発の防止に努め、第三者委員会に報告をした。 

②事故報告  

相談業務中の車輌事故等はなかった。 

 

３．成果と課題 

（１）成果 

①大川市障害者相談支援事業 

・困難事例について事例検討を行い、自立支援協議会内で関係機関

と協議を行った。 

・認定調査料の見直しが行われ、平成 31 年度の年間合計額が増加

した（基本：6,800 円から 8,700 円、遠隔地 16,000 円から 14,500

円）。 

・引きこもり支援研修会に参加。また、「ドリームたぐち」の運営

会議、活動に参加した。 

・市から受託しているコミュニケーション支援事業の利用件数が

徐々に増えてきた。 

・大川市社会福祉協議会が設立した社会福祉法人連絡協議会に参

加。シンポジウム等の実務者として協働した。 

②指定相談支援事業 

・632 件のサービス等利用計画の作成を行い、約 1,130 万円の収益

を得た。 

・計画作成の中で多くの事業所と関わる機会があり、事業所との連

携を図るとともに、権利擁護の視点を持ち、サービスの実施に努

めた。また、自らが提供するサービスの質について振り返りを行

い、サービスの質の向上につながった。 

・大川市福祉事務所や他市町村と協議を行い、モニタリング期間や

更新時期の見直しを行い業務の改善に努めた。 

（２）今後の課題 

①大川市障害者相談支援事業 

・地域生活支援拠点事業の体制整備に向けた関係機関との協議 

・自立支援協議会における企画及び運営への参加 

基幹相談支援センターを中心とした事例検討の実施 

障害福祉分野以外の専門機関との連携等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



・サービスに繋がっていない障害者に対するアウトリーチ活動 

②指定相談支援事業 

・相談支援専門員の質を担保するための人材育成及び利用者増に伴 

う適切な人員配置を行った（令和 1 年 11 月に相談支援専門員 4

名体制。4 名体制となることから特定事業所加算がⅢからⅡにな

った）が、平成 31 年度 3 月末に 1 名退職することから、令和 2

年 4 月に特定事業所加算がⅡからⅢに再度変更。新規相談支援

専門員の採用が必要となる。 

・高齢障害者の共生型サービス利用に向けた社会資源の把握が課題 

・他機関（病院・高齢障害者等）との連携強化が課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅳ 放課後等デイサービス「木の香園児童支援センター 単位１」  

（日中一時支援事業 「木の香園でいさーびす」）  

           大川市大字中古賀３７９  

１．事業運営実績 

（１）放課後等デイサービス（開園日数３３４日） 

   利用定員         １０名  

   利用登録者        ３５名（28 名） 

   年間延べ利用者数  ３，２１８名（3,616 名） 

   平均利用者数      ９．８名（11.0 名） 

   退所者数         １２名 

（理由：単位２へ移動、施設入所、高校卒業、転居、契約終了等） 

   入所者数          ５名（単位２から移動含む） 

       

※平成３１年度収入（30 年度決算額） 

介護給付費収入   ４０，１６６，８１７円 

利用料収入      １，１０８，６５７円 

処遇改善加算     ３，３０４，７４０円 

特定処遇改善加算     １４０，８００円             

合 計      ４４，７２１，４００円 

（H30 年度 45,321,960 円） 

 

（２）日中一時支援（三又利用者：単位１・単位２合計） 

（開園日数 312 日）      

   利用定員         １０名 

   利用登録者        ２６名（24 名） 

   年間延べ利用者数    ４１１名（546 名） 

   平均利用者数      １．３名（1.8 名） 

 

※平成３１年度収入（30 年度決算額） 

受託事業収入    １，０７４，５５２円 

利用料収入        ８８，３９８円 

合 計      １，１６２，９５０円 

（H30 年度 1,700,050 円） 

 

２．事業運営状況 

（１）個別支援会議（療育支援会議） 

 

