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                               社会福祉法人すぎのこ会                         

 

１ 経営の原則 

・ 個人の尊厳に配慮した利用者本位の、安全で安心できる安定した、質の高いサービスの提供に

努めた。 

・ 改正社会福祉法施行下にあって、なお一層の経営組織のガバナンスの強化、事業経営の透明性

の向上、さらに財務規律の強化を図る等自律的な法人経営に努めた。 

・ 地域における公益的な取り組みを強化する等、地域になくてはならない法人、社会福祉事業の

主たる担い手としてふさわしい法人を目指した事業経営に努めた。 

・ コロナ禍にあって厳しい経営を余儀なくされたが、職員の理解と協力により事業経営の合理化、

効率化に努めた結果、収支差率は微増となり当初の計画をほぼ達成することができた。 

                 

２ 評議員会等の開催 

（１）第81回評議員会（定時評議員会） 

（イ）日 時  令和３年６月25日 

 （ロ）場 所  あすひ 

 （ハ）出席者  林評議員、森田評議員、川原井評議員、藤野評議員、牧島評議員、山田評議員 

天下井評議員、福田補欠評議員 

岩崎理事長、岩崎常務理事 

         岩崎統括会計責任者、諸岡事務局長兼経営管理部長、青木サービス管理部長 

布施木法令遵守部長、石井研修部長 

 （二）報告事項 令和２年度事業報告、令和２年度計算書類及び財産目録、令和２年度社会福祉 

業務指導監査結果、令和３年度事業計画          

 （ホ）議 題  基本財産の処分、定款の変更、役員・評議員等報酬等規程の一部改正、理事及

び監事の選任 

（２）第82回評議員会（省略評議員会） 

（イ）決議があったものとみなされた事項  定款の変更 

（ロ）決議があったものとみなされた日   令和３年10月28日 

（３）第83回評議員会（省略評議員会） 

（イ）決議があったものとみなされた事項  定款の変更、役員・評議員等報酬規程の一部改正 

（ロ）決議があったものとみなされた日   令和４年２月28日 

（４）第５回全員協議会 

（イ）日 時  令和３年８月25日 

 （ロ）場 所  （新）ひのきの杜 

 （ハ）出席者  岩崎理事長、岩崎常務理事、旭岡理事、鈴木理事、小島理事、諸岡理事 



大場監事、小林監事 

森田評議員、川原井評議員、藤野評議員、牧島評議員、山田評議員 

天下井評議員、福田補欠評議員 

         富田評議員選任・解任委員長、小島委員、石井委員、（大場委員） 

         （小島・福田第三者委員） 

岩崎統括会計責任者、（諸岡事務局長兼経営管理部長） 

青木サービス管理部長、布施木法令遵守部長、猿山研修部長、木澤施設長 

輕部施設長、長谷川所長、落合所長、佐々木所長 

（二）協議題  （新）ひのきの杜新築工事の経過、ひのきの杜共生改修工事及びもくせいの里 

便所増設工事の実施、社会福祉充実計画の実施状況 

 

