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社会福祉法人 大川市福祉会  

 

 

 



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」「共生型通所介護」「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」「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」  

（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 

   「計画相談支援」「障害児相談支援」「地域相談支援（地域移行・地域定着）」 

   「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  

「日中サービス支援型共同生活援助」「短期入所」  

（９） 被保護者等就労準備支援事業（職場適応訓練）  

 

 

  



法人本部  

１．理事会実施状況 

年間６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２年６月５日（金） 

第２回 令和２年８月１１日（火） 

第３回 令和２年１１月１７日（火） 

第４回 令和３年２月３日（水） 

第５回 令和３年２月１９日（金） 

第６回 令和３年３月１６日（火） 

 

２．評議員会開催状況 

年間５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２年６月２３日（火） 

第２回 令和２年１１月２４日（火） 

第３回 令和３年２月８日（月） 

第４回 令和３年２月１９日（金） 

第５回 令和３年３月２６日（金） 

 

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、研修計画に基づき法人内部研修、施設内研修、派遣研修を行い接

遇、虐待への対応について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。 

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。 

新型コロナウイルスの感染を防ぐため、感染防止対策の徹底を行った。 

（３）将来を見つめた経営 



放課後等デイサービス事業及び児童発達支援事業を行うため木室幼

稚園跡地の整備を図った。 

（４）組織運営基盤の強化 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い計画していた理事・監事によ

る業務会議への参加、評議員の事業所視察及び他法人の視察研修が実

施できなかった。 

（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 

   次世代を担う子供たちの成長を願い新に統合された中学校へ図書の

寄贈を行った。 

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。 

（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。  

 

 

 

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３１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３１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旅費規程の一部改正について 

５ 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 

協議事項 

報告・連絡事項 

第２回 議案 

６ 社会福祉法人大川市福祉会評議員候補者の推薦について 

７ 福祉医療機構借入について 



８  社会福祉法人大川市福祉会木の香園児童支援センター予定建物等の改修 

設計の入札業者選定について 

理事長及び本部長の職務執行状況報告について 

協議事項 

報告・連絡事項 

第３回 議案 

９ 社会福祉法人大川市福祉会定款の一部改正について 

１０ 社会福祉法人大川市福祉会第１次補正予算について 

１１ 木の香園児童支援センター予定建物等の改修工事入札指名業者の選定 

について 

１２ 社会福祉法人大川市福祉会評議員会の開催について 

報告・連絡事項 

第４回 議案 

１３ 木の香園児童支援センター改築工事の入札結果について 

１４ 社会福祉法人大川市福祉会第２次補正予算について 

１５ 社会福祉法人大川市福祉会評議員会の開催について 

第５回 議案 

１６ 議決事項の訂正について 

第６回 議案 

１７ 社会福祉法人大川市福祉会積立金の積み立てについて 

１８ 社会福祉法人大川市福祉会第３次補正予算について 

１９ 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 

２０ 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 

２１ 社会福祉法人大川市福祉会職員募集に伴う紹介謝礼要綱の一部改正に 

ついて 

２２ 社会福祉法人大川市福祉会正規職員への登用規程の制定について 

２３ 社会福祉法人大川市福祉会運営規程の一部改正について 

２４ 社会福祉法人大川市福祉会児童発達支援・保育所等訪問支援事業の開 

始について 

２５ 社会福祉法人大川市福祉会経理規程の一部改正について 

２６ 社会福祉法人大川市福祉会令和３年度事業計画について 

２７ 社会福祉法人大川市福祉会令和３年度収支予算について 

２８ 社会福祉法人大川市福祉会事務局長の任命について 

２９ 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３１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３１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旅費規程の一部改正について 

報告・連絡事項 

その他 

第２回 議案 

 ５ 社会福祉法人大川市福祉会定款の一部改正について 

 ６ 社会福祉法人大川市福祉会第１次補正予算について 

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２次補正予算について 

報告・連絡事項 

第４回 議案 

８ 議決事項の訂正について 

第５回 

 

議案 

 ９ 社会福祉法人大川市福祉会第３次補正予算について 

１０ 社会福祉法人大川市福祉会令和３年度事業計画について 

１１ 社会福祉法人大川市福祉会令和３年度収支予算書について 

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）  

令和 2 年 4 月 12 日 木の香園自立支援センター 

車両購入ミニキャブバン  

福岡日産自動車

(株 )  

680,000 円  

令和 2 年 9 月 4 日 木の香園児童支援センター 

設計業務 

佐々木設計事務所 2,400,000 

令和 3 年 2 月 8 日 木の香園児童支援センター 

改築工事 

かねぜん建設(株) 111,820,500 

令和 3 年 2 月 8 日 木の香園児童支援センター 

改築工事管理業務 

佐々木設計事務所 1,210,000 



令和 3 年 2 月 10 日 木の香園生活支援センター 

壁改修工事 

(株)中建 588,390 

令和 3 年 3 月 29 日 木の香ほーむ 小保 

自動火災報知機 

(有)オカキスプレット 569,250 

 

 

５０万円以上  

補助金等  

日付  内容  相手  金額（円）  

令和 2 年 9 月 30 日 助成 森村豊明会 1,000,000 
令和 2 年 11 月 17 日 福岡県障がい福祉サービス等新

型コロナウイルス感染症緊急包

括支援事業費補助金 

福岡県 4,136,000 

令和 2 年 11 月 19 日 リフト付きバス 

B2WD の贈呈 

公益社団法人 24 時間

テレビチャリティー委

員会 

4,391,916 

令和 2 年 11 月 30 日 福岡県生活活動活性化支援事業

費補助金 

福岡県 500,000 

令和 3 年 1 月 18 日 施設改修費等の助成 公益財団 出光文化福

祉財団 

794,090 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅰ 多機能型事業所 「木の香園生活支援センター」  
所在地：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           ４３名（前年度 44 名） 

   年間延べ利用者数    ８，９８４名（前年度 8,675 名） 

   平均利用者数       ３２．３名（前年度 31.1 名） 

 

※令和２年度 介護給付費収入 ８７，５７８，８５５円 

処遇改善加算   ３，６８７，５２０円 

特定処遇改善加算 １，２２９，０９０円 

利用料収入    ３，６５９，４８５円 

合 計    ９６，１５４，９５０円 

（H31 年度 90,829,740 円） 

  ②共生型 

   利用登録者           ２名（前年度 2 名） 

   年間延べ利用者数      １７９名（前年度 162 名） 

   平均利用者数        ０．７名（前年度 0,6 名） 

 

※令和２年度 介護給付費収入 １，６６１，８１５円 

処遇改善加算    １０９，７９０円 

特定処遇改善加算   １８，６３０円 

利用料収入     ２２９，５０５円  

合 計     ２，０１９，７４０円 

（H31 年度 1,569,140 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       ４．０名 （前年度 6,8 名） 

 

※令和２年度 受託事業収入 ３０４，６４８円 

利用料収入   ３１，５６２円 

合 計    ３３６，２１０円 

             (H31 年度 518,930 円) 

（２）事業運営状況 

  ①個別支援会議  延べ 32 回（実人数 43 名） 

【ﾊﾞｰｽﾃﾞｰﾗﾝﾁ】  

 

 

 

【誕生会】  

 

 

 

 

 

 



・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 

・今年度は新型コロナウイルス流行の為に園外活動は縮小して出 

来る範囲で利用者ニーズに応え実施した。 

・秋に近隣への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・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。 

・リハビリの時間を利用者ごとに午前と午後に設定し職員が付き 

添い対応することで安全安心に実施することが出来た。 

・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（平行棒やエアロバイクなど）を使用し、理学療 

法士の指導を受けた支援員が歩行訓練や運動訓練を行い、歩行 

機能や身体機能の維持に努めた。 

・家族からエアロバイク等のリハビリ器具の寄付を受け、リハビ 

リ内容の充実を図った。 

 

【園外活動】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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。今

年度は新型コロナウイルスの影響でワクチン確保が困難であ

った為、例年より早い１０月に施行した。 

  ・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。新型コロナウイルス感染対策として職

員検温、症状チェック利用者さんへの感染対策伝達、送迎時検

温チェックの実施。感染拡大時は、午前、午後の２検体温測定、

症状チェックを行った。園内での感染発生者はなかった。 

・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 

  ・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 

・新型コロナウイルス感染対策に伴い、環境整備徹底、マスク着 

用手洗い、アルコール消毒、体調管理等の徹底を図った。 

  【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・新型コロ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ナウイルス） 

  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防いだ。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

いを発送した。現在も継続して感染防止に努めている。 

⑤日中一時 

・医療的ケアを必要とする、小学部の受け入れを継続して行

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･･･１件 

・利用者が他利用者を掴む行為が度々ありその都度家族へ状況

説明し謝罪する。被害者家族よりしっかり見ておいてくださ

いと叱責受ける。状況を分析しマンツーマン対応等を行い職

員体制強化、支援強化を図る。 

  ②事故報告・・・３件（自動車事故２件 その他１件） 

   ・夕方の送迎時に次の利用者を送ろうと道路を左折しようとして

送迎車の左側ドアがガードレールに接触し破損した。利用者、

運転手に怪我はなく家族へ謝罪行う。朝礼で安全運転を行うよ

う啓発する。 

   ・朝の送迎時にリフトを上げる際、駆動部にケーブルを巻き込み

途中で動かなくなってしまった。利用者家族に協力していただ

き降りてもらい待機しロードサービスより復旧後に園に戻る。

再発防止としてリフト操作時の確認を徹底する。 

   ・朝の送迎で園に到着後、利用者１名が下車していない状態で駐

車場に停めてしまった。気づいた職員が速やかに利用者へ下車

 

