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社会福祉法人藤沢育成会 ２０１８（平成３０）年度 事業報告 

【法 人】 

＜全体＞ 

１．法人設立３０周年  

（１）法人設立３０周年（藤沢育成会設立４０周年）記念行事として、８月２５日にインクルサマーフェス、１０

月６日に講演会、１１月２０日に記念式典を行います。 

→８月２５日にいんくるサマーフェスティバルを実施し、地域の方々や特別支援学級、障害支援施設の利用者、

ご家族の方約８００人にご来場いただきました。１０月６日に上野千鶴子氏の講演会を実施し、約４００人

の方にご来場いただきました。１１月２０日の３０周年記念式典は、ご来賓８０名超をお迎えし、常勤職員

も参加をし和やかに式典を行うことができました。式典にご来場いただいた皆様への記念品として、法人設

立３０周年記念ＤＶＤと湘南だいちの手づくりクッキー、モデラート３０周年記念号をお渡ししました。記

念行事をとおして、地域の方々とインクルージョン藤沢を実現するための土台をつくることができました。 

（２）記念行事ごとの実行委員会を中心に、後援会いずみや家族連合会いつわ会等と連携し、実施に向けて遅滞な

く準備を行います。 

→後援会いずみや家族連合会いつわ会のみなさまに、いんくるサマーフェスティバルでは会場設営や出店、来

場者の対応等でご協力いただきました。上野千鶴子氏の講演会では受付や会計など、当日の中心的な役割を

担っていただきました。３０周年記念式典についても、湘南だいちで焼いたクッキーを記念品とし、梱包作

業をご協力いただきました。 

 

２．ネクストプランⅡの実行 

法人の長中期計画（ネクストプランⅡ）の実行に向け、本部会の役割及びプロジェクトを次のように再編成し、

計画の推進にあたります。 

(本部会) 

①みらい社・セシリア建築準備会（仮称）の創設  

→本部会・施設長会を中心に主に「みらい社・セシリアの建て替え」について検討しました。会議を 6/7、

6/26,9/7,10/30,12/3,1/17,2/22の計 7回行いました。建築士へ依頼し、非木造社会福祉施設老朽度調査を

実施しました。また、計画案、補助金制度等について、12/27、2/21に神奈川県障害福祉課に伺い、協議し

ました。 

②サービスセンターぱる・本部機能の再編成 

③よし介工芸館・ゆうき村・あおぞら施設の建て替えに関しての検討 

→②、③について２０１８年度は主にみらい社・セシリア建築についての協議を行いました。ぱる、本部機

能の再編成、よし介工芸館、湘南ゆうき村、湘南あおぞらの施設整備も並行して協議が必要と改めて感じ、

①みらい社・セシリア建築準備会の名称を２０１９年度より「再整備計画検討委員会」としました。 

(各プロジェクト)   

①居住支援体制サービスについて：入所・ＧＨ等 

②日中支援サービスについて：生活介護・就労・放課後デイサービス 

③ライフステージに沿った支援体制について：子ども子育て・利用者支援 

④インクルーシブルな事業展開について：ヘルパーサービス・地域連携等利用者支援 

⑤職員の働き方改革について：女性活躍に加え職員全体の働き方について 

⑥相談支援について：相談事業所・サービス事業所を横断した相談体制について 

→各プロジェクトでテーマに沿って５～９回会議を行いました。プロジェクトの進行管理については推進本

部会議を 6/28,9/27,11/29,1/24,3/19の計５回実施し、各プロジェクトの課題や横断的なテーマについて検

討を行いました。プロジェクトで提案のあった、地域の方々に藤沢育成会を知っていただきインクルージョ

ンすることを目的とした「いんくるツアー」を企画しました。 

 

３．法人本部の整備 

（１）法人理念の実現に向けて、法人本部の重点業務として次のとおり実施します。 

①新人事制度の運用にあたり、課題等がある場合は速やかに対処します。 
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→給与規程の改正、考課表書式の見直し、考課スケジュールの調整、など課題に速やかに対処しました。 