３ 理事会の定期的開催 

（１）第245回理事会（省略理事会） 

（イ）決議があったものとみなされた事項  評議員選任・解任委員会の開催、招集 

（ロ）決議があったものとみなされた日   令和３年５月25日 

（２）第246回理事会 

（イ）日 時  令和３年６月８日 

 （ロ）場 所  あすひ 

 （ハ）出席者  岩崎理事長、岩崎常務理事、髙久理事、旭岡理事、鈴木理事 

         大場監事、小林監事 

         岩崎統括会計責任者、諸岡事務局長兼経営管理部長 

青木サービス管理部長、布施木法令遵守部長、石井研修部長、木澤施設長 

輕部施設長、長谷川所長、落合所長、猿山所長、佐々木所長 

 （二）報告事項 職務執行状況、専決処分 

 （ホ）議 題  令和２年度事業報告及び附属明細書、令和２年度計算関係書類及び財産目録 

基本財産の処分、令和３年度補正予算、令和３年度定時評議員会の開催・招集 

（３）第247回理事会 

（イ）日 時  令和３年６月25日 

 （ロ）場 所  あすひ 

 （ハ）出席者  岩崎理事長、岩崎常務理事、旭岡理事、鈴木理事、小島理事、諸岡理事 

         大場監事、小林監事 

         岩崎統括会計責任者、（諸岡事務局長兼経営管理部長） 

青木サービス管理部長、布施木法令遵守部長、石井研修部長、輕部施設長 

長谷川所長、落合所長、猿山所長、佐々木所長 

 （二）議 題  理事長の選定、常務理事（業務執行理事）の選定、理事長の業務執行に係る職 

務代行の順位、統括会計責任者及び相談役並びに第三者委員の選任、役員・評 

評議員等報酬等規程の一部改正、幹部職員の人事 

（４）第248回理事会（省略理事会） 



（イ）決議があったものとみなされた事項  指定障害福祉サービス事業所等の指定申請、令和 

３年度補正予算 

（ロ）決議があったものとみなされた日   令和３年７月28日 

（５）第249回理事会 

（イ）日 時  令和３年８月25日 

（ロ）場 所  （新）ひのきの杜 

 （ハ）出席者  岩崎理事長、岩崎常務理事、旭岡理事、鈴木理事、小島理事、諸岡理事 

         大場監事、小林監事 

         岩崎統括会計責任者、（諸岡事務局長）、石井経営管理部長 

         青木サービス管理部長、布施木法令遵守部長、猿山研修部長、木澤施設長 

         輕部施設長、長谷川所長、落合所長、佐々木所長 

（二）報告事項 （新）ひのきの杜新築工事の経過 

（ホ）議 題  ひのきの杜共生改修工事及びもくせいの里便所増設工事の実施、令和３年度補

正予算、諸規程の一部改正 

（６）第250回理事会 

 （イ）日 時  令和３年10月21日 

 （ロ）場 所  あすひ 

 （ハ）出席者  岩崎理事長、岩崎常務理事、旭岡理事、鈴木理事、小島理事、諸岡理事 

大場監事、小林監事 

岩崎統括会計責任者、（諸岡事務局長）、石井経営管理部長 

布施木法令遵守部長、木澤施設長、輕部施設長、長谷川所長、落合所長 

佐々木所長 

 （二）報告事項 専決処分 

 （ホ）議 題  諸規程の一部改正、愛晃の杜改修工事の実施、令和３年度補正予算 

         令和３年度省略評議員会 

（７）第251回理事会（省略理事会） 

 （イ）決議があったものとみなされた事項  ひのきの杜共生改修工事及びもくせいの里便所増

設工事施工業者の決定及び同工事請負契約の締結        

（ロ）決議があったものとみなされた日    令和３年10月29日 

（８）第252回理事会 

 （イ）日 時  令和３年12月23日 

 （ロ）場 所  栃木市片柳町「サンプラザ」 

 （ハ）出席者  岩崎理事長、岩崎常務理事、旭岡理事、鈴木理事、小島理事、諸岡理事 

大場監事、小林監事 

岩崎統括会計責任者、（諸岡事務局長）、石井経営管理部長 

青木サービス管理部長、布施木法令遵守部長、猿山研修部長 

佐々木特命事務長 

 （二）報告事項 職務執行状況、専決処分 



 （ホ）議 題  諸規程等の一部改正、令和３年度補正予算 

（９）第253回理事会（省略理事会） 

 （イ）決議があったものとみなされた事項  諸規程等の一部改正 

 （ロ）決議があったものとみなされた日   令和４年２月10日 

（10）第254回理事会（省略理事会） 

 （イ）決議があったものとみなされた事項   栃木市子育て短期支援事業の受託、諸規程等の一 

一部改正、令和３年度子育て短期支援事業所すぎ 

のこ事業計画及び予算、令和３年度省略評議員会 

 （ロ）決議があったものとみなされた日   令和４年２月18日 

（11）第255回理事会 

 （イ）日 時  令和４年３月30日 

 （ロ）場 所  あすひ 

（ハ）出席者  岩崎理事長、岩崎常務理事、旭岡理事、鈴木理事、小島理事、諸岡理事 

         大場監事、小林監事 

         岩崎統括会計責任者、（諸岡事務局長）、石井経営管理部長 

青木サービス管理部長、布施木法令遵守部長、猿山研修部長 

佐々木特命事務長、木澤施設長、輕部施設長、長谷川所長、落合所長 

（二）報告事項 職務執行状況、令和３年度内部監査結果 

 （ホ）議 題  諸規程等の制定及び一部改正、令和３年度補正予算、経営方針の見直し、令和

４年度事業計画、令和４年度当初予算、役員賠償責任保険の加入、幹部職員の

人事 

 

４ 監査会等の開催 

（１）監査会 

（イ）日 時  令和３年６月４日 

 （ロ）場 所  あすひ 

 （ハ）出席者  大場監事、小林監事 

         岩崎理事長、岩崎常務、岩崎統括会計責任者、諸岡事務局長兼経営管理部長 

         青木サービス管理部長、布施木法令遵守部長、石井研修部長 

（２）監査法人彌榮会計社との懇談会 

（イ）日 時  令和３年６月４日 

 （ロ）場 所  あすひ 

 （ハ）出席者  大場監事、小林監事 

彌榮会計社（本井啓治理事長・薩摩嘉則指定社員、海下巧社員） 

         岩崎理事長、岩崎常務、岩崎統括会計責任者、諸岡事務局長兼経営管理部長 

         青木サービス管理部長、布施木法令遵守部長、石井研修部長、野澤課長 

渡辺課長 

 



５ 第三者委員会の開催 

（イ）日 時  令和３年６月16日 

 （ロ）場 所  もくせいの里別館 

 （ハ）出席者  小島委員、加藤委員 

岩崎理事長、岩崎統括会計責任者、各施設・事業所長 

 （二）議 題  令和２年度苦情申出・ご意見対応状況 

 

６ 職員の現況（令和４年３月31日現在） 

   別表１のとおり 

 

７ 利用者の概況（令和３年４月１日～令和４年３月31日） 

   別表２のとおり 

     

８ 経営組織のガバナンスの強化 

・ 新たな時代に対応した社会福祉法人のあり方について再検討するとともに、評議員会、理事 

会並びに評議員、理事及び監事、会計監査人のそれぞれの役割と機能を見直し、定款を変更し 

た。 

 

９ 事業経営の透明性の向上 

・ 事業経営に関する情報の閲覧対象者を国民一般に拡大し、事業計画・事業報告、予算・決算 

並びに現況報告書等を主たる事務所に備え置き、閲覧等に供したほか、法人のホームページ及 

び社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム等を活用して公表した。 

 

10 財務規律の強化 

・ 月次報告に基づく経営分析を定例的に行う等経営の合理化・効率化に努めるとともに、適正か 

つ公正な支出管理の確保等財務規律の強化に努めた。 

 

11 地域における公益的な取組 

・ 地域になくてはならない法人となるよう、他の経営主体では対応が困難な福祉ニーズに対し、 

県内の社会福祉法人間連携も視野に入れ、必要とされるサービスの提供に努めた。 

 ・ コロナ禍にあったが、心のバリアフリー活動の推進に努めるとともに、広報のための『心の 

バリアフリーノート』を作成した。 

 

12 法人組織・機能の充実 

・ 本部事務局体制、施設・事業所体制の現状及び課題を明らかにし、法人組織の確立及びその

機能の充実に努めた。その一環として、一部人事の改変を行った 

 

13 内部管理体制の整備 

・ 理事の職務の執行が法令及び定款に適合するための体制、その他社会福祉法人の業務の適正を



確保するために必要な内部管理体制の整備、運用を進めるとともに、独立した会計監査人監査及

び内部監査を実施し、モニタリング、報告を行った。 

 

14 コンプライアンス体制の構築 

・ 不祥事を未然に防止する取組を強化するとともに、広範なリスクを認識した上で、様々なリ 

スクから組織を防護する体制を構築するために必要な関係規程等を整備し、その周知徹底に努 

めた。 

 

15 権利擁護、虐待防止、苦情解決等の体制整備 

・ 虐待の防止、早期発見、迅速な対応等について、役職員をはじめ関係者に周知徹底するとと 

もに、身体的拘束等適正化の指針を制定する等権利擁護のための体制整備に努めた。 

 

16 人材の確保、育成と適切な人事、労務管理 

 ・ 働き方改革、不合理な待遇差の解消等改正労働関係法令の施行に伴う就業規則等労務関係規 

程の見直しを行い、その遵守と適切な労務管理に努めた。 

・ 福祉人材の確保が一段と深刻化する中にあって、人材の確保・定着、育成の在り方について 

継続して検討するとともに、採用、配置、評価、給与、能力開発を含むトータルな人材マネジ 

ジメントシステムの構築に努めた。その一環として、国の福祉・介護職員処遇改善臨時特例交 

付金等を活用し、給与規程等を改正し賃上げを行った。 

 

17 地域で支える福祉システムの構築 

・ トータルサポート（地域包括支援）システムを確立し、地域共生社会を実現するための施設、 

事業所の再編、機能の在り方について継続して検討するとともに、栃木市及び日光市への相談 

支援専門員の出向を継続する等関係行政機関との連携の強化に努めた。 

・ すぎのこ会を守る会、ＮＰＯ法人オアシスとの連携を一層強め、当事者、保護者また関係者 

が望む施策、その要望実現に向けた具体的な施策等について意見交換し、第５次アクションプ 

ラン21の見直しを行った。 

・ 利用者の重度・重症、高齢化が名実ともに進行する中にあって、医療体制を充実、強化する 

ため、医療機関との連携の在り方について継続して検討した。 

・ 地産地消を推進するとともに、農福連携の実現に向けて、株式会社観光農園いわふねをはじ 

めとする関連法人を中心とした具体策について継続して検討した。 

 