 

 

【運動会】  

 
 

 

 

 

 

 
 

【クリスマス会】  

 

 



を促し、園内に誘導した。送迎時に家族へ謝罪行い、送迎後は

車内の確認の実施と受け入れ時の確認の徹底を図り再発防止

に努める。 

 

（５）成果と課題 

  ①成果 

  ・土曜日開園が定着して利用率も増加している。ドライブを実施

し園外に出て利用者の希望に沿っていろんな活動を行ってい

る。 

  ・強度行動障がい支援者養成研修を受けた職員を配置しマンツー

マン対応を行い利用の定着が出来た。 

  ・看護師（正職員）の追加配置により、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。 

  ・毎日の終礼会議（ミーティング）では木の香ほーむ陽の木とオ

ンラインで一緒にミーティングを実施しお互いに情報共有し連

携が取れる体制を整えた。 

  ・職場環境の改善や業務の効率化を図ることで職員の休憩時間が

確保され、以前よりも働きやすい環境となり職員の定着に繋が

った。 

    ・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。また、職員１人ひとりに避難時の役割を設定しホワイトボ

ードに掲示し、緊急時に対応できる対策を講じた。 

    ・職員の介護技術向上の為に勉強会を実施し、その様子を動画に

収めて各自パソコンで視聴し学びやすい環境を作った。 

 

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であ

る。また、職員一人ひとりが利用者の特性について理解を深

めることが必要。 

  ・多様な障がい程度の利用者一人ひとりが安全・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。 

  ・新型コロナウイルス流行の為に野球観戦や木の香祭りが中止に

なり、バースデーランチも再流行の為に一部の利用者のみだけ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【初詣】  

 

 



の実施となった。来年度も新型コロナウイルスの流行を想定し

感染対策に取り組み少人数で楽しんでもらえる行事を計画す

る。 

  ・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。 

・業務ごとにマニュアルを作成し新人職員にわかりやすい環境を 

作る。  

  ・今後、更なる業務の効率化を図り職員の負担を軽減し働きやす

い環境作りに取り組む。 

  ・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

次第利用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           ４名（うち就労アセスメント 3 名） 

    年間延べ利用者数 ２３４名（前年度 440 名） 

    平均利用者数    １.０８名（前年度 1,6 名）  

 

※令和２年度 訓練等給付費    １，１８４，９９０円 

処遇改善加算       ７９，３７０円 

特定処遇改善加算     ２３，７１０円 

利用料収入        ４９，８４０円 

合 計      １，３３７，９１０円 

（H31 年度 2,970,050 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…１回 （株）トライアルオペレーションズ 

 

（３）行事報告 

   別紙行事報告書参照 

 

 

 

 

 

 

【七夕会】  

 

 

 

 

 

 

【防犯・防災訓練】  

 



 

 

 

 

（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 

・コミュニケーション能力の向上を目的として面談の時間を徐々に

延ばし、回を重ねることで利用者が話をしやすい環境作り、就

職に向けた条件や自身の障がいの理解等、向き合うことができ

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３件実

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た。

また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。 

・障がい者雇用を目的とした実習案内があり、1/18 から１ケ月間

の施設外実習を実施し、3 月より就職に結びついた。 

②課題 

・利用定員１５名に対し登録者は１名であった。当事業所の支援内

容の特性として、知的障がい者並びに発達障がい者への就労訓練

を行い、近隣の就労移行支援事業所が行っているパソコン等の技

術獲得を目的とした事業所と差別化を図ってきたところである

が、身体障がいや精神障がいのある方の利用ニーズに一致しなか

ったことも利用者が増加しない一因と思われる。併せて特別支援

学校からの紹介利用が増えなかった要因としては、進路指導につ

いては一般就労やＡ型事業所への就労が進められたのではない

かと推察する。 

  そのような中、指定基準に従って職員を配置することは人件費

並びに事務費の負担が大きく、非常に短期間で利用が集結するた

め事業収入に結び付きにくいことから事業の継続に苦心してい

るため県及び市と事業の廃止について協議し、法人として就労移

行支援事業の廃止を決定した。 

 

【就労移行実習】  

 

 

【パソコン訓練】  

 

 



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

１．就労継続支援 A 型事業 

（１）事業運営実績  

①就労継続支援 A 型 

   利用定員          ２０名 

   利用登録者         １７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           ２名 

※令和２年度訓練等給付費収入  ２１，５９５，３００円 

処遇改善加算    １，１７８，１６０円 

特定処遇改善加算     ８７，３００円 

利用料収入      １，０１５，８６０円 

                    ２３，８７６，６２０円 

                 （H31 年度 23,660,240 円） 

   ②就労事業収入 

    大川市高齢者等配食サービス事業 

５，５７４食   ３，６２３，１００円 

     一般配食      ６，９１３，１４０円 

     法人外       １，７３３，０５０円 

   ③法人給食事業 

    ・業務委託費 １６，００８，０００円 

    ・給食費   ２０，２６９，２５０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 

  ・大川市元気が出る学校(隔週火曜日)・元気クラブ（月水隔週）受託 

  ・他法人 GH への配食業務の受託 

  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した。 

  ③支援内容 

  ・毎日、作業後に振り返りを行い、その日の作業状況の確認や作業ミ

【集合写真】  

 

【法人給食】  

 

 

【一般配食】  

 



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。 

  ・作業班を分けることで様々な作業に取り組むことができ、作業の向

上を目指すことが出来た。 

  ・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るなど、それぞれの目標設定を

行い作業に取り組んだ。 

  ・調理機器（スチームコンベクション、ブラストチラー、真空圧縮器）

の作業習得に取り組んだ。 

  ・利用者の体調に合わせた作業の提供を行った。 

  ・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・おじぎ・姿勢・表情）の訓練にも力を入れた。 

  ・１月に避難訓練を実施した。安全な避難誘導がスムーズに出来るよ

うに職員に役割を分担し知識向上に努めた。 

  ・２月に防犯訓練として外部からの不審者、侵入者を想定し実施した。 

  ④健康管理 

  ・グループほーむ利用の利用者に関してはほーむと連携しながら情報

共有を行った。 

  ・送迎、登園時に検温、健康チェックを行い健康状態の把握に努めた。 

  ・インフルエンザ予防接種は希望者を対象に職員が同行し実施した。 

  ⑤保護者会 

  ・新型コロナウイルス感染拡大防止の為今年度は中止した。 

  ⑥感染症対策 

  ・送迎時、乗車前の検温、手指消毒の徹底に努めた。 

  ・利用者、職員に対しマスクの着用、手洗い、手指消毒の徹底に努め

た。 

  ・栄養室に空気清浄機を設置した。 

  ・利用者が振り返りを記入する際、３密を避けるため栄養室と会議室

を使用し感染防止に努めた。 

⑦給食事業 

・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

 

【就 A 朝礼風景】  

 
 【  作  業  】  

 

 



し等の協議を行ない施設利用者の健康増進に繋げた。 

・法人内の毎週土曜日、日曜日の開園日に合わせ給食の提供を行っ

た。 

・新型コロナウイルス感染防止対策として生活支援センターと就労

支援センターの食堂カウンターに飛沫防止カーテンを設置した。 

・新型コロナ感染防止の為、施設への出入りの制限を行い、来訪者

や納入業者には、検温と手指消毒の徹底を行った。 

⑧配食事業 

  ・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 

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、食事面のサポートを行った。 

  ⑨イベント販売 

  ・新型コロナウイルスの流行に伴い大川市市民祭り、木の香祭り、 

大木町福祉フェスタ、大川市福祉のつどい開催中止となる。 

（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･･･2 件 

   ・事故内容は車輌事故が２件であったが職員、利用者に怪我等はな

かった。 

（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。 

・利用者の障害特性を把握し、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。 

・送迎、登園時の検温、健康チェック、消毒、マスク着用を徹底 

することで新型コロナウイルス感染防止に努めた。 

 

【避難訓練】  

 
【防犯訓練】  

 

【新型 コロナ 対策】  

 

【 三 井 グ リ ー ン ラ ン

ド】  

 
 



・園内を一日 2 回消毒することで、新型コロナウイルス、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。 

   ・他法人のグループホームの配食ケータリングを開始した。栄養バ

ランスや配達の時間等を考慮し実施した。 

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 

 ・HACCP に沿った衛生管理の構築を図る。 

 ・休日の注文受注への対応。職員体制及び利用者の出勤状況の確

認 

 ・利用者工賃向上のため外部への受注営業活動の強化 

 ・給食・配食のメニューの強化を図り、苦手な食材の食べ残しの

減少・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 

 ・新型コロナ感染拡大でイベント等の弁当注文が減少した。今後

も営業活動やチラシ配布等を積極的に行っていく必要がある。 

 ・新型コロナウイルス感染拡大防止の為、就労継続 A 型事業の行

事を中止する事になった。来年度は新型コロナ感染を想定し、

感染対策に取り組み、充実した行事の実施を行う。 

 ・災害時を想定した際、スムーズに避難出来るように厨房入り口、

厨房内通路を確保するように備品等の整理整頓の意識付け、強

化する。 

  