黒木大藤見学 

 
佐賀宇宙科学館 

 
お好み焼き作り 

 
プラネタリウム 

 
ひょうたん島公園 



・全ての利用児童に対して実施。 

・新規利用者については、放課後等デイサービス制度説明及び木の香

園の利用方法の説明を行っている。フェースシート、アセスメント、

シート、個別支援計画原案作成。発達状況の確認、利用者の特徴や

利用者（保護者）のニーズに基づいた個別支援を実施した。 

（２）関係機関連携会議（放課後デイ） 

・実施回数８回（実人数４名） 

・支援を行う中で、関係機関との連携や役割分担が必要な場合に、学

校や他デイサービス事業所等また、医療機関と一同に会し、連携会

議を行い課題解決や支援方法、服薬の注意事項等について話し合っ

た。また、他事業所を新規に利用される際、特性等の説明を他事業

所職員へ行っている。 

（３）療育活動 

①個別療育 

【生活訓練】 

「着替えができるようになる」を全体の目標にし学校から来園

してすぐ相談室で着替えを行っている。補助が必要な児童も協力

動作があり、着替えを行うことが習慣化されつつある。 

【学習活動】 

去年度から引き続き、宿題のある児童は宿題を終わらせてから

遊ぶことを習慣化できるよう支援を行っている。ほとんどの児童

が宿題を終わらせて帰ることができている。宿題の支援を行うこ

とで現在の学習レベルの把握ができ保護者や学校との連携の際、

役立っている。 

【日常生活動作の習得】 

手洗い、片付け、着替え等習得できるよう、声かけや付き添い

指導を行った。食事の際、スプーンを使う児童にフォークや箸を

使うよう指導し、自ら食べる能力の向上に努めた。 

②グループ活動【レク・行事】 

【レクリエーション活動（放課後・土日）】 

サッカーや野球等体を動かす遊びを通し精神的なリフレッシ

ュや体の動かし方について職員が見本を見せることで（模倣学

習）効率的な体の動かし方の学びになっている。また、事業所内

のクリークでの釣りやカメ取りなど、安全を確保した上で生き物

との触れ合いや自然や命について学ぶ機会を提供した。 

【行事（土日）】 

今年度も月に一回はバスによる外出行事を行うことを目標に

 

ボウリング 

 

森林公園 

 

うちわ作り 

 
北九州イノベーショ

ンギャラリー 

 
創作活動 



さまざまな行事を企画した。写真でも提示している科学館見学や

外食公園遊びやボウリングに出かけている。ボウリングは好評で

木の香園で行った後、「家族でボウリングに出かけ思い出を作る

ことができました」と高校卒業する児童の保護者の方から、涙な

がらに感謝の言葉を頂いた。 

宿泊研修は天草～長崎を巡り、水族館及び動物園見学を行っ

た。天草シードーナツ（水族館）ではイルカと直に触れ合える「イ

ルカのふれ合いプログラム」に参加し、普段できない体験を楽し

んでいる。宿泊先のホテルでは他の宿泊客がいる中、多少マナー

違反（泳ぐ行為等）があったもののマナーを学びながら入浴する

ことができた。 

 

３．行事報告 別紙行事報告書参照    

 

４．苦情・虐待及び事故報告 

（１）事故報告 

   単位Ⅱ参照。 

（２）虐待及び不適切な支援報告 

   単位Ⅱ参照。 

５．成果と課題  

（１）成果 

  ①単位１は中等部以上の利用者が多く卒業後の生活に目を向けた支

援に力を入れた。就労移行支援事業で使われていた「仕事で使う

１０の言葉」を使い、職員から「よろしくお願いします」「お疲

れ様でした」「お先に失礼します」等使い、職場でのあいさつの

重要性を職員の失敗談を話しながら教えた。就労継続支援 A 型を

目指していた利用者が面接で「仕事で使う１０の言葉」を披露し

採用となった。 

  ②今年度は保護者会を１回行った。単位２と合同で行い、単位１の

保護者は５名の参加であった。福岡市手をつなぐ育成会・保護者

会の会長下山いわ子様を講師としてお招きし、知的障がい、発達

障がいの疑似体験演習や子育て体験談を講義して頂いた。その後

の茶話会では、家庭での利用者の様子を聞くことができ、また、

デイでの様子を伝え、お互いに知らない一面を確認することがで

きた。特に進路の話は保護者同士で情報交換があり実りある保護

者会となった。 

（２）課題（次年度に向けた取り組み） 

 
公園で昼食 

 