18 施設・事業所等の基盤整備  ～第５次アクションプラン21の着実な実施～ 

（１）ひのきの杜新館の整備 

・ 所在  栃木市岩舟町曲ケ島806番地１、806番地２、806番地10、806番地11、824番地２ 

               824番地４ 

  ・ 種類  養護所 

・ 構造  木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 



・ 床面積  １９６８．７０㎡ 

  ・ 開発設計・監理  有限会社イオス設計 

  ・ 建築設計・工事監理、工事施工  パナソニックホームズ北関東株式会社 

 令和３年８月完成・９月利用開始 

（２）同附属設備等整備 

・ 居室収納設備 

・ 電話・ナースコール・ネットワーク 

・ 厨房機器（冷蔵庫・スチームコンベクション・温冷配膳車他） 

・ 天井走行リフト 

・ デスク・ロッカー・電化製品 

・ 特殊浴槽他（ボランテエコ・ひのき個浴槽）（丸紅基金助成） 

・ ストレッチャー式シャワー入浴装置（日本財団助成） 

・ 業務用洗濯機・乾燥機・汚物処理機（日本郵便助成） 

・ ＬＰガス災害バルク・非常用発電機（災害バルク等導入事業費補助金） 

・ 介護ロボット等（障害者支援施設等ロボット導入支援事業費補助金） 

床走行リフト・コミュニケーションロボット・見守り支援システム 

（３）ひのきの杜本館の改修整備着工 

① ひのきの杜共生個室化改築工事（障害福祉サービス事業所等整備費補助金） 

・ 設計・監理業務委託契約の締結 

・ 工事請負契約の締結 

② ひのきの杜共生感染症対策及び支援環境設備改築工事（栃木市社会福祉施設設備費補助 

金） 

・ 設計・監理業務委託契約の締結 

設計・監理業務委託変更契約の締結 

・ 工事請負契約の締結 

（４）愛晃の杜本館の浴室・便所改修整備 

・ 設計・監理業務委託契約の締結 

  ・ 改修工事請負契約の締結 

  ・ 同附属設備等（特殊浴槽他（シャワーポッドアラエルシャワードーム）、消防設備、ロ 

ッカー） 

（５）もくせいの里改修整備 

  ・ 感染症対策工事（栃木市社会福祉施設設備費補助金） 

     入所棟便所増設工事、玄関ホール洗面所設置工事 

・ 介護ロボット等（障害者支援施設等ロボット導入支援事業費補助金） 

介護アシストスーツ、排泄支援ポータブルトイレ 

（６）すぎのこ増改築整備 

設計・監理業務委託契約の締結 

（７）わたすげ改修整備 



    ベランダ・浴室・消防設備 

（８）送迎用等自動車整備 

やまと２台、愛晃の杜・もくせいの里各１台 

 

19 施設及び事業の適正、公正な経営 

（１）地域生活支援拠点施設「もくせいの里」 

 （イ）障害者支援施設「もくせいの里」 

施設入所支援、短期入所、生活介護、放課後等デイサービス、日中一時支援 

 （ロ）包括支援事業所「すぎのこ」 

相談センターすぎのこ（一般相談支援、特定相談支援、障害児相談支援）、支援センタ 

ーすぎのこ（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、移動支援、訪問介護、第１

号訪問）、ケアプランすぎのこ（居宅介護支援）、子どもの部屋もくせい（栃木市子ども

の居場所事業） 

（２）障害者支援施設「ひのきの杜共生」 

施設入所支援、短期入所、生活介護、日中一時支援 

（３）障害者支援施設「ひのきの杜」 

 （イ）障害者支援施設「ひのきの杜」 

     施設入所支援、短期入所、生活介護、日中一時支援 

 （ロ）多機能型事業所「はまなす」 

生活介護、放課後等デイサービス、日中一時支援 

（４）複合型施設（特別養護老人ホーム）「みすぎの郷」 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活

介護、共生型短期入所、地域密着型通所介護、第１号通所、共生型生活介護 

（５）多機能型事業所「すぎのこ」 

生活介護、就労継続支援Ｂ型、日中一時支援、就労訓練 

（６）障害福祉サービス事業所「けやきの家」 

生活介護、日中一時支援  

（７）多機能型事業所「愛晃の杜」 

（イ）多機能型事業所「愛晃の杜」 

生活介護、就労継続支援Ｂ型、相談支援（一般相談支援、特定相談支援、障害児相談 

支援）、日中一時支援 

（ロ）放課後等デイサービス事業所「のあの杜」 

放課後等デイサービス  

（８）多機能型事業所「あすなろ」 

生活介護、放課後等デイサービス、日中一時支援 

（９）多機能型事業所「ひまわり」 

    児童発達支援、放課後等デイサービス、日中一時支援 

（10）複合型事業所「やまと」 

（イ）多機能型事業所「やまと（児童等）」 

  生活介護、児童発達支援、放課後等デイサービス、日中一時支援 

（ロ）多機能型事業所「やまと（介護）」 

地域密着型通所介護、第１号通所、共生型生活介護 



（11）多機能型事業所「みずほの家」 

生活介護、就労継続支援Ｂ型、日中一時支援、就労訓練 

（12）多機能型事業所「あすひ」 

生活介護、放課後等デイサービス、日中一時支援 

（13）共同生活援助事業所「花水木」 

 （イ）岩舟地区事業所 

     花水木、第二花水木、こすもす、さくらの家、すぎのこホーム、ひまわりホーム 

     ぶどうの家、みどり、みかも、第二みかも 

（ロ）栃木地区事業所 

     やまとホーム、第二やまとホーム 

（14）共同生活援助事業所「わたすげ」 

    キスゲ、わたすげ、第二わたげ、第三わたすげ 



障害者支援施設 もくせいの里 
施設入所支援 ３０名  生活介護 ３０名  短期入所 ５名  日中一時支援 １０名 

VS新型コロナ 

 

 

 

 

 

 

 

 

大切なこと 

  

 

 

 

 

 

 

 

療法士 

 

 

 

 

 

 

 

次年度に向けて 

◆ 新型コロナのみならず感染症対策をしっかり行い、利用者様一人ひとりの心身の健康を第一に考え、職員一同支援にあ

たります。 

◆ 栃木市に住む障害者の、地域生活支援拠点としての役割が十分に果たせていませんでしたが、次年度は少しずつ短期入

所サービスの受け入れを増やしていきます。  

◆ 利用者さんの活力でもある、行事を含めた楽しみについて、コロナ禍でも出来ることを考え・提供してきます。行事の様子

は随時ブログにアップしていきます。 

新型コロナ対策として行事の縮小・中止もありました。行事は皆さん楽しみにさ

れています。縮小・中止は職員も心苦しい思いです。６０歳の誕生日還暦祝いは、

そのような中でも心のこもった会になったと思います。もくせいの里では一昨年か

ら再来年まで５年連続で還暦を迎える利用者さんがいらっしゃいます。皆さん歴

史を築いてきていると感じつつ、６０歳はまだまだ若い！コロナ禍であってもこの

ような機会は大切にしていきたいと思います 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人の療法士さん２名が定期的に勤務し、利用者さんの QOLの維持、向上