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         ９名（前年度 8 名） 

   年間延べ利用者数  ３，０４９名（前年度 2,540 名） 

   平均利用者数       ８．３５名（前年度 6.93 名） 

退所者数           ４名 

                   （退所理由：地域移行、入院）  

※令和２年度訓練等給付費  １６，０９３，４６３円 

     処遇改善加算      ９２８，７４０円 

   特別処遇改善加算      ６４１，７７０円 

【寄せ植え】  

 

【花見ドライブ】  

 

 

 

宿泊型自立訓練事

業  

【集合写真】  

（クリスマス会）  

 

 

【生活訓練】  

食事風景  

 

トイレ掃除  



             利用料収入    ５，４３７，４５４円 

                ２３，１０１，４２７円 

                （H31 年度 20,765,228 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、利用１年を経過し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。グループホームの体験利用を段階的に行うこと

で地域移行への不安軽減を行った。 

②生活訓練 

   ・清掃を当番制にし、居住スペースの清潔保持に努めた。開始前と

後で職員が一緒に確認を行った。毎週末に居室清掃の声掛けを行

い、整理整頓や掃除の声掛けを行った。 

   ・週末は調理を行った。また、希望する利用者と弁当作りを行った。 

  ③安全管理 

   ・避難訓練を実施した。夕方職員が少ない中での避難を想定した。

避難訓練を初めて行う利用者もおり、避難がスムーズにいかなか

たり、声掛けが不十分で居室で休んだままの利用者がいた。普段

から避難経路の確認を行うことで、実際に起こっても混乱を最小

限にとどめることの出来るように準備しておくことが重要だと

感じた。 

（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･･･３件 

   ・事故の内容は、利用者無断外出３件であった。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 

   ・令和２年度は２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。 

・コロナウイルス感染症の予防のため、朝と夕の検温、共有スペー 

スでのマスク着用、手洗いやアルコール消毒の徹底を行った。ま 

た、食堂には透明のパーテーションを設置し、飛沫予防に努めた。 

   ・外出行事は行わず、そうめん流しやハロウィンパーティー、お菓

 

ベランダ掃除  

 

ゴミ捨て  

 

夕食配膳  

 

洗い物  

 

 

 

お弁当作り  

 

服薬管理・確認  

 



子作りや豆まき等の園内で出来る季節感のある行事を行った。 

   ・月１回居住者会議を行った。居住者会議の中で自立支援センター

のルール確認や自分の卒業後の生活をイメージした上での目標

の確認を行った。また、共同生活を送る上で必要な他者への思い

やり等を確認し、全員が心地よく過ごせる環境作りに努めた。 

   ・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。宿泊型自立訓練の利用者の情報共有だけでなく、 

短期入所利用者の支援や今後の取り組み等も確認し、支援の質の向 

上を図った。 

  ②課題 

・生活訓練の支援内容の充実を図る。３ヵ月に１回のモニタリン

グだけでなく日々利用者の目標への達成度を職員全体で評価

し、取り組みを充実させていく。 

・日々利用者のニーズの把握に努め、関係機関や社会資源の連携

を強化する。 

・病院との連携や家族を含む関係機関との連携を強化する。 

・生活訓練を経て GH への地域移行するにあり、移行段階で利用 

者の不安が見られ、移行の拒否があった。宿泊型自立訓練利用

開始時より卒業後のことを利用者と共に想定し、スムーズな移

行が出来るようにしていく。 

・支援プログラムの見直しを行う。 

・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を強化 

する。そのためのパンフレット作成を行う。 

・夜間帯（２１時頃）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        ６２名 （前年度 62 名） 

    年間延べ利用者数    ５７９名 （前年度 790 名） 

    平均利用者数      １．５８名（前年度 2.16 名） 

 ※令和２年度介護給付費  ３，２００，４８０円 

              処遇改善加算    １８２，４８０円 

         特別処遇改善加算 １１８，５１０円 

利用者面談  

 

金銭管理  

 

 

【居住者会議】  

 

 

【 レ ク リ エ ー シ ョ ン 】  

そうめ ん 流し  

 

 

ハロウィンパーテ

ィー  

 

 

 



         利用料収入    ９２３，３６０円 

                ４，４２４，８３０円 

               （H31 年度 4,944,006 円） 

（２）運営状況 

  ①生活支援 

   ・一人ひとり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。また、利用者や家族の希望に沿って洗濯

や買い物の支援を提供した。 

   ・訓練のための利用では、アセスメントや家族の希望により出来る

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。必要に

応じて相談支援事業所とも連携を図り将来を見据えた利用の仕

方を検討した。 

   ・コロナウイルス感染症予防のため、来園時の検温（朝・夕の検温）、

手洗い・アルコール消毒の徹底を実施した。※緊急事態宣言中の

利用者には事前に電話にて説明を行った。 

  ②余暇活動支援 

   ・施設内の会食を通じ、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。 

（2 年度 実利用人数 障がい者：16 人、障がい児：2 人） 

・豪雨により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。相談支援事業所より依頼があり、緊急の受入れもスムーズ

に行う事が出来た。 

  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っていく。 

  ・大川市安心生活事業としての緊急時受入体制を整える。 

 

 

 

 

クッキー作り  

 

日帰り旅行  

 
節分豆まき  

 

卓球大会  

 
令和 2 年お 疲れ様 会  

 

【職員会議】  

 



Ⅲ 就労継続支援Ｂ型事業所 「木の香園就労支援センター」  
所在地：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         ４６名（前年度52名） 

        年間延べ利用者数  １０，５２３名（前年度10,910名） 

    平均利用者数      ４１．５名（前年度42.1名） 

    退所者数           ５名（前年度4名） 

（他事業所・入院） 

※令和２年度 訓練等給付費収入  ７２，８９３，９５２円 

処遇改善加算     ３，８０３，４２０円  

特定処遇改善加算   １，４６３，０００円 

利用料収入      ３，３０４，２８８円 

      合 計      ８１，４６４，６６０円 

              （H31年度 83,796,580円）   

 

２．事業運営状況  
（１）生産活動 

  ・利用者の工賃向上を目標に、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。 

  ・新作業室の増設及び既存作業室内に個室を設け、それぞれの利用

者に応じた作業環境の提供を行った。 

・アルミ缶回収ご協力依頼のチラシの配布とお礼状の配布を行った 

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 

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、３RD 

ボード、やすりがけ、エンボス布地穴あけ、糸切作業、ダミーヒ 

ーター両面テープ 

・レールダボ付け、丁番検品 

・にんにく種割、柑橘類の皮むき、ねぎ薄皮むき 

・アスパラ紙折り 

・箱折り、ぶどう袋糊付け 

・導線絶縁テープ巻き 

【道海島事業所】  

 

 

 

 

 

 

【デカクリップ】  

 

 

 

 

 

 

 

【アッパーボード】  

 

 

 

 

 

 

 

【やすりがけ】  

 

 

 

 

 

 

 

【エンボス布地穴あ

け】 

 

 

 

 

 

 

 



・アッシー検品 

③ 自主製品販売                                             

・もみ殻くん炭、竹炭オブジェ、竹製品（スプーンなど）門松、手 

作り石鹸、布製のし袋 、ハーバリウム、アロマワックスバー

カッティングボード など 

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、アスパラ運びだし作業、ハウスシート張り作業 

  ・木工所：段ボール組立、資材梱包 

  ・委託業務：除草作業、マンション清掃 

  ・大川市環境課：廃プラスティック分別、高度ビン分別 

  ⑤ 製品販売 

  ・くるるん夢市場 ・大川TERRAZZA ・あじ彩館２箇所 

・新型コロナウイルスの流行に伴い、大川木工祭り、福祉のつどい 

木の香マラソンの出店販売は開催中止となった。 

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。 

令和２年度工賃総支給額  ９，３６０，４８０円 

平均工賃            １６，５９７円 

       ※２年度就労収入  ９，９０７，４５２円 

（２）生活支援 

    ① 日常生活支援    

  ・土曜開園日を利用して、身だしなみ講座や就労を行うに当たって

の心構え、服装についての講話を行った。身だしなみの助言等支

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たことで就労する上

での身だしなみ・生活面での充実に繋げた。 

・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。（コロナ感染防止の為上半期のみ実施） 

・交通安全教室を開催し、主に自転車通園利用者にむけて、安全の

意識付けを行った。 

・金銭管理支援として、本人及び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 

・毎日登園時と昼休みの計２回、検温・健康状態の把握に努めた。 

・インフルエンザの予防接種、健康診断は、希望者を対象に職員同 

行で行った。 

・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 

 

【みかん皮むき】 

 

 

 

 

 

 

【アスパラ紙折り】  

 

 

 

 

 

 

【ねぎ薄皮剥き】 

 

 

 

 

 

 

【導線絶縁テープ巻

き】  

 

 

 

 

 

 

 

【段ボール組み立て】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

  ・コロナウイルスの感染拡大の影響で今年度開催を中止することと

なった。 

（３）感染症対策 

・新型コロナウイルス感染症対策としてマイクロバスへの職員添乗 

や送迎利用者に対し乗車前に検温・手指アルコール消毒を行った。 

・新型コロナウイルス感染症対策として食堂内テーブルに飛沫防止 

パネルを設置し飛沫感染対策を行った。 

・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)を避けるため食事・作業時に利用者間の距離を空けること 