バルーン博物館 

 

宿

泊研修 

フェリー移動 

 

 

宿泊研修 

イルカとふれ合い 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①将来に進路について 

高等部卒業等により６名の利用終了者が出た。卒業後の進路に

木の香園を選択された利用者が１名に留まっている。卒業後の進

路として木の香園を選んでもらえるよう、木の香園グループ全体

での情報提供を積極的に行うことが今後の課題である。 

②知識と技術の向上 

・知識や技術向上のための研修や職能団体への加入、また資格取得

に向けた働きかけを行い、職員のレベルアップを図りたい。また、

研修等で得た知識や技術を OJT 等、他の職員への伝達を行ってい

く。 

・現在、支援の方法が職員間でばらつきが見られている。支援統一

に向け、個別支援計画に加えストラデジ―シート作成や支援指示

書を作成し支援の統一を図って行く。 

・個別療育に特化している他事業所での実習を踏まえ、物理的、時

間、行動、課題の構造化や絵カードの導入を進め、個別の療育に

も取り組んでいく。 

③児童支援センター単位１の特色としての外出行事 

「うちの子は無理ですよね」と外出行事を避ける保護者がい

る。できるだけ行事に参加してもらうよう外出行事体制の強化及

び行事説明を丁寧に行い、外出が難しいと思われている利用者に

も外出を幅広く楽しんでもらえるよう努めたい。 

 
宿泊研修 

天草四朗像前 

 
宿泊研修 夕食 



Ⅴ 放課後等デイサービス「木の香園児童支援センター 単位２」  

（日中一時支援事業「木の香園でいさーびす」）  

          大川市大字中古賀３７９  

１．事業運営実績 

（１）放課後等デイサービス（開園日数３１４日） 

   利用定員         １０名 

   利用登録者        ２５名（22 名） 

   年間延べ利用者数  ３，３３１名（3,915 名） 

   平均利用者数     １０．６名（11.8 名） 

   退所者数          ８名 

（退所理由：単位１への移動・転居、長期利用無し等のため） 

※平成３１年度収入（30 年度決算額） 

介護給付費収入    ３２，１８９，１８４円 

利用料収入         ８３４，５７６円 

処遇改善加算      ２，６４０，８８０円  

特定処遇改善加算      １１５，１９０円 

合 計       ３５，７７９，８３０円 

（H30 年度 41,599,480 円） 

   

 （２）日中一時支援（単位２利用者） 

    ※単位１報告参照 

 

２．事業運営状況 

（１）個別支援会議（療育支援会議） 

  ・全ての利用児に対して実施。 

（２）関係機関連携会議 

  ・延べ件数 13 件 

（３）事業所内相談 

  ・延べ件数 6 件 

（４）療育活動                                                   

１）個別支援 

  ①学習支援：学校の宿題とプリントによる学習支援 

    児の障害特性やその時々の状況を見立て、視覚的なスケジュ

ールの取組を工夫しながら継続している。 

②対人関係の構築 

対人関係に困難がある場合等適時介入し、前後の状況の確認と

【保護者会】 

 

 

 

【親子研修・海きらら】 

 

 

【防災の日教育】 

 

 

 