に取り組んでいます。専門的かつ具体的なアドバイスで、利用者さんの健康＋

職員の介護力アップに繋がりありがたい存在です。ある利用者さんは療法士さ

んが訪れることを楽しみにしていて、療法士さんの顔をみると、普段見られない

ような満面の笑顔を見せてくれ、心のケアもしてくれています♡ 

 

 

 

 

 

 

世界中で新型コロナウイルスが蔓延する中、もくせいの里も制限のある

日々を過ごしてきました。日中活動にはじまり、外出であったり、行事等も例

年のようには行えず、利用者の皆さんにはストレスの多い年だったと思いま

す。テレビをつけても、毎日コロナ。職員も「コロナだから…」と口にだしてしま

う。 

 新型コロナウイルス対策として７、８、２月に、嘱託医である月永 Drによるワ

クチン接種を行いました。新型コロナウイルスに感染しないよう、感染予防に

心がけ、他の感染も含め集団感染はありませんでした。 

 

 

 

 

 

 



障害者支援施設 もくせいの里（通所） 
生活介護 ６０名  放課後等デイサービス １０名 

コロナ禍でも日々の楽しみを味わえる工夫（生活介護） 

                                                                     

日中活動・余暇活動の充実（生活介護） 

 

 

 

 

 

    

コロナ禍での過ごし方（放課後等デイサービス） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次年度に向けて 

◆ 感染症対策を行いながら、利用者が心身ともに健康で楽しい生活が送れるよう支援をしていきます。 

◆ 業務の適正化・効率化を図るとともに、昨年導入した業務用記録ソフト及びタブレットを活用しながら業務の効率化を図り

ます。 

デイルームでは、ウォーキング、カラオケ、レクリエーションなどを行いました。特にカラオケでは、高得点が出ると盛り上

がり、利用者間で点数を競いながら参加しています。別館では、ボアテープやスポンジ作業などの請負作業やアルミ缶作

業、栃木市こどもサポートセンター清掃に取り組んでいます。 

利用者一人ひとりの特性に合った活動を提供することで、利用者の新たな一面の発見や活動への意欲を高めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 新型コロナウィルスの影響により、分散登校や学校休業も

含め、家庭での過ごし方に大いに変化がある中で利用児本

人の言葉には出ない悩みや変化を把握し、早期に対応する

とともに、家庭での保護者の負担感を軽減できるよう面談を

行いながら対応しました。 

 ご自宅の療育では、体を動かす事や手先を使った制作活

動が困難という保護者の要望に応え、ぶどう団地という素晴

らしい景観を見ながらのウォーキングや部屋全体の壁面を

飾り付ける制作活動を行い、爽快感と達成感を得られる活動

の提供を行っています。その他、季節の行事を多く取り入れ

ながら利用児一人ひとりが楽しめるよう支援の場を作ってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 新型コロナウィルスの流行に伴い、毎年楽しみにしている日帰り旅行の行事

が、今年も中止になりました。規模の縮小や感染症対策を徹底しながら、夏祭り、

クリスマス会、新成人お祝い会を行いました。工夫しながらの実施でしたが利用

者から喜びの声や笑顔をいただくことができました。 

 

 

 

 

 



障害者支援施設 ひのきの杜共生 
施設入所支援 ４０名  生活介護 ４０名  短期入所 ４名  日中一時支援 ５名 

コロナ禍における、日々の生活の満足感を高める為の取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

虐待防止、権利擁護の意識向上に向けた取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひのきの杜共生改修に向けて 

 

 

 

 

 

 

次年度に向けて 

◆ 利用者一人ひとりが、「その人らしい」生き方を持って日々の中に生きがいと充実を感じる事ができる様に、利用者本位の

視点に立ち、「その人らしさ」を追求していきます。 

◆ 人権尊重、権利擁護の推進に向けて、日頃の支援の中に潜む「不適切ケア」の共有、振り返りを行います。また、障害特

性の理解や利用者との「にこり・ほっと」探しを通して、職員間の相互理解や共感を深め、心のケアに繋げていきます。 

◆ 保護者や地域の方へ向けて、日課や日中活動の様子を施設内に提示し、そして HPや SNSを活用した情報発信を行いま

す。「見える化」と「魅せる化」を通して、「身近な福祉」である事を伝え、「心のバリアフリー」を推進していきます。 

◆ 次年度も、改修後の新しい生活に向けた日課や日中活動の在り方について、引き続き検討していきます。 

 虐待防止、権利擁護に関連した外部研修への参加を通じて知識や技術を学

び、内部研修を通じて、その共有を図りました。 

 また、支援検討委員会、業務効率化委員会を中心に、日頃の支援や不適切ケ

アを振り返り、業務や生活環境の見直し等を定期的に行いました。 

それらを通じて、虐待防止等に対する職員の意識向上を図ると共に、利用者

一人ひとりと過ごす時間を増やし、生活環境の改善へと繋げる事ができました。 

 

 

 

 

 

 

 令和３年度より、感染症対策や生活の質の向上に向けて、生活環境の整備

計画を進めています。完成は、令和４年７月を予定しています。 

障害特性、重度・高齢化、身体的負担にも対応できる様に、個室化や介護

型入浴設備等を整備します。また、職員間の情報伝達、応援協力を円滑にす

るため、インカムの導入を予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 今年度も新型コロナウィルスの影響が続き、行事や外出の制限、調整を強い

られました。その様な中でも、新しい行事（その名も「お家パ―ティー♪」）の企

画を提案、実施に繋げました。また、感染状況が落ち着いてきた時期に、利用

者の皆さまが心待ちにしている外出の機会を持てるか、検討を行いました。外

出の時間や場所、食事等について、約束事を決め、感染症対策を徹底し、実現

する事ができました。新しい行事、外出等を通して、利用者の皆さまから喜び

の声を頂き、満足そうな様子を伺う事ができました。 

 

 

 

 



障害者支援施設 ひのきの杜 
施設入所支援 ３２名  生活介護 ４０名  短期入所 ７名  日中一時支援 ５名 

 

ひのきの杜新館の完成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動の充実化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次年度に向けて 

◆  虐待防止・身体拘束等適正化検討委員会を定期的に開催して、権利擁護の強化を行います。 

◆  全国身体障害者施設協議会が提案する「個別支援の実現に向けたケアガイドライン（令和新版）」を学び、適切なケアに

よる利用者支援の質の向上を図ります。 

◆  「互いを大切に思いあい、誰も排除されない、双方向・相互関係のケアの考え方」を職員に浸透させるとともに、地域との

連携を深め、ともに生きる社会づくりに貢献します。 

今年度もコロナ禍ということで、法人全体の運動会や秋祭りなどが中止となり、

施設独自の取り組みにおいても、外出や外食などは制限する形となりました。そ

のような中でも職員がイベントを考え、利用者に楽しんでもらいたいという強い思

いで、「ミニ運動会」や「季節のドライブ外出」などを企画し、利用者からも好評で

した。 

特に「食」に関しては、毎月の生きがい活動の時間におやつをみんなで作った

り、クリスマス会ではデザートを作り、盛り上がりました。イベントの食事も、外部

にお弁当を発注する等、今までとは違った試みを行い、利用者から満足の声が目

立ちました。 

 