②会計の明確化、迅速化に向けて体制の整備を行います。 

→事務連絡会にて使用する科目の精査や預り金等の確認を行い、各事業所・法人本部事務局間で連携をとり、

月々の会計処理を行いました。 

③法人事業の円滑な推進のため諸規程を整備します。 

→目次を作成し、現状あるすべての規程等を一冊の規程集にまとめました。また、人材育成のための研修要

綱、県外派遣研修・資格取得研修実施要項の整備を行い、規程のない文書管理などの課題を挙げ次年度の事

業計画にて文書管理規程の作成を挙げました。 

④看護、心理、栄養の３つの専門支援部門を強化します。 

→看護師会議における今年度の取り組み課題として、医務書類の書式の整備と保管年限の検討を行いました。 

⑤かながわライフサポート事業、藤沢市地域の縁側事業など、地域貢献事業を実施します。 

→「かながわライフサポート事業」は実績なし、「藤沢市地域の縁側事業」は計画どおり行いました。「藤沢市

福祉なんでも相談」の事業を行いました。 

⑥サービスセンターぱるに一部機能を移転します。これにより本部職員の連携を強化し、業務の円滑な遂行

を目指します。 

→４月に一部機能をサービスセンターぱるに移転しました。月３回程度の打ち合わせを実施することで、本部

職員間の情報共有、連携強化が進みました。 

（２）一般事業主行動計画に基づき、女性活躍の推進をはじめとして、すべての職員にとって働きやすい環境づく

りを目指します。 

→非常勤就業規則を改正し、定年後の再雇用を可能としました。これにより７０歳を迎えた職員の活躍の機会

を用意することができました。また、例年行っている産休、育休職員を対象とした懇談会を２回開催し、復

帰した職員も参加し意見交換を行いました。 

 

（３）その他 

   藤沢ボウリング協会主催でチャリティイベントとして２月２２日にボウリング大会にご招待いただきました。 

   当日は、石川理事長はじめ山内専務理事、倉重常務理事、倉田理事、相澤理事にもご参加いただき、利用者、職

員延べ34名が参加し１ゲームマッチの事業所対抗戦を行い楽しい時間を過ごしました。 

 

 

４．職員の人材育成 

（１）法人全体会は、２０１８年度を藤沢育成会職員が一致団結して取り組むことを目的として行います。 

→２０１８年４月７日に職員約２３０名が参加して法人全体会を実施しました。３か所に分かれての分科会で

は、ネクストプランⅡの各プロジェクト内容について活発な意見交換が行われました。 

（２）階層別研修（新任職員研修、一般職員研修、リーダー研修、主任研修、管理職研修、常勤限定コース職員研

修、非常勤研修）は個々の 職員の力量に合わせて行います。 

→階層別新任職員研修を３回、リーダー研修を２回、管理職研修を２回実施しました。管理職研修は５月に「平

成３０年度障害福祉サービス等報酬改定」（河原施設長講師）開催、主任研修として、合計１１回の人事考

課勉強会を開催しました。常勤限定コース職員研修は、法人内他事業所にて現場研修、非常勤研修は 2/2「法

人が職員に期待すること」（石川理事長）、「法人事業の現状と今後」（倉重常務理事）の講義を行い１０７名

の参加がありました。２０１９年度新主任研修を 3/4、新課長研修を 3/22、新施設長研修を 2/18に実施し

ました。 

→一般職員研修として、7/14「面接技術・プリセプター研修」、8/4「チームワーク・リーダーシップ研修」、

9/22「アサーション・ファシリテーション研修」を実施しました。また、６年目以降職員を対象とした「自

己覚知研修」を 1/18外部講師を招いて実施しました。 

（３）専門職研修（ステップアップ研修、相談支援専門員研修、サービス管理責任者研修、児童発達支援管理責任

者研修、看護師研修、栄養士研修、事務研修）は現状の福祉情勢に沿った内容で行います。 

→ステップアップ研修は新人事制度の運用に伴い、６年目以降職員の一般職研修及びリーダー研修に移行しま

した。相談支援専門員研修を２回、サービス管理責任者研修 1回、事務研修を１回実施しました。 

（４）２０１８年度から導入される人事考課制度が円滑に実施されるよう、考課者を対象とした研修を月１回実施

します。 

→主任研修として、合計１１回の人事考課勉強会を開催しました。 
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５．広報活動の充実  