対人関係が円滑になるように振り返りと助言を行った。利用児同

士の衝突は日常的にあり、それぞれに得意な部分からのアプロー

チを行っている。 

③ＡＤＬ及びＩＡＤＬの自立 

買い物実習、乗り物実習を通して、ひとりで計算をしながら複

数の買い物をしたり、掲示板を見ながら行き先と料金を確認し

て、切符を購入して乗り物に乗るといった療育を昨年度に引き続

き行った。切符を買うことに慣れた児は、新しく来始めた児に買

い方を教えることができるようになっている。 

④個別療育 

得意不得意を客観的に把握し、個々の課題設定と環境設定を行

い、順次個別療育を行っている。 

 ２）グループ活動（レク・行事） 

自然災害が多くなっていることから、防災学習の機会を多く作っ

た。防災の日には防災食を食べ、映像を見て学習し、久留米の防災

センターへも複数回行き、煙や地震の災害体験を重ねている。 

宿泊研修は、今年度は山口県へ行っている。秋芳洞に行き、洞内

を１時間かけてガイドの案内を聞きながら学習を深めた。自然の造

形の数々を見ながら、児童も真剣に説明を聞いていた。初めて親元

を離れて参加する児童には、事前に細かなスケジュールを入れた個

別のしおりを作成し、自宅でも親子で予め確認をして頂いてから出

発したことで、不安になることなく参加ができている。 

（５）保護者支援 

一般の高校を受験した児童がいる。児童に対する学習支援も行っ

たが、保護者に対しても様々な可能性と選択肢を示し、学校の３者

面談にも同行し支援を行った。 

今年度の保護者会は福岡市の保護者会会長の下山様にお越し頂

き、演習として知的障がいや発達障がいの疑似体験を行い、講話で

は親としての様々な体験を語って頂いた。保護者の皆様も日頃想像

することしかできない障がい特性を少しでも体験することができ、

本人の生き辛さや適切な支援を知ることができてよかったと好評だ

った。 

 

３．行事報告 別紙行事報告書参照    

 

４．苦情・虐待及び事故報告（単位１・日中一時支援含む） 

（１）苦情・虐待受付 

 

【避難訓練】 

 

 

【保護者引渡訓練】 

【防災センター】  

【外部ボランティア】 

 



苦情受付 ３件 支援中の事故１件 不適切支援 １件 

１）苦情受付 

①保護者からの苦情 

ⅰ）事例１ 

単位１の日中一時の利用者が、帰宅後膝に傷があり、そのこと

の報告がなかったことを不信に思った保護者より苦情があった。

ジョイントマットの上で、立った状態から膝から座る行為を繰り

返して遊んでいたことが原因と考えられる。職員間で確認を行

い、経緯の報告と謝罪を行った。 

ⅱ）事例２ 

新型コロナウイルスの感染拡大防止の為、急遽学校が３月から

休校となった。前週の金曜の夕方に決定され、翌週の月曜から休

校となることとなり、それに伴い終日の利用受け入れができるよ

う職員体制を整える必要があった。急な対応で職員体制に乏しか

ったことから職員で対応の協議を行い、例年春頃大きなパニック

を起こす頻度の高い中学生男児の保護者に対し、可能な範囲で早

めのお迎えを依頼したところ、唐突なお願いとなってしまったこ

とで、保護者の不信を招くことになってしまった。その後保護者

に対し謝罪と真意の説明を行い、相談支援事業所も含め検討を重

ね対応を行っている。 

ⅲ）事例３ 

単位１の利用児がパニックを起こした際アクリルの窓を椅子

で破損する事故が起きた。保護者の方と検討し、児童の保険で

修理をお願いすることとなったが、修理に時間を要したこと

と、途中の報告が疎かになったことから苦情につながった。経

緯の報告と謝罪を行っている。 

②支援中の事故 

単位１の筋ジストロフィーの利用児を支援中、車いすを押して

曲がり角を曲がる際、足が門に当たり負傷した。当日は腫れ等が

無かったためそのまま帰宅。翌日の利用時湿布をしており腫れが

認められた為、医療機関を受診。レントゲンで確認できる骨折は

無かった。職員全体で支援時の留意点の確認を行った。 

③不適切支援 

単位２の児童の支援中、切り替えができず保護者が迎えに来た

後もなかなか帰宅できなかった児童に対し、強く帰宅を促すこと

があった。感情的になり行き過ぎた支援であった為、保護者へ謝

罪し、職員全体で再発の防止と対象児の適切な支援について協議

【乗り物実習】 

 