 

 

 

 また、日頃の活動は療法士チームが中心となって、「ボッチャ」や「パラバルー

ン」、「制作活動」、「スポイト作業」、「園芸活動」などを行い、充実した日々を送

れるように努めました。 

 

 

 

 

 

 

 兼ねてより計画を進めきた「ひのきの杜新館」が２０２１年８月に完成しました。９

月の移転に向けて８月末より、入所者は本館から荷物を運んだり、自分らしい個

室の環境を整えるなど、引っ越し作業をスムーズに終えることができました。引っ

越し作業にご協力いただいた保護者様には、心より感謝申し上げます。 

 ひのきの杜新館では、地域ニーズに応えられるように短期入所の定員拡充（４

→７名）を図るとともに、全４０室を完全個室化としました。コロナ禍で十分な周知

ができませんでしたが、新規の見学者や短期入所希望者からは、トイレ付き個室

への関心が高い様子がうかがえました。 

 

 

 

 

 



多機能型事業所 はまなす 
生活介護 １５名  放課後等デイサービス ５名  日中一時 ５名 

新・はまなす開設 

  

 

 

 

 

 

 

 

新しいお風呂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三密回避の季節行事（放課後等デイ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

次年度に向けて 

◆ 引き続き業務整理を進め、デスクワークの簡略化・効率化を図り、利用者との関わりの時間を確保するとともに支援の質

の向上に努めます。 

◆ 専門職としての介護技術を習得するとともに、介護機器等を活用することで職員一人ひとりのスキルアップを目指します。 

職員は、移行数か月前からひのきの杜との交流研修を実施。新たな環境を想

定した入浴介助を経験しました。 

 これまで利用してきたチェアインバスに加えて、自立サポート浴槽“ボランテエ

コ”とミスト浴“美浴（びあみ）”を導入。 

 利用者の特性に合わせて、スッキリ・さっぱりのリラックスタイムを提供 

しています。楽しい会話は、いつも笑顔のスタッフにお任せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

三密回避、消毒など十分に感染症対策を取り、季節を感じられる行事を開催

しました。 

多機能型事業所ならではの、大人たち（生活介護）とテラスでのシャボン玉

遊びなどの交流の場を設けました。 

クリスマス会は、密にならないように別室（リハ兼スヌーズレン室）で開催しま

した。感染症対策をしっかり行い、日々楽しんでいます。 

 

 

 

 

２０２１年９月、ひのきの杜新館の一画で、主に身体障害児・者を対象とした「は

まなす」を開設しました。 

通園事業からのはまなす（旧ひのきの杜通所部）利用者と、けやきの家の利用

者が合流。ワクワク☆ドキドキのスタートです。新しい空間・新しいお風呂・段取り

の違う食事…。思うように進んだり進まなかったりの毎日でした。 

環境の変化に戸惑うことの多い利用者を支えなくては！と意気込んでの開設で

したが、利用者・保護者の皆さんに励まされ、支えられたのは職員のほうでした。 

 

 

 

 

 

 



特別養護老人ホーム みすぎの郷 
地域密着型特養 ２９名  ショートステイ（共生型含む） １０名  デイサービス（地域密着型通所介護・共生型・相当） １５名 

基準緩和型  １回５名 

コロナ禍での取り組み 

 

  

 

 

 

介護実習生の受け入れ 

 

 

 

 

 

 

 

正門ガーデニング 

 

次年度に向けて 

◆ 「喜笑天結」のキャッチフレーズを念頭に、入居者様ひとり一人が自分らしい生活を送れるよう支援していきます。 

◆ コロナ禍の中でも開かれた施設として、実習生やボランティアなど外部との交流を行っていきます。 

◆ 地域の中のみすぎの郷として役割を明確にし、地域の行事や会議などに積極的に関わっていきます。 

今年度、短期大学２年生と１年生の介護実習生３名を受け入れました。学生に

対する実習指導を通して職員のスキルアップも期待し、また、みすぎの郷が開か

れた施設となるように、積極的に受け入れています。コロナ禍で不安はありました

が、将来介護を担う学生達の為にと受け入れを決断しました。実習前の行動の把

握や検温、実習中の感染予防策を講じ、約４週間の実習を終了しました。受け入

れには短期大学様の協力が十二分にあり、無事実習を終えたことに感謝致しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

地域における「開かれた施設」として、地域住民の方が気兼ねなく立ち寄って

いただける施設を一番に考えています。その一環として正門周辺を整備しまし

た。プロジェクトチームを結成しチームのメンバーが主導になって取り組み、素

敵な景観が完成しました。地域の方からも好評です！！ 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス流行に伴い、以下の取り組みを行いました。 

①面会時には可能な限りご家族との距離を縮められるよう、ウッドデッキから

ビニールカーテン越しの面会の実施。 

②施設内で新型コロナウイルス罹患者が出た時に備え、各ユニットでのゾー

ニング（汚染区域分け）シミュレーション、実際に必要物品の設置やガウン

や手袋の着脱をし、本番を想定しながらの実施。 

③送迎車両には、運転手と入居者様の間にビニールカーテンで仕切りの設

置。 

④職員が日常的にマスクとフェイスシールドを着用、手指消毒するなど徹底

し、安心・安全に大切なイベント（百寿の祝い）の実施。 

 

 

 

 

 



多機能型事業所 すぎのこ 
生活介護 ３３名  就労継続支援 B型 ２１名  日中一時 ２名 

様々な活動の提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

季節の行事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すぎのこ改修に向けて 

 

 

 

次年度に向けて 

◆ 改修に向けてより具体的な内容を話し合い、着工から完成まで安全に過ごせるように活動場所などを見直し、工夫して提

供します。 

◆ 安全な生活を確保できるよう、溜め池のハザードマップに即した避難訓練や引き渡し訓練を実施し、緊急時にスムーズに

行動できるようにします。 

◆ 利用者一人ひとりの個性や得意とする部分を活かせるように、様々な作業や活動を提供したり自主製品の作成にも取り

組み、個別の支援を充実させていきます。 

季節の行事は利用者が楽しみにしている活動です。まだまだ制限のある中で、

どのように行えば行事を楽しむ事ができるかを考え実行しました。 

６月に「ミニ運動会」を開催しました。玉入れやパン食い競争など狭い室内でも

できるよう工夫を加えることで満足のいく運動会になりました。１２月の外出では、

グループに分かれることで密を避けて実施することができ、笑顔あふれる外出に

なりました。 

 

 

 

 

 

  すぎのこ再編プロジェクトチームを作り、図面などの話し合いを進めました。静かに過ご

せる部屋の設置や作業スペースの拡充など、利用者それぞれの特性や適正に応じた環

境になるように検討しています。安心・安全で居心地の良い施設づくりを目指し、改修計画

を進めていきます。 

 室内作業は主にゼブラによる「ペン作業」を行い、外作業では「農耕作業」、「ゴミ

回収」を行っています。ペンの袋入れやケース折り、ニラの調整作業など様々な作

業から利用者それぞれの特性に合った工程を提供し意欲向上を目指しています。

また、昨年から始めた「さをり織り」では、マフラーやミサンガといった製品づくりを

行っています。一人ひとりに合った環境や方法を工夫することで集中して行うこと

ができました。 

 