を徹底した。 

・新型コロナウイルス感染防止の為、施設への出入りの制限を行っ 

た。また来訪者には、体温測定、手指消毒の徹底を図った。 

・一日 2 回、施設内全体の消毒を行った。 

・利用者に対し、マスク着用の促し、手洗い、手指消毒の徹底を図 

った。 

・空気清浄機を各部屋に設置した。 

（４)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。 

（５)個別支援計画 

  ・個別支援会議   

     サ－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を行った。また、コ

ロナ感染症拡大防止の観点から会議実施を見送り、電話にて家族

との連携を図り、計画内容などの確認を行った。 

（６）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。 

・利用者の急変に伴い、家族と連絡を取り救急搬送を２回行った。 

  ・アルミ缶回収協力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。 

 

【花見】 

 

 

 

 

 

 

【交通安全教室】 

 

 

 

  

 

【調理実習】 

 

 

 

 

 

 

【七夕会】 

 

 

 

 

 

 

 

【陶芸教室】 

 

 

 

 

 

 

【買い物実習】 

 

 

 

 



 

 

  ・宿泊型自立訓練やグループホームを利用されている利用者に関し

ては各事業所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を図った。 

  ・新型コロナウイルスの関係で登園自粛された方には、在宅支援・

在宅就労の提供を行った。 

  ・畳替えを行ったことで、利用者の皆さんに気持ちよく休憩しても

らうことが出来た。 

 
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）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  ３件 

（３）ヒヤリハット報告  ２件 

 
５．成果と課題 

（１）成果 

  ⅰ個々のニーズや、利用者の心身の状況を見ながら作業場の個室で

の対応を行うことで、集中できる環境整備に努め、意欲向上に繋

がった。 

   ⅱ個別ミーティングでの支援の見直しを行い、利用者のレベルアッ

プに繋げた。 

  ⅲコロナ感染症により行事等での保護者との交流ができない中で、

施設、利用者及び家族を繋げることを目的に情報誌（道海ポスト

）を定期的に発行した。 

  Ⅳ徹底した感染防止対策を行った結果、新型コロナウイルス感染者

の発生を防止出来た。 

（２）課題 

  ⅰアルミ缶回収量を増やすためにチラシ配布等を行い、地元住民を

中心に定期的に協力を呼び掛ける。 

  ⅱ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。 

  ⅲ新型コロナウイルス感染症拡大により、保護者との交流が出来な 

かった。信頼関係構築のためにも今後、感染対策を十分に取り入 

れて保護者参加の行事や保護者会などを実施する必要がある。 

 

 

【還暦・成人祝い】 

 

 

 

 

 

 

 

【神社清掃】 

 

 

 

 

 

 

【忘年会】 

 

 

 

 

 

 

【書初め】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅳ 就労継続支援 B 型事業所 「木の香らんど」  
所在地：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       ３２名(前年度 28 名) 

  年間延べ利用者数 ４，５９７名(前年度 4,863 名) 

  平均利用者数    １７．６名(前年度 18.6 名) 

  退所者数         ５名(前年度 7 名) 

 

※令和２年度訓練等給付費収入  ３４，６０５，５７０円 

処遇改善加算   １，８０３，２７０円 

特定処遇改善加算   ６９３，５６０円 

利用料収入      ８２５，１００円 

合 計     ３７，９２７，５００円 

                 (H31 年度 40,110,360 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、ござ･い草加工品の点検、ラベル巻き 

・金属スクラップ選別作業 

・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、天光社清掃 

・大川市環境課（廃プラスチック・ビン分別、清掃） 

・ATM 清掃 

・きのこ収穫業務「小林きのこ産業」 

・きのこ栽培工場清掃「ドリームマッシュ」 

・JA 全農ふくれん青果パックセンター 

・あおき温泉清掃・除草 

・にんにく収穫作業 

※新型コロナウイルスの影響で中止となった業務 

・老人保健施設「大木しょうふく苑」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 今年度、中止 

  ③販売 

【生産活動】  

座布団カバー封入  

 

施設清掃  

 

きのこ収穫作業  

 

きのこ栽培  

 

青果パックセンター  

 

 

 

 

 

 



   ・木工祭り中止 

・福精連 夏、冬ギフト販売 随時実施 

  ④令和２年度就労支援事業収入  ８，２９０，１５２円 

        （H31 年度 ７，９４４，２０９円） 

   令和２年度利用者工賃支給総額 ４，９８０，４１０円 

（H31 年度 ４，８０３，４７０円） 

   令和２年度平均工賃 １６，１７０円（H31 年度 14,690 円） 

（参考）時給換算  ２４９円／時給 

    27,390 円／月額（249 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、きのこ栽培を行ってい

る 2 つの企業から施設外就労の業務委託を受けた。 

・新型コロナウイルス感染予防対策として、飛沫防止シートの設

置を行った。 

・就職を目指す利用者に対して、継続的に施設外就労（企業内就

労）を提供した。より一般就労に近い環境での就労訓練を提供

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。 

・健康管理の支援として、病院受診が滞っている利用者について

は必要性を説明し受診するよう助言を行った。 

・自身の症状や生活状況を正確に伝えることが困難な方について

は病院のソーシャルワーカーと情報共有することで支援を行

った。 

・嚥下機能が低下している利用者について、担当の介護支援専門

員に情報共有することで、言語聴覚士によるリハビリを開始す

ることができた。専門職からの助言に基づき、食事形態の対応

や本人への声掛けを行い、食事に関する不安の減少、食べる楽

しみを維持することができた。 

  ③相談支援・他機関連携 

   ・他サービスの利用（短期入所、通院等乗降介助等）に関する相談

について、相談支援専門員と連携し、意向の確認や情報提供を行

工場清掃  

 

感染予防  

 

 
 

 

 

【余暇活動】  

花見 (大川中央公園 )  

 

BBQ（調理実習）  

 
 

 

 

 



った。 

   ・生活上の困りごとや悩み事に対して、公共サービス（自立相談支

援事業など）の紹介や、助言を行った。 

・家族からの相談（家庭での困りごと、他サービスの情報等）に

ついて、傾聴や助言、他機関との情報共有を行った。 

・豪雨災害時、独居のため、避難困難者となった利用者に対して、

「災害時要援護者」登録を支援し、緊急時の対応について関係

者と情報共有を行った。 

④家族交流会 

    ・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、交流会の実施方法につ

いて家族にアンケートを行った。今年度は見送ったほうが良いと

いう意見が最も多く、次に個別の対応を希望する意見があがっ

た。リモートでの開催については、利用の仕方がわからない、慣

れていないという理由で希望者はなかった。 

 （３）個別支援計画 

   ・障害特性や病気、加齢に伴う体力の低下等に対して、無理なく安

心して取り組める作業目標や環境調整等の支援を個別に設定し

た。 

   ・計画の内容について、利用者との面談によるアセスメント及び家

族・成年後見人の意向や支援職員の評価をもとに見直し、新たな

計画の作成を行った。 

（４）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に参加した。令和３年度から始まる

「ちょっとかせする隊（ボランティア活動）」に登録するため、

「大川市地域支え合いサポーター養成研修」に参加した。 

   ・地域神社の清掃及び除草作業を行った。 

（５）健康管理・安全管理 

・インフルエンザやノロウイルスに加え、新型コロナウイルス感

染症予防のため、毎日の検温、健康状態の把握に努めた。さら

に、休日の過ごし方についても、注意喚起を行い、感染予防に

努めた。 

・火災想定と地震想定で 2 回避難訓練を実施した。地震想定では

合わせて防災研修を行った。 

（６）その他 

・新型コロナウイルス感染予防としてリモート会議、リモート研

修を積極的に導入した。 

陶芸教室  

 

 

らんどまつり  

 

 

忘年会  

 

花見ドライブ  

 

【 か せ す る 隊 ユ ニ フ ォ ー

ム 】  

 

 

 

 

 



・利用者からの要望があり、駐輪場の自転車が倒れないよう、自

作のスタンドを設置した。 

 

３．行事報告 

   別紙行事報告書参照 

・新型コロナウイルス感染予防で計画していた行事が中止になる

ことが多かった。感染予防対策を行い事業所内でできる行事を

中心に実施した。 

 

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、利用者支援中に大きな声で

注意を行ったケースが１件ある。職員が相互に気づき、改善で

きるような風通しの良い職場環境の構築に努めた。 

（２）事故報告 ４件 

・車両事故が３件 うち、利用者送迎中の接触事故が１件、施設

外就労先の駐車場で接触事故１件 どちらも自損事故。また、

施設外就労先の駐車場で先方従業員の車両に接触事故１件 

相手車両の修理は自動車保険で対応している。 

・利用者転倒が１件 転倒事故については見守り、声掛けの支援

を実施している。 

    

５．成果と課題 

（１）成果 

①新規利用者の獲得について 

・令和２年度の新規利用者は６名。利用終了が５名。新規利用者

獲得の為、特別支援学校を訪問し進路指導の担当者と情報共有を

おこなった。令和２年度は特別支援学校卒業生１名の利用につな

がっている。 

②利用者工賃向上について 

・利用者工賃の最高月額は４６，１７０円（31 年度 32,500 円） 最

高年額で４５２，２９０円（31 年度 411,890 円）支給すること

ができた。工賃の向上によって、利用者の就労意欲の向上や、

余暇の充実を実現することができた。 

  ③利用者満足度の向上について 

 ・利用者及び保護者に対する、「ご意見・ご提案調査」では、具

 

【避難訓練】  

消火訓練  

 

 

【自転車スタンド】  

 

 

地域清掃  

 

 