 

 

【買い物実習】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



と共有を行った。 

 

５．成果と課題                                    

（１）成果 

  ①個別療育 

昨年に続き脳バランサーキッズによる発達指数の精査と、その

結果をもとに個別療育に取り組んでいる。 

②利用者支援 

個別支援計画に基づいた支援の継続ができるよう、また計画に

基づいた記録が適切に残されるよう、個別支援計画の一覧を作成

し、計画を確認してから日々の支援に入るようにしている。   

③昨年度の課題への対応 

・保護者より要望を受けていた行事報告を、毎月定期的にお知ら

せを発行することで対応を行った。 

・防災訓練の一環として保護者への引き渡し訓練を行った。リス

トを作成し、電話を行った時間、電話がつながた時間、実際に

お迎えに来られた時間を記録し、実際の災害時のイメージを高

めた。 

④関係機関との連携 

処遇困難なケースや世帯全体に支援を要するケース等、複雑な

ケースに対して、関係する機関と連携を密に行い、支援の方向性

の共有が行えている。 

⑤職員研修 

支援技術の向上と児童発達支援センター設立を見据え、保育士

を中心に他事業所での研修を継続している。また、職員それぞれ

が自己研鑽のため、外部での研修を重ねている。 

 

（２）課題      

  ①職員の知識と技術の向上 

個々の発達段階と課題の整理を行い、個別療育を進めている

が、個別療育ができる職員が限定されている。多くの職員が個別

療育をすることができるよう研鑽が必要。 

②非常時の連絡体制 

養護者より緊急時の連絡体制について、メールでの送信をして

ほしいと要望を受けている。有事の際等全ての保護者に情報を提

供できるよう検討をしていきたい。 

③地域課題への取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【調理実習】 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がいの程度が軽度の利用者の年齢層が、成長と共に上がって

きている。高校の選択や将来の仕事など進路の選択を考える年齢

になってきているが、地域の高校で発達障がい児の特別支援教育

や障害者枠での一般就労に力を入れている高校が少ない。 

今年度は長年定期的に利用をしている児童が一般の高校に進

学した。初めて一般の高校との連携が必要になることと、将来の

就労や自立に向け、関係機関とも連携し、支援を展開していきた

い。学校へは障がい特性の理解を求めていく。能力に応じて高校

を選択し、適切な教育を受けることができる環境づくりが今後の

課題である。 

④専門性の確保 

発達特性の分析やそれを基にした個別療育を開始しているが、

リハビリ専門職が未配置である。リハビリ専門職の配置を進め、

利用者への支援と職員へのスーパーバイズを行い、職員のスキル

を向上していくことが課題である。 

 

 



Ⅵ 共同生活援助事業 「木の香ほーむ」   ※短期入所併設 

               大川市小保・道海島・大橋 
１．利用状況   

利用定員 ２３名 

（小保 5 名、道海島 7 名、木室 11 名、短期（空床）１名） 

利用登録者        ２１名（短期 ８名） 

年間延べ利用者数  ６，４３３名 

１日平均利用者数   １７．５名 

新規利用者数        ４名 

退所者数          ４名 

    

※平成３１年度収入（30 年度決算額） 

介護給付費収入      １８，６４６，２７０円  

   利用料収入         ８，２６９，６９５円  

   特定障害者特別給付費    ２，２３０，０００円 

   処遇改善加算         １，３８０，０２０円  

   特定処遇改善加算        １４６，６６０円 

    合 計         ３０，６７２，６４５円 

                （H30 年度 33,785,460 円） 

   ※道海ほーむ満床の為、短期利用なし 

 