 

 



多機能型事業所  けやきの家 
生活介護 ３０名  日中一時 １０名 

再編を経て、「新けやきの家」へ 

 

 

 

 

 

 

 

日中活動の「意思決定支援」と「選択の自由」の実現 

 

 

                                                     

 

 

「見える化」と「魅せる化」、そして繋がり 

 

次年度に向けて   

◆ 虐待防止・身体拘束等適正化検討委員会を設置し、内部研修を通して、学びの場を広げます。また、形式的な研修に留

まらず、職員同士の日頃の悩みや、支援の迷いや悩みを共有できる機会を定期的に開催し、コミュニケーションを図りな

がら、職員間の相互理解及び共感を深めていきます。 

◆ 日中活動の更なる展開を目指し、新しい活動内容の検討を随時行います。利用者の世界を一緒に広げられるよう支援

し、新たらしいことにチャレンジする、〝挑戦″と〝創造″の年にしていきたいと思います。 

日中活動の在り方を全体的に見直し、週間プログラムの作成、利用者自身が

毎日の活動を選択できるシステムを導入しました。帰りの会で次の日の活動を選

ぶ利用者からは、「ここにするっ！」、「どこがいいかな～？」等、楽しみながら選ぶ

様子が見られました。また、今まで参加しなかった活動に挑戦する姿も見られ、利

用者の新たな一面を見ることができました。 

新しい体験を通して、自分の可能性（世界）を広げることのできる場所を目指し

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 土曜開設や祝日に、様々なイベントを企画しました。内容を分かりやすく、そ

して、やわらかい雰囲気を感じていただくため、手書きのイラストを用いて作成

し、利用者・保護者へ案内を配布する等、見える化・魅せる化に努めました。そ

の結果、イベントへの参加希望の増から利用定着及び利用率の向上に繋がり

ました。保護者からも「いつも手書きの案内が楽しみ」、「カラフルで参加しよう

かな、という気持ちになる」等、嬉しい言葉をいただくことができました。 

直接会うことが難しい今だからこそ、広報紙やブログ等の発信を通して、互い

の繋がりを大切にしていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 令和３年９月の再編に伴い、身障デイの方は「はまなす」へ、日中活動をメイン

とする方が「けやきの家」となりました。曲ケ島エリアにおける「福祉の玄関」を守

るべく、２つの棟に特色を持たせ、日中活動の更なる発展を目指しました。 

２つの棟を活用する上で、環境の変化に弱いとされる利用者もいましたが、変

化に対する強さ(順応性)を信じ、新たな環境の組み立てに取り組みました。 

その結果、誰一人混乱することなく、順応し過ごしている姿を見ることができま

した。 この先も、曲ヶ島の「福祉の玄関」から、私たちの笑顔とやる気を、地域の

皆さんや、奥に続くひのきの杜・共生の皆さんへお届けしていきます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



多機能型事業所 愛晃の杜 
生活介護 ２０名  就労継続支援Ｂ型 ２０名  日中一時 ５名 

工賃アップ 

  

  

  

 

 

 

 

 

運動の機会 

 

 

 

 

  

 

 

 

災害や感染症対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

次年度に向けて 

◆ 工賃月平均２０，０００円以上を目指す為、①作業マニュアルの整備・更新、②効率性アップ、③正確性の向上に重

点を置いて取り組んでいきます。 

◆ ①運動の機会の確保、②安全に入浴ができるようにマニュアル整備や研修を行い、利用者の健康維持のサポート

を行います。 

 

生活介護では毎日の日課として、体を動かし、体力づくりや肥満防止などの健

康に留意した支援を行いました。就労継続支援 B型では、作業の合間を見て運

動の支援を行いました。散歩や体操、運動器具を使って運動を行い、利用者から

も好評でした。高齢化が進んでいるため、今後も継続して支援を行います。 

 

 

 

 

 

 
 昨年に引き続き、自宅での検温の協力をお願いし、送迎車に乗り込む前にも

検温・手指消毒の実施を実施して感染症防止に努めました。館内消毒も流行

の度合いに合わせて、1日に複数回を行いました。 

感染者が出ても、利用者・職員ともに協力しながら感染拡大を防げたのは、

日々の対策や定期的な意識付けや研修の成果が発揮されました。 

 

 

 

 

 

 

 昨年よりも工賃が上り、月平均１９，０００円台になりました。業者との工賃交渉

を行ったり、新たな作業を受けたりと工賃アップの取組みを行いました。パソコン

作業が得意な利用者の作業として、昨年よりもバラエティに富んだ作業を受注す

ることができ、意欲の向上につながっています。作業ミスが生じた場合には、職員

が再度工程を見直したり、見える化で同じミスを繰り返さない取組みを行いまし

た。目立ってしまった為、その都度対応方法を検討し共有しました。 

 

 

 



放課後等デイサービス事業所 のあの杜 施設 

放課後等デイサービス ２０名 

活動を楽しむための工夫 

昨年に引き続き、コロナ禍での支援の毎日でした。活動が制限され、思うように遊べない状態が続く中、思い出作りとして夏

休みには初めて「夏のお楽しみ会」を行いました。小グループに分かれて水遊びや卓球、輪投げゲームの他、おやつの時間に

はお買い物ごっこを楽しみながら、好きなおやつを自分で選ぶ楽しさを味わうことが出来ました。１日を通して密にならないよう

配慮して行事を行うことができました。 

 

 

 

 

 

 

クリスマス会では、小学部～高等部まで様々な学年のお友達と交流出来るよう、学年を混ぜた２つのチームごとにプログラ

ムを行いました。障害物競争やダンス、歌など、皆で楽しめるよう工夫しました。 

毎日安心してご利用できるように   

集団活動のリスクを軽減するため、昨年に引き続き様々な対策を講じ、受入態勢を整えています。 

学校への送迎の際、乗車前後に手指の消毒を行い、窓を開け、乗車定員を少なくしています。ご利用終了後には、使用した

全ての玩具の消毒を行っています。室内の清掃では、よく触れるドアノブ等の他、壁やロッカー内も丁寧に清掃しています。ま

た送迎後には車内の清掃も行っています。 

 

 

 

 

次年度に向けて 

◆ 利用児童数の増加に向け、保護者や学校への周知に努めると共に、受入態勢を整えていきます。 

◆ のあの杜としての、特色づくりに力を入れていきます。 

◆ コロナ禍の影響で外部研修への参加が少なかったため、リモート研修等も活用しながら、専門性を学ぶためにも積極的に

参加していきます。また、研修参加への体制づくりも行っていきます。 



多機能型事業所 あすなろ 
放課後等デイサービス ２０名  生活介護 ２０名  日中一時支援事業 ２５名 

コロナ禍でも楽しい工夫を！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

草を刈った先に見えたもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

何を目的として課題を行っているのか考える年に。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次年度に向けて 