（１）広報誌モデラートの年４回の定期発行と３０周年記念号の発行に際し編集作業を行います。 

→編集委員会を開催し、４月に７６号、７月に７７号、１０月に７８号、２０１９年 1月に７９号を計画とお

り４回発行しました。また２０１９年３月に広報企画委員会を開催し意見を聴収しました。 

→３０周年記念号発行に向けて委員会を設置し、月 1回の頻度で開催し意見交換を行いました。１１月の記念

式典開催に合わせ３０周年記念号発行しました。 

（２）ホームページを通じ法人事業の広報に努めます。 

→イベント情報２７件、理事長日記２４件（毎月 1日、15日更新）、施設長課長日記５１件（毎週火曜日更新）、

スタッフ日記１３１件と広報活動に努めました。 

（３）広報企画委員会を年２回（９月と３月）開催し、広報のあり方、内容について審議・検討します。 

→広報企画委員会を２０１８年９月２０日、２０１９年３月２２日に開催しました。法人ホームページ全  

般、新法人パンフレット、モデラート７６号～８０号および３０周年特集号について意見を聴収しました。 

（４）法人設立３０周年担当と連携し、イベントや講演会に向けた広報活動を行います。 

→いんくるサマーフェスティバル、記念講演について、ホームページのイベント情報やスタッフ日記、モデラ

ートを活用し広報を行いました。いずれも複数回更新し、イベント内容のみならずシャトルバスの運行等交

通手段についても広報し集客を目指しました。実施後も、同様にホームページやモデラートを活用し報告を

行いました。 

  

 

６．後援会「いずみ」との連携 

（１）後援会と連携し、資金を募ると共に法人事業の啓発に努めます。 

→６月１２日に平成３０年度 藤沢育成会後援会｢いずみ｣ 総会を行い、家族連合会いつわ会と協力して、藤沢

育成会理事長と語る会を開催しました。また、団体会員を増やすべく、法人と関連の深い企業のリストを作

成し、今後の啓発活動について検討を行いました。次年度のチャリティコンサートに向けて、１０月１８日

に社会福祉法人富岳会の見学会を企画・実施し、チャリティコンサートを２０２０年１月１９日に決定しま

した。 

 

（２）３０周年記念講演会をいずみと共催で開催します。 

→１０月６日に神奈川県立総合教育センターにて、「障がいがあってもなくても･･･親離れ・子離れするために」

をテーマに、上野千鶴子氏の講演会を実施し、約４００人の方に来場いただきました。西條節子氏とみらい

社の利用者にも登壇いただき、「どこで誰と暮らしたいですか？」というテーマでトークショウを行い、好

評を博しました。 

 

７．家族連合会「いつわ会」との連携 

懇談会に参加し、情報交換を行うとともにご家族等のニーズ把握に努め事業に反映させます。  

→4/5、5/8、6/21、7/24、8/28、9/25、10/23、11/22、12/6、1/22、2/26、3/12 の１２回懇談会に参加し情

報交換を行いました。 

 

８．事業実施状況等 

（１）評議員の状況(２０１９年３月末日現在) 

評議員の氏名 職業 評議員選任・解任委

員会決議年月日 

任期 他の法人、団体の役員

等との兼職状況 

小林 信一 日本大学生物資源科学部

教授 

2017.2.28 2017.4.1～2021.6 なし 

中村 真一 鎌倉女子大学准教授 2017.2.28 2017.4.1～2021.6 なし 

村上 克子 湘南中央病院顧問 2017.2.28 2017.4.1～2021.6 なし 

渡部 昭 (有)シュテルン代表取締

役 

2017.2.28 2017.4.1～2021.6 なし 

田島 祥子 藤沢市西富地区民生委員 2017.2.28 2017.4.1～2021.6 なし 

後藤 誠一 後援会いずみ副会長 2017.2.28 2017.4.1～2021.6 なし 

安達 昭三 藤沢育成会家族代表 2017.2.28 2017.4.1～2021.6 なし 

・２０１９年３月までに退任した評議員（再任されたものを除く） なし 
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・退任年月日 なし 

 

（２）理事の状況(２０１９年３月末日現在) 

理事の氏名 ・理事の役職および常

勤、非常勤の別 

・職業 

評議員会決議年月

日 

任期 他の法人、団体の役

員等との兼職状況 

石川 修 ・理事長、非常勤 

 

2017.6.10 2017.6.10～

2019.6.15 

(福)紅梅会理事ほか 

山内 ミツ子 ・業務執行理事、非常勤 

・無職 

2017.6.10 2017.6.10～

2019.6.15 

なし 

倉重 達也 ・業務執行理事、常勤 

・藤沢育成会常務理事 

2017.6.10 2017.6.10～

2019.6.15 

(福)藤沢ひまわり理

事 

河原 雄一 ・理事、常勤 

・湘南ゆうき村施設長 

2017.6.10 2017.6.10～

2019.3.31 

なし 

倉田 裕一 ・理事、非常勤 

・社会保険労務士 

2017.6.10 2017.6.10～

2019.6.15 

なし 

相澤 純子 ・理事、非常勤 

・(有)仕事主義取締役 

2017.6.10 2017.6.10～

2019.6.15 

なし 

高橋 ゆきえ ・理事、非常勤 

・(福)幸保園理事長 

2019.3.23 2019.4.1～

2019.6.15 

職業に同じ 

・２０１９年３月までに退任した理事（再任されたものを除く）   河原雄一(退職により退任) 