２．運営状況 

（１）生活支援 

①生活支援 

   ・世話人や支援員による炊事、洗濯、清掃などの日常生活支援を行

うと共に、通院同行や利用者の悩み等の相談対応を行った。 

   ・自立支援センターの栄養士にメニューを作成してもらい、バラン

スの良い食事提供を行なった。 

   ・買い物支援にて、単独で行けない時に同行（大きな物の購入・購

入の判断に悩む物等）を行った。 

   ・災害時を想定し、避難訓練をほーむ内にて実施。災害時の心構え

等を再確認行った。 

   ・利用者の日々の状態を把握し、必要な支援及び助言を行うととも

に、生活相談も継続して行った。また、必要に応じて、医療機関

受診同伴や、関係機関との連携を図った。 

   ・新型コロナウイルス感染症の対応について、ホーム内での感染拡

大を防ぐための取組を徹底した。 

 

 

【生活風景】 

 

 

【誕生会】 

 

 

【日帰り】 

 

【お正月調理実習】 

 



   ・個別支援計画に基づき、金銭管理、服薬管理、衛生管理(居室整理・

布団干し・入浴習慣等)、健康管理において、個々の状況に応じて

必要な範囲で支援を行った。 

  ②余暇活動支援 

   ・外食やほーむ内での会食を通じ、利用者・職員間の親睦を深める 

機会を設けた。 

   ・年末年始をほーむで過ごす方に、おせち料理を準備するなど、長

期休暇中の支援体制の確保を行った。 

   ・誕生会の際、一緒に調理を行う場面の設定を行なった。 

   ・利用者の希望に沿った外出行事の計画を行なった。 

  ③施設整備 

   ・木室ホームにおいて、食事部屋ではない２部屋にも IH 設置行い、

利用者が炊事を出来る環境を整えた。 

（２）行事報告 

 別紙行事報告書参照 

 

３．苦情受付、事故報告  

     ・苦情受付・・・０件 

     ・事故件数・・・０件 

 

４．成果と課題 

（１）成果 

   ・長期休暇等、ほーむで過ごされる方々に対して安心して生活でき

る支援体制の確保を行った。 

   ・世話人を新たに雇用し職員体制の充実を図った。 

   ・自立支援センターと連携し、カロリー計算の取れた食事提供が出

来た。 

   ・各ほーむにおいて、交流会を定期的に開催し、ホームでの生活に

ついて、利用者同士で話し合い出された意見等を支援等に反映し

取り組んだ。 

   ・余暇活動の支援として、定期的に行事の計画・実施を行った。 

   ・利用者との定期的な面談や相談等行い支援の方向性について、職

員間で共有できるよう、職員会議や個別支援計画会議を定期的に

実施した。 

・定期的に利用者との振り返りを行い、ステップアップに繋がる支

援に取り組んだ。また、行動障がいがある利用者には、日常支援

の中で虐待に繋がる支援をしていないか、拠点正職会議で虐待防

【おせち料理】 

 

 

 

 

 

 

 



止の振り返りを行い、利用者の人権を守る支援に努めた。 

（２）課題 

 ・利用者の状況の変化に合わせて個別支援会議を開催し、再アセス

メントとニーズの再整理、個別支援計画の見直しを行い、支援の

質の向上を図る。 

・利用者支援の一環として買い物支援等の充実を図る。 

   ・世話人の情報の共有化が出来ておらず、支援の方向性が統一され

ていない為、定例会等の実施を行なう。 

   ・利用者ニーズに応じた新規ほーむの展開を進める必要がある。 

   ・災害時などの緊急体制の整備を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅶ 共同生活援助事業（短期入所併設）「木の香ほーむ陽の木」  
                  大川市大字鐘ヶ江６５７－２  
１．利用状況 

（１）事業運営実績 

  ①共同生活援助 

    利用定員          １０名 

    利用登録者          ９名 

障がい支援区分 「区分６」  ４名 

「区分５」  ２名 

「区分４」  ３名 

  年間延べ利用者数    ２，７９７名 

    平均利用者数        ７．７名 

 