◆ 楽しみながら色々な体験が出来る場所を目標に、療育の中へ組み込み利用児・職員共に有意義な時間を過ごせるよう努

めていきます。 

◆ 利用者の特性に合わせた活動の提供を行なう為に活動の充実を図り、利用者の興味・関心を伸ばしていきます。 

◆ 記録ソフトとタブレットやコミュニケーションツールを導入し、業務効率の向上、ペーパーレスを目指していきます。 

気温が暖かくなってくると生い茂ってくる雑草問題。あすなろの広い敷地も例外

では無く、職員が草刈りをしていってもなかなか終わりません。 

そのような状況を見た保護者の方々が声を掛け合い、あすなろの草刈りを申し

出てくださいました。たくさんの保護者の方が参加して下さり、保護者の方々と職

員で２回に分けて草刈りを行なう事で見晴らしの良い綺麗な敷地になりました。 

保護者の方々への草刈りのご協力に感謝すると共に、日々のご協力であすな

ろが成り立っていると改めて感じました。 

 

今年度も、休校・分散登校と複雑な利用、急な日課変更が多く、利用児も職員

も少し苦労する場面が多くありました。特に急な変更が苦手な利用児にとっては

かなりストレスを感じている様子も見られて、「安全に過ごすには…。」と考える

年でもありました。その中でも各クラスのカラーを活かしながら療育・支援してき

ました。 

また、取り組みとして、卒業後の進路・作業場所の雰囲気、内容等を職員が知

るために、その事業所へ行き見学させて頂く、保護者と面談をしながら意向をお

聞きする機会を設けました。 

 

 

 

 

未だに終わらないコロナ禍で外出や行事が大きく制限されている中、自分の為、そ

して周りの人々の為とはいえ籠ってばかりいるのは本当につらいものです。あすなろ

では少しでも外で何か出来ないかということで青空の下での食事会を行ないました。 

晴天の屋外でお弁当を食べて気分はピクニック！とまではいかないと思いますが、

利用者それぞれが食べたい物を選んで食べる事で少しは気分が晴れていたらいいな

と思います。 

まだまだ終わりが見えないコロナ渦ですが、感染症対策を行ないつつ、いつか本当

のピクニックが出来る日を心待ちにしています。 

 

 

 

 

 

 

写真に差し替えて下さい。 

写真に差し替えて下さい。 

写真に差し替えて下さい。 



多機能型事業所 ひまわり 

児童発達支援 １０名  放課後等デイサービス １０名  日中一時支援 １５名   

リトミックの導入 

 

 

 

 

 

 

 

 

季節に合わせた行事・余暇活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひまわりサロンの開催 

 

次年度に向けて 

◆ 子どもの年齢や個々に合わせた活動や課題の提供が出来るように適時日課の見直しを行っていきます。 

◆ 療法士と連携し、チームで療育に取り組み、質の向上を目指します。 

◆ 虐待防止、権利擁護の意識を高める為に、虐待防止委員会を中心に定期的な研修会やチェックリストを行っていきます。 

コロナ禍ではありましたが、ひまわり祭りやミニ運動会、クリスマス会等、対策

をしながら季節に合わせた行事や余暇活動を行いました。 

約２年ぶりのひまわり祭りは、時間ごとに分けて少人数制で行いました。少人

数制で行った事により、保護者と一緒に自分たちのペースでゲームを楽しむ事が

出来て好評でした。 

また、今年度もクリスマス会には地域の企業より、サンタクロースとマスコット

キャラクターを招き、楽しい会となりました。 

月１回、ひまわりサロンを開催しました。 

保護者同士で日ごろの悩みを話し、共有することで、気持ちも軽くなり、リフレッ

シュできているようでした。 

職員も同席させてもらい、子どもたちの家庭での様子を聞く事も出来ました。 

定期的に開催していますので、どなたでも参加可能です。 

今年度から、集団活動の一環としてリトミックを導入しました。 

外部から講師を招き、各グループ月１回、音楽に合わせて身体を動かしまし

た。色々な音を聞く事から始まり、徐々に集中力や表現力、協調性や社会性が育

まれていきます。 

毎回、楽しみに来所する子どもも多く、沢山の笑顔が見られました。 



 各課を越えた柔軟な支援に向けて、伝達を行いました。障害、介護とサービ

スは違いますが、「あたたかな心配り」という基本を大切に、丁寧な伝達を心掛

けました。また、直接支援だけではなく、送迎ルートの確認など間接的な部分も

伝達し、各職員が広い範囲をカバーできるよう協力しています。 

生活介護、通所介護、共生型生活介護の一体化に向け、チーム力を高めて

います。 

令和３年８月で、やまとは１０周年を迎えました。コロナ禍のためイベントの開

催は断念しましたが、「何かを形に残したい」と検討を進め、記念タオルを作製

しました。蔵の街をモチーフとしたデザインには、地域に根差した施設でありた

いという思いが込められています。利用者の方や職員だけではなく、自治会の

皆さま、関係機関の皆さまにも配布させていただきました。 

 外出が難しい状況でも「いつもと違う体験ができないか？」と考え、ボランティアの方によるお茶会を定期的に開催しました。

「自分でたてるお茶は美味しいね」と、皆さんに好評です。また、「美味しく地域を応援！」と、地域の飲食店から昼食やおやつ

のテイクアウトも定期的に行っています。地元の美味しいものを食べて、皆さん元気をチャージしています。 

今後も、新たな繋がりを探しながら“ちょっと贅沢な日常”を楽しみたいと思います。 

複合型事業所 やまと 
生活介護 ５名  放課後等デイサービス １０名  児童発達支援 ５名  日中一時支援 １０名 

通所介護・共生型生活介護 １５名 

１０周年を迎えて 

 

 

 

 

 

 

新しい生活様式の中で 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チーム力の向上へ 

 

 

 

 

 

 

 

次年度に向けて 

◆ グルーピング等を含めた支援内容の検討を行い、それぞれの個性に合わせた、より専門性の高い支援を提供していきま

す。 

◆ 通所介護、共生型生活介護、生活介護の一体化に向け、日課や環境面について検討を継続していきます。また、柔軟な

職員配置の下、的確な支援伝達を行っていきます。 



多機能型事業所 みずほの家 
生活介護 １２名  就労継続Ｂ型 ２８名  日中一時 １０名 

新たな作業にチャレンジ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もはや職人の技 

 

 

 

 

 

 

 

 

何でもないようなことが幸せ・・・ 

 

 

次年度に向けて 

◆ 障害が重くとも作業をしたいというご要望にお応えいたします。（主に生活介護） 

◆ 就労支援のみならず、生活基盤の確立を目指し支援いたします。（主に就労継続Ｂ型） 

◆ 工賃向上を目指します。（多機能型全体） 

ちょっ蔵すぎのこのメンチカツとコロッケが評判です。美味しさの秘密は、作業

意欲の高いメンバーが丁寧に仕込んでいるから・・。まさしく機械には真似のでき

ない「職人の味」というものでしょう。 

新型感染症のため多くのイベントが中止となり、地域との交流ができず残念で

すが、店舗での売り上げは伸びています。 

 