【助成金活用】 

業務用清掃用品 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

体的な要望や意見は得られなかったが、支援会議等の場では「木

の香らんどを継続して利用したい。」という意向を確認するこ

とができた。 

 ・利用者との面談を通して、ストレスケアや不安解消の支援を行

うことができた。 

④助成金の活用 

・森村豊明会助成事業を活用し、就労支援に使用する業務用清掃

用品の整備を行った。 

（２）課題 

①新規利用者の獲得と定着 

・令和 3 年度報酬改定を受け、基本報酬は 589 単位から 611 単位

に上がるが、施設外就労加算（年間約 160 万円）が廃止となり、

減算が見込まれる。収入維持、向上には利用者数の増加が必須と

なっている。あわせて現利用者の定着に向けて、より質の高い支

援を提供することが求められる。そのためには職員の資質向上が

必須となるため、研修の機会や資格取得支援等を実施する必要が

ある。 

②多様なニーズへの対応 

・木の香らんどには就職を目指して訓練されている方や生活保護

を受給しながら「中間的就労」として日常生活の自立や社会参加

のために働く方、障害や病気によって働くことに制限がある方、

加齢に伴い体力や意欲の減衰がある方等、様々なニーズを持った

方が仕事をするために利用されている。それぞれの意向や特性に

沿った支援をおこなうためには、個別支援計画に基づいた支援を

提供する必要がある。 

  ③在宅支援の推進 

   ・利用率の低さが当事業所の恒常的な課題となっている。令和 3

年度より要件が緩和され、利用者が在宅での支援を希望し、支援

効果が認められると市町村が判断した場合に在宅支援の提供が可

能となる。必要なプログラムを作成し、在宅支援を実施すること

で利用率の向上、報酬増が見込める。 

④業務用清掃用品の活用 

 ・業務用清掃用品を活用した新規業務委託の獲得に向け、目標工

賃達成指導員を中心とした受注活動が必要である。 

 

 



Ⅴ 地域活動支援センターⅢ型事業所 「木の香らんど」  
所在地：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       １０名 

  年間延べ利用者数   ７５９名（前年度 628 名）  

平均利用者数     ２．９名（前年度 2.4 名） 

  退所者数         ３名（前年度 2 名） 

  

※令和２年度 大川市補助金  ６，０００，０００円 

利用料収入      ５２，９４０円 

合 計    ６，０５２，９４０円 

(H31 年度 6,095,610 円) 

 

被保護者等就労支援事業  ６１０，０００円 

            (H31 年度 883,000 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、ござ･い草加工品の点検、ラベル巻き 

・金属スクラップ選別作業 

・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、天光社清掃 

・大川市環境課（廃プラスチック・ビン分別、清掃） 

・ATM 清掃 

・JA 全農ふくれん青果パックセンター 

・あおき温泉清掃・除草 

※新型コロナウイルスの影響で中止となった業務 

・老人保健施設「大木しょうふく苑」清掃 

・大川木工まつり会場清掃 今年度、中止 

  ③販売 

   ・木工祭り中止 

【作業】  

廃プラスチック分別  

 
社協清掃  

 

【行事】  

花見ドライブ  

 

地域清掃  

 

ドリームたぐち  

 

陶芸教室  



・福精連 夏、冬ギフト販売 随時実施 

（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 

   ・朝礼時に体調確認、日課の確認を実施 

   ・希望に応じて、散歩や買い物の同行を実施 

   ・新型コロナウイルス感染予防に関する助言 

   ・本人・家族との面談、見守り、声掛け、関係機関情報共有 

（３）関係機関連携 

 ①大川市福祉事務所や相談支援事業所と連携し、障害福祉サービ

スへの移行を支援した。また、成年後見人や家族と連携し、現状

の把握や今後の課題等について情報共有を行った。 

   ②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に参加した。令和３年度から始まる「ち

ょっとかせする隊（ボランティア活動）」に登録するため、「大

川市地域支え合いサポーター養成研修」に参加した。 

（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、例年は利用者対象

の研修会や筑後ブロックの他事業所と合同で行う運動会に参加し

ていたが、新型コロナウイルス感染予防の為、いずれも中止となっ

た。職員向けの研修会はリモートにより実施され、参加することが

できた。 

（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）の就労

準備支援を実施した。就労訓練を通して、就労意欲、職業能力の

向上を支援した。また、対人関係や生活についての悩みについて

相談支援を行った。定期的に福祉事務所（福祉係、保護係）や困

りごと相談室（生活困窮者自立相談支援窓口）と連携し、支援調

整会議等に参加をおこなった。 

障害福祉サービス（就 B）への移行が１名  

訓練継続（うち１名は障害福祉サービスへ移行予定）２名 

利用中断１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 

 

 

【サポーター研修】  

 

赤い羽根共同募金  

助成金で購入  

 



 

 

 

 

 

 

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 

送迎車のドアで指を挟む事故が１件 

 

５．成果と課題 

（１）成果 

 ①利用者の多くは「働く場」としてのニーズが強く、就労 B 型と共

同で就労訓練を提供している。また、工賃規程の改定により工賃の

向上も実現できた。 

②福祉の支援が必要と見込まれる方には関係機関と協議し、福祉サ

ービスの利用に繋ぐことができた。 

③被保護者への就労支援は経済的な自立に繋がるだけではなく、社

会参加や自己実現の機会を提供することができた。 

④対人関係（挨拶、会話）や日常生活（整容や清潔、生活リズム）

に課題がある方に対して、社会生活技能訓練の視点で関わりを持ち、

助言や振り返りをおこなった。結果として、対人コミュニケーショ

ン技術が向上し、他者との共同作業が可能になるなど、社会技能に

加え、就労技能の向上に資することができた。 

（２）課題 

  ①被保護者就労準備支援の利用者は、復職を目指す方や、福祉的就

労の場を希望される方など、課題やニーズは様々あるため、本人へ

のアセスメントや関係機関との連携をおこない個別に必要な支援を

提供する必要がある。 

  ②新型コロナウイルスの感染予防のため、外出行事の機会は少なか

った。感染予防対策を講じながら、行事の機会を提供することで、

利用者の余暇の充実を支援する必要がある。 

③対象者は、これまで就労の経験がない方や高等学校の定時制に通

っている方、養護老人ホームから通う方等、障害の有無に関わらず

幅広く受け入れているため、様々なケースに対応する必要がある。 



Ⅵ 相談支援事業所 「木の香園相談支援センター」  
所在地：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          ２３２件（前年度 304 件） 

   年間実相談件数      ２，８３３件 (前年度 2,489 件) 

   年間延べ相談件数      ３，７２５件 (前年度 3,367 件) 

   １日平均相談件数      １４．４件 (前年度 13.4 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。 

 

※令和２年度 自立支援給付費   １０，６１１，８２０円 

補助金収入      ５，５２０，０００円 

受託事業収入       ４７７，４００円 

合 計      １６，６０９，２２０円 

（H31 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。 

・自己決定を尊重し、本人及び家族が地域生活を継続できるよう支援

を行った。 

・大川市自立支援協議会の定例会に出席。小学校と連携を図るための

研修会を検討、新型コロナウイルス感染症対策ポスターを作成し

た。 

・ニーズに沿った計画、人権に配慮したサービス等利用計画を作成し、

相談支援を提供することができた。 

・広報、周知活動として、ドリームたぐちに参加した。 

・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権利

擁護等の研修に参加を予定していたが、新型コロナウイルス感染症

の影響で研修の中止や受講を取りやめた研修があった。 

（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、電話において障害者および家族

に対する一般相談に応じた。 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ケース検討】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



解決に取り組んだ。 

③大川市自立支援協議会 

・相談支援専門部会運営会議（年 2 回開催）※新型コロナウイルス

感染症対策で 1 回は書面による開催となり。全体会は 1 回開催さ

れ、事務局として出席した。  

   ・定例会（毎月開催） 

事例検討、新型コロナ感染症対策啓発ポスター作成、災害時の

連絡先リストの作成のための検討を行った。 

   ・事務局会議は地域生活拠点整備事業検討部会を開催した。来年度、

地域生活拠点整備事業が開始されるため、検討部会が開催され、

事務局と相談支援センターとして参加し検討を行った。 

 ④認定調査 

・大川市認定調査委託費（大川市 48 件 417,600 円、 

遠隔地 2 件 29,000 円 合計 446,600 円） 

  ・他市町村からの認定調査依頼（三養基町 2 件 19,800 円） 

 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 

6 件実施  合計 11,000 円（時間合計：220 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（ウ

ェブ）。コロナ禍における障害者の生活の変化等を各地域の事例に

ついて共有した。 

（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 

サービス等利用計画作成件数 606 件 

（内、大川市 490 名、佐賀県 70 名、その他 46 名） 

サービス等利用計画作成費 10,451,070 円 

（うち計画作成費 3,268,930 円 モニタリング 7,182,140 円） 

サービス担当者会議実施回数 20 回 

   地域移行・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 1 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） 

令和 2 年度 成年後見制度の利用を検討、情報提供したケースは

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 名（うち、後見人等選任 0 名、手続き中 1 件、市長申立に移行 1

件、親族後見人から後見人に移行 1 件） 

（６）苦情受付・事故報告 

  ①苦情受付 0 件 

情報共有をし、対応について職員全員で検討ができたため苦情はな 

かった。 

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。 

・地域生活拠点整備事業の体制整備が進み、フローチャートが作成さ

れた。 

・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

に増えている。 

②指定相談支援事業 

・606 件のサービス等利用計画の作成を行い、約 1,050 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、職員でケースを共有し、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。 