     ※平成３１年度収入（30 年度決算額） 

介護給付費収入  ３０，５６７，０３９円 

利用料収入     ５，６０５，３５１円 

処遇改善加算    ２，２７８，７００円 

特定処遇改善加算    ３２３，６７０円 

             合 計     ３８，７７４，７６０円（H30 年度実績なし） 

   

②短期入所事業(併設) 

    利用定員              ２名 

    利用登録者            ３６名（うち児童１１名） 

障がい支援区分（者）「区分６」 ９名 

「区分５」 ５名 

「区分４」１０名  

          （児童）「区分３」 ７名 

「区分２」 ５名 

   年間延べ利用者数       ５０７名 

    平均利用者数         １．４名 

      

※平成３１年度収入（30 年度決算額） 

介護給付費収入  ４，３３７，３８６円  

利用料収入    １，０９５，１３４円 

処遇改善加算     ３２５，５９０円 

特定処遇改善加算    ３７，２３０円 

合 計     ５，７９５，３４０円（H30 年度実績なし） 

 

【行事写真】 

(食事会) 

 

 

 

 

 

 

(季節行事) 

 

 (季節行事) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 (家族会) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(地域交流会) 



 

２．事業運営状況 

（１）個別支援会議  延べ １７回（実人数 ９名） 

・利用者、家族の生活支援ニーズアセスメントをもとに、希望する生

活スタイルにできるだけ近づける支援を行うことに努めた。 

・新規利用者には、本人、保護者、行政、支援関係先の情報をもとに、

支援計画の作成を行った。支援にあたっては、スタッフ一個人の考

えで支援を行うのではなく、個別支援計画策定会議を行い、情報交

換を日々行いながら、統一した支援が行えるよう努めた。 

・支援計画が適切に実践されているか、継続的なモニタリングを行う

ために定期的に本人、家族との面談を行った。 

（２）支援内容 

①日中サービス支援型 

・利用者一人ひとりの想いに実現できるように支援内容を職員間で

検討した。 

・余暇活動においては、利用者のニーズに沿った内容になるように

心がけ、創作活動、レクリエーション活動、園外活動の機会を設

け実施した。 

・日中活動（生活介護利用）利用先との情報共有に努めた。 

・余暇活動の一環として地域周辺の散策を行い、地域住民の方と声

掛け合う事で地域交流を深めた。また、地域の催しに参加し積極

的に交流を深めた。 

・関係機関からの相談・見学の依頼要請を積極的に受け入れ、希望

があれば待機利用者として受付けた。現在、男女１０名の待機利

用者を確保している。 

②短期入所事業 

・家族、本人からの相談及び見学を受入れ、随時契約を行い積極的

に短期入所の受け入れを行った。 

・環境の変化が苦手な利用者の方に対して、利用者のペースに合わ

せながら徐々に慣れていくよう受入れ及び支援を行った。 

・ドライブ・食事会・レクリエーション等の参加を促し余暇活動の

充実を図った。 

（３）利用者の健康管理 

・利用者の健康状態観察（毎朝検温実施）及び関係機関（通所サービ

ス・福祉サービス）との情報共有 

・希望する利用者にインフルエンザ予防接種を実施した。 

・薬の管理、手洗い及びアルコール消毒の励行 

・水分補給の管理と促し。 

・入浴時の皮膚疾患等の観察と軟膏処置、入浴日以外の軟膏処置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（園内研修） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(誕生日・食事) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