・退任年月日 ２０１９年３月３１日 

・２０１９年４月より就任した理事（再任されたものを除く）   高橋ゆきえ(前任者退任による) 

・ 就任年月日 ２０１９年４月１日 

 

 

 

（３）監事の状況(２０１９年３月末日現在) 

監事の氏名 職業 評議員会決議年月

日 

任期 他の法人、団体の役

員等との兼職状況 

宇久田 進治 税理士 2017.6.10 2017.6.10～

2019.6.15 

なし 

内田 惠之 (福)風祭の森理事長 2017.6.10 2017.6.10～

2019.6.15 

職業に同じ 

・２０１９年３月までに退任した監事（再任されたものを除く） なし 

・退任年月日 なし 

 

（４）評議員選任・解任委員会の状況(２０１９年３月末日現在) 

理事の氏名 職業 理事会決議年月日 任期 

内田 惠之 (福)風祭の森理事長 2016.11.21 2016.11.21～2020.6 

桒山 直子 桒山直子設計室主宰 2016.11.21 2016.11.21～2020.6 

石塚 和美 藤沢育成会事務局長 2016.11.21 2016.11.21～2020.6 

・２０１９年３月までに退任した評議員選任・解任委員（再任されたものを除く） なし 

・退任年月日 なし 

 

（５）評議員会の開催状況 

評議員会の開催

年月日 

評議員の 

出席者数 

理事の 

出席者数 

監事の 

出席者数 

決議内容 

2018.6.23 ７ ４ １ ・定款の改正について 

・２０１７年度事業報告について 

・２０１７年度決算について 

2019.3.23 ７ ３ １ ・理事の選任について 
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・２０１９年度事業計画について 

・２０１９年度予算について 

・定款の改正について 

・役員報酬規程の改正について 

 

（６）理事会の開催状況 

理事会の開催年

月日 

理事の 

出席者数 

監事の 

出席者数 

決議内容 

2018.5.26 ６ ２ ・定款の改正について 

・２０１７年度事業報告について 

・２０１７年度決算について 

・給与規程の改正について 

・第８９回評議員会の招集について 

2018.8.21 ５ ２ ・非常勤職員就業規則の改正について 

2018.11.10 ６ １ ・監査指摘事項改善報告について 

・職員就業規則の改正について 

2018.12.4 ６ ２ ・湘南ゆうき村およびよし介工芸館の給食業者選定について 

2019.3.9 ５ １ ・理事の退任について 

・理事の推薦について 

・施設長人事について 

・２０１８年度補正予算について 

・２０１９年度事業計画について 

・２０１９年度予算について 

・定款の改正について 

・定款細則の改正について 

・役員等報酬規程の改正について 

・居宅介護支援事業の休止について 

・湘南ゆうき村分場アポロおよびアートスペースわかくさの単

独事業化について 

・職員就業規則の改正について 

・経理規程の改正について 

・給与規程の改正について 

・第９０回評議員会の招集について 

 

（７）評議員選任・解任委員会の開催状況 

→なし 

 

（８）前会計年度監事監査の状況 

監事監査実施年月日 求められた改善すべき事項 求められた改善すべき事項に対する対応 

2018.5.11 なし なし 

 

（９）重要な財産の処分および譲受け（工事請負契約を含む） 

→なし 

 

（１０）従たる事業所その他重要な組織(施設、事業所等)の設置、変更および廃止 

→はぐ（児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援）の廃止（２０１８年３月３１日）  

みらい社(就労定着支援)の開始（２０１８年１２月１日） 

ア－トスペースわかくさ（生活介護）の事業所承認（２０１９年４月１日） 

ふらっと（居宅介護）の休止（２０１９年４月１日） 

 

（１１）重要な役割を担う職員の選任および解任 

選任（解任）年月日 職名 氏名 
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2019.3.31辞任 湘南ゆうき村施設長 河原 雄一 