・平成 31 年度 3 月末に 1 名退職し、相談支援専門員 3 名体制となっ

た。令和 2 年 7 月に正規職員が 1 名配置（有期職員から転換）され、

加えて令和 3 年 1 月に新規採用 1 名を配置したことで特定事業所加

算をⅢからⅡになり、サービスの質の確保と事業収益の向上を図る

ことができた。 

・公用車を 2 台購入したことで、モニタリング等の日程調整をスムー

ズに行うことができ、計画的に業務の遂行ができた。 

（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・強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【公用車】  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・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が、新型コロナ感染症の影響で社外研修等

が中止となる機会が多く、十分な質の向上を図ることができなかっ

た。新生活様式での研修への参加が必要 

・他機関（病院・高齢障害者等）との連携強化が課題 

 

 

 

 

 

 



Ⅶ 放課後等デイサービス事業所 「木の香園児童支援センター」  

単位１ （日中一時支援併設）      所在地：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 345 日） 

   利用定員         １０名  

   利用登録者        ２５名（前年度 23 名） 

   年間延べ利用者数  ３，５２８名（前年度 3,218 名） 

   平均利用者数     １０．２名（前年度 9.8 名） 

   退所者数           ４名 

（理由：施設入所、高校卒業、契約終了等） 

   入所者数           ２名（単位２から移動含む） 

       

※２年度 介護給付費収入   ４４，９２２，７０２円 

処遇改善加算     ３，６８１，１００円 

特定処遇改善加算     ３１８，０９０円  

利用料収入      １，０８２，９９８円 

合 計      ５０，００４，８９０円 

（H31 年度 44,721,400 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        ３６名（前年度 26 名） 

   年間延べ利用者数    ４４４名（前年度 411 名） 

   平均利用者数      ２．０名（前年度 1.3 名） 

 

※令和２年度 受託事業収入  １，１１７，９４０円 

利用料収入      ７０，５７０円 

合 計    １，１８８，５１０円 

（H31 年度 1,162,950 円） 

 

２．事業運営状況 
（１）個別支援会議（療育支援会議） 

   ・全ての利用児童に対して実施。 

   ・発達状況の確認、利用者の特徴や利用者（保護者）のニーズを利

用者や保護者との面談、日頃関わりのある職員や学校の先生等の

情報を基に個別支援計画を作成し個別支援を実施した。 

 

 
お菓子作り  

 
かき氷  

 
ケーキ作り  

 

 
カレー作り  



（２）関係機関連携会議（放課後デイ） 

・実施回数４回（実人数４名） 

・特別支援学校が作成する学校教育支援計画のため、関係機関が一同 

に会し利用者個々のニーズや課題について会議が行われた。学校や 

他事業所との情報共有を行い、連携の方法やそれぞれの役割につい 

て協議した。 

（３）療育活動                                                   

①個別療育 

【生活訓練】 

前年度から引き続き「着替えができるようになる」を全体の目標

として取り組んだ。制服から私服へ着替えることは習慣化されてお

り、取り組みの成果がでている。今後、「身だしなみを意識した着替

えができるようになる」を次年度の目標としステップアップを目指

す。 

【学習活動】 

学校や保護者と連携し、利用者の学習のレベルや量の検討を行

い、宿題を中心に学習支援を実施した。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。学習支援を行うことで発達段階や

得手不得手の把握が一層進み、利用者を知る上で欠かせない活動と

なっている。 

【日常生活動作の習得】 

新型コロナウイルス感染症（以下、「新型コロナ感染症」という）

対策のための手洗いや手指消毒を行えるよう声かけや指導を行っ

た。また、食事の際、手を使う利用者にはスプーンを、スプーンを

使う利用者に対しては箸を使うよう訓練を行った。スプーンにこだ

わりがあった利用者が箸を使うことができるようになり成果が出始

めている。 

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）】 

新型コロナ感染症の対策として室内で過ごすことが多く、例年と

比べ外出の機会が少なかった。室内で行える活動として創作活動や

調理・お菓子作り等の活動を中心に行った。創作活動では個性的な

作品が多く見られ、室内に飾っており保護者や来園した関係者から

好評を得た。 

木の香まつりの代替行事としてミニ運動会を開催した。三又小学

校の協力も得て学校のグランドを使用。新型コロナ感染症の影響で

さまざまな室内行事が自粛されるなか、外でのびのびと競技を行う

 
小麦粉粘土遊び  

 
水遊び（木室）  

 
昇開橋見学  

 

 

 



利用者や、応援する利用者家族の笑顔溢れる運動会となった。昼食

は木の香園自立支援センターにお弁当を依頼し非常に好評を得た。

また、普段あまり会えない保護者との交流もでき貴重な時間となっ

た。 

【行事（土日）】 

令和２年度は、月に一回はバスによる外出行事を行うことを目標

にさまざまな行事を企画した。しかし、新型コロナ感染症の影響た

め室内での行事に変更を余儀なくされる日が多かった。代替行事と

してドライブや公園、山登り等人気の少ない場所への散策を行っ

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  
（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将来の進路の候補として 

卒業後の進路について保護者からの相談を受けた際、一般就労、福

祉的就労の違いを含めパンフレットを用いながら就労移行支援、就労

継続支援 A 型・B 型及び生活介護の説明を行った。説明中、木の香園

にも就労先があることを知らなかったと驚かれ就労先の候補にします

と前向きな意見を頂いた。このことを踏まえ、より多くの保護者に就

労先としての木の香園の周知を進めていきたい。 

②社会的なあいさつ 

去年度に引き続き、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、職場での挨拶の重要性を職員の失敗談を交えながら伝えた

ところ、親から挨拶を褒められ、より一層挨拶に取り組むようになっ

た利用者がいた。 

③知識と技術の向上 

 今年度、資格取得に向けた働きかけに応じ７名の職員が資格取得に

木室園庭遊び  
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挑んでいる。単位Ⅰ・Ⅱ含め保育士１名、介護福祉士１名、精神保健

福祉士１名、公認心理師２名の合格者が出た。今後も資格取得に向け

た働きかけを行っていく。また、習得した知識や技術を職員間で共有

するため伝達研修（OJT）を行う具体的な計画を実施予定である。 

（２）課題（次年度に向けた取り組み） 

①利用者の獲得について 

来年度、単位Ⅰの利用者６名が高校（高等部含む）に進学し、全員

で１２名となる。単位Ⅰの利用者の約半数が高校生であるため、将来

の利用者数の減少が見込まれる。卒業後の進路の課題に加え、事業所

運営の安定のため利用者獲得を積極的行うことが今後の課題である。 

②特別支援加算取得について（リハビリ支援） 

５月から理学療法士をパートタイムで配置し、リハビリ計画の作成

及び計画に基づく職員の支援技術に対する指導を受け、利用者のリハ

ビリ（運動や作業）に取り組んだ。ボールの投げ方や手先の使い方等、

職員が手本を見せること（模倣学習）から始め、キャッチボールやパ

ズル、ラジオ体操等を楽しみながら行った。縄跳びに取り組んでいる

利用者が二重飛びをできるようになったり、ジグソーパズル（108 ピ

ース）を一人で組めるようになったりと成果が出ている。しかし、ま

だ計画が立っていない利用者もいるため、次年度は全員にリハビリ計

画を作成できるようにしたい。 

③意思表出支援について 

 言葉でのコミュニケーションが難しい利用者の意思表出を支援す 

るため PECS※1 の導入を予定している。PECS の知識が職員間で異 

なるため、知識習得に向けた研修や OJT を行い順次始めていく。 

 

※１ PECS･･･絵カード交換式コミュニケーションシステム 
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Ⅶ 放課後等デイサービス事業所 「木の香園児童支援センター」  
単位２ （日中一時支援併設）      所在地：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 309 日） 

   利用定員        １０名 

   利用登録者       ２８名（前年度 25 名） 

   年間延べ利用者数 ２，８８６名（前年度 3,331 名） 

   平均利用者数     ９．３名（前年度 10.6 名） 

   退所者数         １名（退所理由：単位１への移動・転居、長期利用無し等のため） 

 

※２年度 介護給付費収入  ２８，１５４，１６３円 

処遇改善加算    ２，３２１，１２０円  

特定処遇改善加算    ２００，６５０円 

利用料収入       ８６２，３５７円 

合 計     ３１，５３８，２９０円 

（H31 年度 35,779,830 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 ６件 

（３）事業所内相談 

  ・延べ件数 ７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、個別的な対応や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（言い争いなど）が日常的にあり、特性や理解の程度に応じて

アプローチを行った。 

【運動会】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【交通安全教室】  

 

 

 

 

 

【避難訓練】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



③ＡＤＬ（日常生活動作）及びＩＡＤＬ（できるＡＤＬ）の自立 

買い物実習や調理実習を定期的に行った。買い物実習の際には事

前に室内でも演習を行い、買い物班・レジ打ち班に分かれてロール

プレイを行うことで複数の視点からの体験も行った。調理実習では

手順書を作成し、それぞれの発達段階や能力に応じた班にごとに分

かれて作業を行うことで、一ひとり人が多くの体験することができ、

責任感を持って参加することができた。 

また、支援が必要な児については制服の畳み方、片づけ方の声掛

け・支援を行った。 

④個別療育 

脳バランサーキッズ等を利用して、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ながら、順次個別療育を行ってい