・感染予防対策研修の実施 

（４）家族会 

・12 月 22 日（日）に家族会を開催した。保護者７名参加。支援員の

紹介、日常生活の様子、行事等の報告を行った。家族同士の親睦も

図られ「楽しかったです」との声も聞かれ好評だった。 

（５）安全管理・防災・防犯対策 

・避難訓練を行うことで、様々な場面を想定し、安全な避難誘導が出

来るように支援員の知識向上に努めた。 

・防犯対策については、筑後警察署の協力のもと、さすまたの適切な

使い方の実践や講習を受け、職員の危険認識等の知識向上に努め

た。 

  （避難訓練内容と実施日） 

    火災想定：６/２９ 

    水害想定：７/２４ 

    防犯訓練：１０/２８ 

（６）その他 

  ①支援員の資質向上のための取り組み 

毎月１回の全体会議を開催し、利用者支援に係る情報の共有や個

別支援計画の評価等のカンファレンスを行った。 

②病院・他事業所との連携 

・通院している利用者については、福祉サービスを利用し担当職員

と情報共有し連携した。また、必要に応じては病院受診の同行を

行った。 

・日中活動先（生活介護）の看護師と日々情報を共有し健康管理を

行った。 

      

３．行事報告 

  別紙行事報告書参照 

   ・事前に利用者の方から希望を聞き取り希望に沿った行事を設定し

た。行事は、主に日・祝日に開催し、余暇活動の充実を図った。

利用者の誕生日には、誕生日ケーキとサプライズプレゼントを準

備し笑顔が多く見られた。 

 

４．苦情・事故報告 

（１）苦情受付 １件 

入居利用者から、強度行動障がいのある利用者のパニック行動に

よる扉や窓を叩く行動や大きな音がストレスになっていることと、

 

 

(調理実習) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(お盆・食事会) 

 

 

 

 

(正月・おせち) 

 



職員の知識・介護技術が乏しいとの苦情があった。併せて快適な暮

らしが出来るよう改善してほしいと要望があった。 

強度行動障がいのある利用者への対応として、障害特性や環境両

性についての理解を深めながら支援計画シートの作成、分析、支援

の見直しを行い支援の強化を行った。 

サービス管理責任者が主になり、職員に対し介護技術の指導等を

行い資質向上に努めた。 

（２）事故報告 

  ①個人情報漏洩事故 １件 

短期利用予定者の基本情報を担当相談事業所にＦＡＸにて提供

した際に誤送信した。該当利用者、家族に謝罪を行い、誤送信先の

一般市民の方に対しても謝罪を行い、再発防止に努めることを説明

し双方に了承を得た。 

  ②けが等の事故 ３件 

事故の内容は、利用者の転倒が２件、利用者間のトラブルでの怪

我が１件であった。利用者の転倒・怪我については、原因を追究し

利用者のＡＤＬの把握と支援の強化を行い、再発防止に努めた。 

③破損事故  １１件 

強度行動障がいのある利用者が環境の変化が苦手なことや自分

の思いが職員に伝わらないことによりパニックになり、各居室の扉

を強く開閉したり、共有テレビをたたくなどして破損させた。突発

的な行動への対応は後手に回ることが多いため、環境調整や支援方

法の工夫により未然に防止することが重要との認識を持ち、日々の

支援を粉うように努めた。  

 

５．成果と課題 

（１）成果 

・初年度で満床近く９０％の利用率が達成出来た。 

・利用者一人一人のニーズに沿った個別支援計画を作成し個別支援を

実施した。また、強度行動障がいのある利用者に対し支援計画シー

トを用いた支援を実施した。 

・個別支援会議を開催し、関係機関と連携し支援の提供を行った。 

（２）課題 

・短期入所については、各関係機関と連携して利用者や保護者のニー

ズをくみ取り更に利用率の向上を図る。 

・外部研修・内部研修の積極的に行い、専門的な知識・介護技術を習

得し支援の質の向上に努める。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・強度行動障がいのある利用者支援について、支援職員の研修受講を

行い、資格取得と適切なケアを提供できるるようになることが課題 

・利用者のニーズに沿った支援を提供する為に、配置基準に加えて人

員体制を強化する。 

・日常的に避難訓練を行うことで利用者がスムーズに避難できるよう

に定期的な避難訓練を実施することが課題 
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