 

 

 

 運動会、旅行、新年会等の行事が中止となっています。しかし、新型感染症

に負けてばかりは悔しいので、基本の対策をしっかり守り、少しずつ外出等を再

開しました。土曜開設日には近くの公園に出かけ、自動販売機でジュースを購

入し、お花見するのもしみじみと楽しい時間でした。こんなささやかな喜びにこ

そ、幸せを感じることが出来ました。 

 

 

 

 

 

 

 カラフルな色やキャラクターのついた大好きだったペン作業ですが、諸般の事

情により終了となってしまいました。そこでリネン作業を拡大し、全員で取り組む

ことといたしました。 

 バスタオルとフェイスタオルの分別、広げ、検品、折りたたみ、結束補助・・すべ

ての工程のいずれかに全員が関われるため、作業を分担しつつも共同作業の意

識も高まり、作業効率もアップしました。 

また元請け会社より新たな作業「おしぼり」の提案も受け入れ、就労収入も安

定しつつあります。 

 

 

 

 



多機能型事業所 あすひ 
 放課後等デイサービス １０名  生活介護 １０名  日中一時 １０名 

個々にあった活動提供 

                                                                            

                                                                                                                                  

 

体を動かす機会の提供 

 

 

体操教室 

 

 

次年度に向けて 

◆ 利用者一人ひとりのニーズに沿ったサービスを提供し利用者の満足度の向上を図ります。 

◆ 外部研修の参加や研修委員会を中心に、内部研修、勉強会を行い人材育成に努めます。 

◆ 地域の清掃を継続して行い、地域の方々と交流をもち、地域に根差した事業所を目指します。 

あすひに併設されている遊戯棟を利用し、サーキットや、軽運動を行い。体を

動かす機会の提供を行いました。エアコン完備のため、寒暖関係なく、快適に体

を動かす機会を提供できました。 

気候が良い時には、公園等に行き、ウォーキングを行いました。 

 遊戯棟を使用し、専門の講師を呼び、毎週土曜日に体操教室を実施しまし

た。楽しく体を動かすことで、体を上手に使えない利用者さんも徐々に、前回り

や、跳び箱などできるようになり、柔軟性、バランス感覚などの向上が見られま

した。 

 

 

 

 

 

 

放課後等デイサービスでは、個別の課題を設け、利用者と職員が一対一の環

境で集中して課題に取り組むことで、利用児が成長できるように支援致しました。 

 生活介護では、利用者個々にあった作業提供と無理のない作業時間設定によ

り、重度の利用者でも作業を通して社会活動への参加意識を育みました。 
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共同生活援助事業所 花水木 
共同生活援助（グループホーム） ６０名 

コロナでもできること！！ 

 

 

 

 

 

 

 

それぞれに寄り添える支援を目指して 

 

 

 

 

 

 

 

 

一人ひとりの力・個性を発揮できる場であるために 

  

  

 

 

 

 

 

 

   

次年度に向けて 

◆ 重度・高齢化への対応、幅広い障害種別に応じた支援を強化する。 

◆ 職員のいない時間帯を想定した利用者による避難訓練の実施と避難方法に関する支援を強化する。 

◆ 将来を見据えた生活全般におけるマネジメントの視点、障害種別に対応した直接支援の技術を向上する。 

各ホームには年齢や障害特性、身体機能の異なる４～７名の方たちが一緒に

生活しています。年齢を重ね、いろいろな機能が低下する方も増えてきました。 

虐待防止・障害特性についてはもちろん、認知症や加齢による体の変化につ

いても知識を深め、利用者のみなさんに合った支援ができるよう、研修や会議を

とおして職員も日々スキルアップに努めています。 

グループホームのみなさんが安心して過ごせるよう、これからも“支え援（た

す）ける者”としての責務を全うしていきます。 

 

 

 

 
一人で公共交通機関を使える方と年齢を重ね以前のように動けなくな

った方。スマホやケータイを使う方と読み書きは難しい方。そんな個性の

違う方たちが自分らしく、自立・助け合いの中で生活できるよう、定期的に

住環境を見直しています。 

できることが違えば、当然、必要な支援や適した環境も違ってきます。

同じ方でも、去年と今年はできることが変わっているかもしれません。安

全面だけでなく、残存機能や自分たちの能力を発揮できる生活を送って

いただくため、社会資源や夜間の把握など、一人ひとりに必要な環境を見

極めながら、４月の引っ越しに向けて鋭意準備中です。 

 

 

 

 

 

 昨年は外出の機会を確保すべく工夫をしてきました。 

 とはいえ、食事を含むお出掛けとなると、これまでのようにはできないのが現状

です。出掛けておいしいものを食べる！そんな喜びが少なくなってしまったので、

少しでも楽しい食事を提供すべく、ホームでも休日に外でお弁当を食べるなど、

外食気分を味わってもらえるよう試みています。 

 「コロナだから…」とあきらめることなく、各ホームの特徴を活かして、「コロナで

も」できることを考えて、日々の生活を充実させていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 



共同生活援助事業所 わたすげ 
共同生活援助（グループホーム） １８名  

コロナ過での余暇活動の充実化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全対策の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次年度に向けて 

◆ 利用者が生きがいを持って、楽しみながら安全に安心して過ごせるように支援していきます。 

◆ 高齢化に伴い、利用者の視点に立ち意見を聞きながら住みやすい住環境を提供していきます。 

◆ 災害や感染症などの対策の強化をしていきます。訓練を行いながら、意識していけるように支援していきます。 

わたすげのベランダが雨漏りによる老朽化がみられたため、雨漏り対策工事を

実施しました。ベランダを撤去し、腰窓に改修しました。安心して窓を開けられる

ようになり、部屋の前の木の枝を剪定したので、明るい日差しが更に入り込むよう

になりました。利用者様からも「雨漏りの心配ないね。」と安堵の声をいただきまし

た。 

高齢化・重度化が進んでおり、安心して生活ができるよう必要に応じて改修

工事を行っています。令和３年度は、わたすげにおいては、介護浴槽を設置

し、より安全に入りやすい浴槽に改修工事を行いました。浴室すのこも設置し、

身体に障害のある利用者様や身長の低い利用者様から「以前よりも楽にお風

呂に入れるようになって、うれしい」などのご意見をいただいております。 

今後も不便な部分等のご意見を聴きながら、過ごしやすい環境を作っていきた

いと思います。 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染が収束せず、まだまだ自由に外出・外食ができない状況が続いていますが、そのような中で

も、利用者様に少しでも楽しい生活を送ってもらおうと、ご要望に沿って豪華な食事をテイクアウトして美味しい食事を楽し

む機会を設けました。なかなか外出できない状況であり、各居室でゲームをしたり、ＤＶＤ鑑賞をしたりと余暇の充実を支

援しています。ゲームで体を動かしたり、頭をつかったりと考えながらも楽しそうに過ごしております。 

 

 

 

 

 

 