る。 

対人関係や生活スキルに課題がある児に対しては、身近な課題の

プリント（気持ちの伝え方、整理整頓）を提供し客観的に考えるこ

とができるようにした。  

２）グループ活動（レク・行事） 

  【運動会】 

木の香まつりの代替行事として児童支援センター運動会を初開

催した。多くの利用者・家族に参加していただき、普段は見られな

い児の姿を垣間見ることができた。感染症対策のため、各家庭に分

散して応援・食事を行った。三又小学校の運動場を借用し、慣れな

い場所での実施となったが、事前にプログラムや出走順の配布を行

い、見通しを立てやすく配慮したことで、楽ししい雰囲気の中で開

催できた。 

【大川街歩き】 

    「藩境のまち」の散策として、旧吉原家住宅や庄分酢を見学し、

「地元の再発見」を体験した。各施設のスタッフの方から話を聞き、

「話の聞き方」の練習を行った。積極的に質問や感想を言う姿も見

られるようになった。 

（５）保護者支援 

    学校への行き渋りがある利用児童に対しての支援。当園での状況

説明の為に病院受診の同行、通常の支援の時も様子を連絡帳や電話

連絡の手段を用いて情報共有を行った。また、保護者に対して施設

迎えに来られた際にも事業所内相談を行う。 

    今年度の保護者会はコロナ対策のため中止した。 

 

 

【創作活動】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柳川くもで網】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大川散策】  

 

 

 

 

 

 

 



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 

苦情受付   ４件 

支援中の事故 ３件 

不適切支援  ２件 

①苦情受付 

＜事例１＞ 

 大雨の際、学校の一斉下校に保護者が対応できず、園に迎えの依

頼あり。学校迎え後、園に保護者が迎えに来られたにも関わらず、

保護者に催促の電話を行う。事実確認後、説明・謝罪を行う。非常

時の保護者引き渡しや送迎の情報共有を徹底する。 

＜事例２＞ 

保護者より連絡があり「男性が苦手と伝えていたのに送迎の運転

手が男性である」「園での様子を知りたいのに申し送りなく帰って

いく」「男性職員は降り渋り、乗り渋りがある際手伝ってくれない」

との苦情。児童発達支援管理責任者が謝罪と経緯の説明を行う。乗

降の支援については、指摘された状況が判明したため、支援方法の

統一を図ることとした。 

＜事例３（支援中の事故含）＞ 

 事務室内に落としていた職員の薬を、入室してきた利用児童が拾

い、そのまま他児童に飲ませる事故が発生。保護者への報告が遅れ

たこと、説明が二転三転したことにより不振を抱いたとのこと。改

めて謝罪と経緯の説明を行い、再発防止策を講じることとした。 

＜事例４（支援中の事故含）＞ 

 事業所内で利用児童２名が出合い頭にぶつかる事故が発生。「後

遺症が残らないか心配である」「説明をする職員がその都度話が二

転三転するため不安になる」とのこと。電話と訪問による謝罪と経

緯の説明を行った。 

②事故報告 

   持参されていた風邪薬の落薬あり。利用児童の服薬があることを

事務所のホワイトボードに記載し共有を行っていたが、職員が服薬

のため連絡帳入れ（薬を保管）を確認すると、薬の殻袋があったこ

とから服薬が終わっていると誤認した。（殻は前日のものだった）

職員間の情報共有ができておらず、与薬の確認を怠っていた。保護

者に経緯の説明と謝罪を行い、再発防止策を講じた。利用児童に健

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【マスク作り】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



康被害が生じることはなかった。 

③虐待報告（不適切支援） 

 ＜事例１＞ 

駐車場から移動しようとしない利用児童を無理やり移動させよ

うとした支援。室内に誘導する為に個別支援計画に基づき、肩を組

み室内に誘導しようと試みるも抵抗があり、その場に寝そべってし

まった為、本児の両手両足をそれぞれ持ち、１階入り口付近まで抱

えて移動させた。身体拘束の三要件を考慮し、他の支援方法や時間

的な猶予がなかったなど検討するため、職員研修を実施した。 

 ＜事例２＞ 

 利用児童の行動を制止しようとして、強い言動で注意を促した支

援。単位Ⅰの利用児童が単位Ⅱの事業場へ異動しようとしていると

ころを発見した職員が「２階には行かない」と大きな声を出し制止

した。職員には叱咤した意識はなかったものの、その場にいたアル

バイト生からは行き過ぎた支援ではなかったかという意見が聞か

れた。翌日、職員間でミーティングを行い適切な支援について話し

合いを行った。 

 

５．成果と課題                                    

（１）成果 

  １）個別療育  

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だ。また、実習実施前に個別に能力に応じたプ

リント学習等を行う事で課題をより把握することができ、実習先で

もその課題を中心に支援を行った。 

２）利用者支援 

利用者の年齢層が、成長と共に上がってきている事に関して実 

習の体験の幅を広げた。各年齢に合わせた実体験を行うことでよ 

り生活に結び付くよう支援を行った。 

３）事業所内虐待防止研修 

施設内で発生した不適切支援については事業所内外職員が参

加しケース検討やロールプレイを行い、より適切な支援を検討し

ている。 

  ４）関係機関との連携 

     学校へ行けていない利用児童や特別に支援が必要な児童につい

てはケース会議等に出席し、情報共有や支援方法について連携を

行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【買い物演習】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（２）課題 

１）職員の知識と技術の向上 

個別支援計画に沿っての支援について、常勤職員やアルバイト生

などは計画を意識して支援することができているが、短時間の職員

は運転業務が多く、支援内容の共有が不足していると感じる。振り

返りの際に当日利用者の課題の一覧を見ながらそれに沿って振り

返りを行っていく。 

また、来年度からの取り組みとして言語聴覚士によるリハビリ計

画作成を予定している。計画や職員への指導に基づき支援を行って

いく。 

２）保護者への情報提供 

連絡帳の書式を改訂し、日々の支援内容に加え、個別支援計画に

関する内容や活動の様子を記録した写真等を提供することを検討

するなど、さらに工夫していく。また、有事の際等全ての保護者に

情報を発信できるようホームページや SNS での連絡を引き続き検

討する。 

事故発生時の対応において、保護者に迅速丁寧な対応と情報提供

ができておらず、苦情につながった。事故等が発生した際は職員間

ですぐに情報共有を行い、正しい情報・状況を丁寧に保護者に説明

できる体制づくりが課題 

３）個別支援計画の共有・実施 

意思決定支援の視点から、個別支援計画の内容について、保護者

や関係機関、職員共有間での共有はできているが、利用児本人が個

別支援会議に参加するケースが少なく、目標設定の共有ができてい

ない場合がある。本人が参加できる場合は極力同席していただき、

難しい場合は十分説明を加えるなど目標達成に向けた支援を行っ

ていくことが課題 

  ４）中学生以上の軽度障がい児への支援 

    実習活動（調理実習・乗り物実習等）の際は年長児に企画や準備

について、中心的な役割を担ってもらい、職員が必要時に助言・介

入を行うようにしていきたい。調べものについてはインターネット

や書籍等を活用し、身近にあるもので自ら調べる経験を増やしてい

く。 

      また、現在は特別支援学校に在籍する単位Ⅰの軽度の知的障がい児

は単位Ⅱへ移動し、就労等の将来を見据えた支援を行っていく。 

【買い物実習】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅷ 共同生活援助事業所 「木の香ほーむ」  （短期入所併設）  
所在地：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 

   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 

   ※令和２年度給付費収入   ２１，３１９，３６０円  

        利用料収入     ９，１２３，８０１円  

        特定障害者特別給付費  ３２０，１５０円 

        処遇改善助成金収入  １，５７７，６３０円  

                 ３４，８５０，９４１円 

                 （H31 年度 30,672,645 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】 

   ・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、通院送迎・同行や利用者の悩み等の相談対応を行った。 

・日常生活において介助が必要な利用者に対し、生活支援員を配置し、 

    世話人と協力して必要な支援を行った。 

   ・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。 

   【余暇活動支援】 

   ・新型コロナ感染症感染防止のため園外活動(買い物実習等)の制限あり

利用者のストレスにならないよう園内で楽しめる活動(創作活動・レ

クリエーション・調理実習・外注による食事会)の機会を設けた。 

   ・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。 

   【施設整備】 

【生活風景】  

【誕生会】  

【ﾚｸ・手芸】

マスク作り  

【かき氷会】  



 ・新型コロナウイルス感染対策に伴い、環境整備徹底(空気清浄機や加

湿器)、マスク着用手洗い、アルコール消毒、体調管理等の徹底を図

った。 

   ・食事テーブルにはパネルをセットし、消毒に関しても世話人と協力し、

定期的に清掃活動行い感染予防に努めた。 

   ・災害時に備えて拠点職員の招集マニュアル作成を行った。非常食の確

保を行った。 

   ・利用者が、すぐ使えるように防災グッズの整備を行った。 

（２）【行事報告】 別紙行事報告書参照 

  

３．苦情受付、事故報告  

     ①苦情受付・・・３件  ②事故件数・・・２件 

   ・苦情内容は、ほーむ階下の方より掃除機の音に対して 

    他の 2 件は利用者のホーム外での行動に対して 

   ・事故内容は、ほーむ内での器物破損、夜間の無断外出   

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。 

   ・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 

   ・感染対策において、外出ﾉｰﾄの記入促し行い、利用者に感染に対して

の意識付けをもたらした。 

   ・大雨時に自立支援センターと協力し、２回避難を行った。 

（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。 

   ・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。 

   ・単身生活希望のある利用者の地域移行 

   ・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。 

    

 

 

 【 ﾄﾞﾗｲﾌﾞ・ 1】  

【ﾄﾞﾗｲﾌﾞ・ 2】  

 

 【おせち料理】 

 