2019.3.31辞任 相談支援プラザ施設長 河原 雄一 

2019.4.1選任 相談支援プラザ施設長 伏見 康一 

2019.4.1選任 よし介工芸館施設長 妹尾 貢 

2019.4.1選任 アートスペースわかくさ施設長 妹尾 貢 

2019.4.1選任 サービスセンターぱる所長 石川 歩 

2019.4.1選任 湘南ゆうき村施設長 三嶌 悟 

2019.4.1選任 アポロ施設長 三嶌 悟 

（１２）職員の状況（２０１９年３月末日現在） 

→常勤職員数 １２４名 非常勤職員数 １９５名 

 

 

（１３）行政官庁許可等事項 

①行政官庁の許可・承認事項及び行政官庁への届出事項のうち社会福祉法に関するもの 

→なし 

 

②行政官庁の許可・承認事項及び行政官庁への届出事項のうち社会福祉事業に関するもの 

許可（承認）年月日 事業所名 事業の内容 

2018.12.1開始 みらい社 就労定着支援 

2019.4.1承認 アートスペースわかくさ 生活介護 

2019.4.1休止 ふらっと 居宅介護 

 

 

（１４）法人所管庁からの報告徴収・検査への対応状況 

→なし 

 

 

【湘南あおぞら】 

＜全体＞ 

１．分かりやすいコミュニケーションの支援（意思決定支援） について 

（１）利用者のコミュニケーション能力、手段に関するアセスメントを定期的に行い、分かりやすいコミュニケー

ションの支援を実践します。 

→毎月行う各フロアの個別支援検討会議にて、各生活担当より個別のケースを取り上げ、分かりやすいコミュ

ニケーションの支援について検討しました。 

（２）タブレット端末を各フロア、日中活動班、等に設置し、分かりやすいコミュニケーションの支援に活用しま

す。 

→主に活動を選ぶ場面や、余暇活動時のツールとして活用し、利用者とより分かりやすくコミュニケーション

が図れるように支援しました。 

 

２. 加齢に伴う疾病に対する対策 

（１）個々の利用者の状態に応じて、定期的に行える運動プログラムを実施します。 

→日中活動の中で敷地内ですが、体を動かすことを目的に缶運びの個別作業を取り入れました。 

 

（２）看護師を中心に、個々の利用者に合った食事・医療的な支援を実践します。 

→外来での通院に困難さを感じていた利用者４名に対し、通院先の変更や、施設内での往診に切り替える等、

通院に関する本人の負担を軽減する取り組みを行いました。 

 

３. 感染症対策 

（１）感染症に対する勉強会を年に数回行い、対策を検討、実施します。 

→インフルエンザ予防について１０月の職員会議で周知、２月のあおぞら研修にてインフルエンザ予防の振り
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返りを実施しました。 

 

（２）感染症予防の取り組みとして、年間を通して週に 1回、各フロアの必要箇所の消毒を継続します。 

→前期に作成した消毒チェック表の項目を基に各フロアで消毒を実施しています。さらに毎月の健康委員会議

で実施状況を確認しています。 

また、１０月に常勤職員２名が保健所主催の感染症対策の講習に参加しました。 

 

４．権利擁護・虐待防止の取り組みについて 

（１）家族、及び第三者を対象に、施設の印象調査を行い、サービスの向上を目指します。 

→１月に満足度調査アンケートを実施し、３月に満足度調査報告としてご家族へ配布しています。 

（２）権利擁護・虐待防止をテーマにした職員研修を、職員が主体的に企画、実施することで、権利擁護・虐待防

止についての意識を高めます。 

→神奈川県の取り組みである意思決定支援の出前講座を活用し、9/17 全職員対象の研修日に日本障害者協議

会の赤平守理事をお招きし、意思決定支援についての講義を受け、権利擁護についての研鑚に努めました。 

 

５．サービス向上のための人材育成について 

（１）常勤職員を対象にした面談を行い、常勤職員が、個々の能力に合った外部研修に年に１回参加します。 

→常勤職員（総合・限定）21名中（うち 1名が育休中）、7名が外部研修に参加しました。 

6/7～6/8強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）、6/25「障害者支援におけるアンガーマネジメントと虐