【防災グッズ】  

 



Ⅸ 日中サービス支援型共同生活援助事業所  
「木の香ほーむ陽の木」 （短期入所併設）  

所在地：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         １０名（前年度 9 名） 

   年間延べ利用者数   ３，２６３名（前年度 2,797 名） 

   平均利用者数       ８．９名（前年度 7.7 名） 

      

※令和２年度 介護給付費収入   ３７，６４８，４８５円 

処遇改善加算        ２，８０２，５３０円 

特定処遇改善加算     ６８１，７１０円 

利用料収入      ６，５５５，０４５円 

合 計      ４７，６８７，７７０円 

             （H31 年度 38,774,760 円） 

 

  ②短期入所事業(併設) 

   利用定員             ２名 

   利用登録者           ３５名 うち児童が１０名 

   年間延べ利用者数      ５０８名（前年度 507 名） 

   平均利用者数        １．４名（前年度 1.4 名） 

      

※令和２年度 介護給付費収入   ５，９６３，６４６円       

処遇改善加算      ４５１，４８０円 

特定処遇改善加算    １０９，８４０円 

利用料収入     １，３２０，９８４円 

合 計      ７，８４５，９５０円 

（H31 年度 5,795,340 円） 

令和２年７月～ 新型コロナウイルス感染症（以下、「新型コロナ」

という）に係る緊急短期入所受入加算による介護給付費収入増 

※利用者状況の詳細については、事業報告参考資料を参照  

 

２ 事業運営状況 

（１） 個別支援計画 

・個別支援会議  延べ１９回（実人数１０名） 

 

【創作活動】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【調理実習】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



・利用者、保護者、関係機関からの情報をもとに支援ニーズをアセスメ

ントし、希望する生活スタイルの実現に向けた計画づくりを心掛けた。 

・個別支援計画の原案作成段階から統一した支援を意識が行えるよう努

めた。職員による個別支援計画策定会議を行い、本人のペースに合わ

せた支援を原則として、支援課題について情報を共有した。 

・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 

・新型コロナウイルス感染症対応マニュアルに基づき円滑な運営がで

きた。家族等の面会や自宅帰省は、可能な限り自粛を依頼した。 

・新型コロナ感染防止のため園外活動（買い物実習等）の制限が利用

者のストレスにならないように、園内で楽しめる活動（創作・レク

リエーション・調理実習・外注による食事会）の機会を設けた。 

・外出可能な時期において、外食をする際は、３密を避け環境が整っ

ている場所を選び利用者が安全に食事をできるよう配慮した。 

・ソーシャルディスダンスを保ち地域周辺の散策を行い、地域住民の

方と声掛け合うことで地域交流を深めた。今年度は地域の祭りが中

止になり参加ができなかった。 

・利用者の心身の状態が不安定な時は、日中活動（生活介護）の通所

を控え、ホームで過ごす等の環境調整を行った。 

・利用者・家族から要望や意見を聴取し、サービスの質の向上に努め

た。 

・毎日の終礼会議では日中活動（生活介護）とオンラインで会議を実

施し、情報共有することで支援の統一を図った。 

・アルバイトを導入し職員体制確保を行った。結果、手厚い支援が可

能となり、利用者にとって充実した時間を過ごすことができた。 

②短期入所事業 

・短期入所予約希望表を配布・集約し利用調整を行った。可能な限り

利用が出来るように工夫しニーズに応えた。 

・家族、利用者からの相談・見学を受け入れ、利用希望のあった方は

随時契約を行った。 

・環境の変化が苦手な方については、利用者のペースに合わせながら

徐々に慣れていくよう支援（日帰り利用を繰り返すなどの取り組み

）を行った。 

・ホーム利用者とともにドライブ、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。 

・短期居室の入室・退室の際は、アルコール消毒と換気の実施と他利

用者とのソーシャルディスダンスを保つ等の感染防止の徹底を行っ

た。 

・新型コロナに関して、施設を取り巻く状況（大川市内の感染状況）
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をふまえ、注意喚起の文書を送付した。 

（３）利用者の健康管理 

 ・利用者の健康状態観察。毎日、朝・夕の検温実施 

・関係機関（通所、居宅）との情報共有と継続した健康観察 

 ・インフルエンザ予防接種 

 ・薬の管理、手洗い、アルコール消毒の実施 

 ・水分補給の管理と促し。 

 ・入浴時の皮膚疾患等の観察と褥瘡処置、入浴日以外の軟膏処置 

 ・吸引器の実施指導（職員教育） 

 ・感染予防対策研修の実施 

・新型コロナウイルス感染対策に伴い、環境整備徹底、マスク着用手

洗い、アルコール消毒、体調管理等の徹底 

 ・健康診断（定期健診）の実施 

（４）安全管理・防災・防犯対策 

・毎月１回避難訓練を行う事で、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。 

・水害想定の避難訓練・防犯対策については、新型コロナ感染拡大防

止のため今年度は実施できなかった。 

（５）地域生活支援拠点事業 

    短期入所、大川市障害者等安心生活支援事業を活用した常時の緊急受

入体制を確保した上で、介護者の急病や障害者の状態変化等の緊急時の

受入や医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能 

    令和３年４月から開始予定 

（５）今後の事業計画 

  ・入居者希望の待機待ちが今日まで１４名おられ、介護者の高齢化等、

緊急性が高い方のニーズが多く、重度者対応の共同生活援助の事業

展開を考えている。 

（６）その他 

  ・支援員を対象とした PCR 検査の実施 

   令和３年１月～３月までの月１回実施 結果：すべて陰性 

   令和３年４月～ 月１回 PCR 検査の実施を継続 

 

３ 行事報告 

   家族会の実施 (３/３・３/１０) 

   園外活動(食事会(緊急宣言解除時)・ドライブ等) 

   園内活動(誕生日会・調理実習・クリスマス会) 
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４ 苦情・事故報告 

（１）苦情受付１件 

【内容】利用申し込みの方法を改善してほしい。 

４月、短期入所利用予約について、仕事の都合上、保護者の勤務表

ができないと申し込みができない。直前でも申し込みできるようにし

てほしい。 

【対応】 

申込受付を予約受付順から、利用希望表提出後の利用調整方式に

変更し、その後問題なく受入れができている。 

（２）事故報告 

  【水難事故】 

６月、施設東側駐車場前のクリークに入居利用者が１ｍ程先に入っ

ていたところを発見。当該利用者に怪我はなかった。ホーム内に姿が

ないことを確認してから発見まで約５分経過していた。門扉を閉じて

いたが利用者が開閉しクリークまで行ったものと思われる。北側男性

棟の非常口が死角になっていたこと、利用者の見守りが不十分だった

ことが事故の要因と考えられる。再発防止策について、死角になる箇

所にセンサーを設置し離棟を防止すること、門扉にダイヤル式チェー

ンロックを取り付けた。その後の離棟はなかった。 

【破損事故】 

強度行動障がいのある利用者が送迎時、突発的に不穏になり、両足

でフロントガラスを蹴り破損した。別の利用者は同じく不穏状態にな

りパソコンを投げ破損した。また、扉の開閉を強く行い扉を破損した。

扉に関しては、その都度支援員が応急修理を行った。 

（３）水災害報告 

【期日】 令和２年７月７日、８日 

継続した豪雨により西側クリークの増水や氾濫が見込まれ孤立する

可能性あり、7 日夕方の時点で木の香園生活支援センターに利用者６

名・支援員２名、木の香園自立支援センターに利用者５名・支援員２

名に分かれて避難し、利用者と支援員の安全確保に努めた。 

地域周辺の様子や河川増水の状況を随時確認し早めの判断をしたた

め、避難準備や家族への連絡や食事の確保にスムーズな行動が出来た。 

また、支援員の体制確保については、防災計画に基づいて計画通り

配置することができた。避難先では既に居室やベット・布団等の準備

がされ、事業所間の連携を図ることができた。 

今回、水災害を経験し常に災害に対する意識と落ち着いて行動がで

きるように定期的な避難訓練（防災・水害・地震）が必要と感じた。 
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６ 成果と課題 

（１）成果 

・強度行動障がい利用者の受け入れにあたって、他機関より情報提供と

統一した支援が図れるように会議を重ね、本人のペース、状態を見な

がら、本人が望む暮らしができるよう支援を行った。おおよそ一ヶ月

陽の木で暮らす等の計画入院を行い病院との連携も常時行った。 

 ・不穏状態の時、物投げ、破損に繋がる行動障がいがある利用者に対し

て障がいの特性を把握し早めの対応を行うことで軽減できている。 

（２）課題 

  ・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、資格取得と専門性の向上に努める事が課題 

  ・多様な障がい程度の利用者ひとりひとりが安全・安心で快適に過ご

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

て安心して過ごせる環境調整を目指す。 

  ・利用者のニーズに沿った支援を提供する為に、適正な人員配置に加

え更なる支援職員を確保する事が課題 

  ・短期入所について、希望日が重なり家族と相談するも希望通りの利

用を確保することが課題 

  ・感染症マニュアルに基づき、利用者が希望する園外活動(旅行・買い

物等)を実施することが課題。（園内でも楽しめるような備品を購入

し、気分転換やストレス軽減を図る。） 

  ・職員が安心して働ける環境作りや介護技術の指導に取り組む。 

  ・職員に対し定期的に面談を行い定着を図る。 

・送迎対応が出来るように職員配置を行う等の努力をする。 

・看護師配置により、医療的ケアの方の受け入れを行っていく。 

 