待」研修、6/27 社協主催の「新任職員研修」、7/2～7/3 全国知的障害関係施設長等会議、7/20 自閉症研修

（神奈川知的障害福祉協会）、8/24サービス管理責任者等研修 

→常勤職員（総合・限定）の４名が、外部の研修に参加しました。 

11/30支援スタッフ部会（権利擁護）１名、11/13-14 強度行動障害支援者養成研修 １名、1/17 支援スタッ

フ部会（意思決定）２名 

（２）「ノー残業週間」の取り組みの実施を行う等、職員が働きやすい職場環境の整備に取り組みます。 

→退勤時間 1時間以内の退勤を目標にサービス残業週間の取り組みを２回実施しました。 

（第 1回 7/1～7/14、第２回 8/1～8/14） 

（３）各部署職員が参加できるケース検討の機会を設ける等、各利用者の個別支援計画を尊重した支援体制の構築

を目指します。 

→9/17全職員対象にて個別支援計画の中間モニタリングを実施しました。 

2/11に全職員対象で、個別支援計画の年間モニタリングを実施しました。 

 

６. 「インクルージョン藤沢」の取り組みについて 

（１）村岡地区自治会や民生委員協議会との繋がりをもち、地域の障害理解を深められるように努めます。 

→4/17村岡地区社会福祉協議会の総会がありましたが欠席、8/4村岡町内会主催の盆踊り大会の準備に協力し

ました。10/1医療法人社団清心会が主催する地域協働会議に参加し、村岡地域の事業所との連携を深めま

した。１月村岡地区新年賀詞交換会に参加し地域との交流を深めました。 

（２）村岡地区の他事業所との勉強会や研修の機会を通じて、職員交流を図り、社会資源の活用を積極的に行える

職員の育成に努めます。 

→7/25 村岡地区にある社会福祉法人福寿会の村岡ホームに職員３名を派遣し、施設内を見学しました。8/28

同施設に職員 1 名を派遣しました。入浴場面、食事場面を中心に利用者の高齢化に向けた支援を学びまし

た。 

 

７. 防災のための取り組みについて 

（１）定期的に防災訓練を実施します。また、年に１回、地域の防災訓練に参加します。 

→7/14 村岡地区で行われた藤沢市防災リーダー講習に参加しました。防災についての講話、起震車体験、炊

き出し、簡易トイレの組み立て等を行いました。11/30、2/25の施設内での防災訓練を実施しました。 

（２）備蓄整備点検を年に１回行います。 

→２月に老朽化した防災倉庫の撤去と新たな防災倉庫の手配を行いました。その際に備品類の保存期限の確

認を行いました。 
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＜生活介護＞ 

１．社会生活を送る上で必要な能力の獲得に向けた支援について 

公共交通機関の利用や買い物など、「地域で暮らす」をテーマに地域で生活を送ることで必要な能力、経験を

得られる機会を提供します。 

→土日、祝日の余暇活動や個別の外出時になるべく職員と一緒に公共交通機関を使用する機会を設けました。

また、女性利用者数名にて施設外の生活介護事業所への見学を実施しました。 

 

２. 個別のニーズに沿った日中活動の充実について 

（１）余暇、仕事に関わらず利用者の日中活動をトータルにマネジメントできるよう、より個々のニーズにあった

活動を提供するように努めます。 

→月に１回実施している定例の日中活動班の会議にて、個々の利用者に合わせた日中活動のあり方を検討しま

した。 

（２）個人の趣味、趣向に合った個人が楽しめるイベントを企画、実施します。 

→１０月１６日にピアニストの高瀬啓伍さんをお招きし、湘南あおぞら３階のオープンスペースにてピアノコ

ンサートを開催しました。湘南ゆうき村、湘南だいちの利用者、ご家族を含め、７０名程度の方に参加いた

だきました。 

 

＜施設入所支援＞ 

１．「それぞれのmylife」の取り組みについて  

（１）グループホームの体験ができる機会を設けるなど、利用者に分かりやすく地域生活を伝えられる工夫をしま

す。 

→前期は、女性利用者 1名がＧＨの見学、昼食体験に行きました。後期については、夕食・宿泊体験を計画、

調整しましたが実施には至りませんでした。 

（２）職員が地域の社会資源について学ぶ機会を作り、地域生活をベースとした支援の構築に努めます。 

→村岡地区にある高齢分野の事業所の見学に職員４名を派遣。また、通所事業所に職員３名を派遣しました。 

 

２．余暇支援について 

（１）土日、祝日の過ごし方について、利用者にとって分かりやすい活動の提示の仕方を工夫し、充実した余暇を

過ごして頂けるように支援します。 

→利用者数名に対し、障害特性に配慮したスケジュールボードを設置するとともにピクチャーカードを使用し

た支援を実施しました。 

（２）利用者、ご家族、関係者が参加できる、設立20年を記念したイベントを行います。 

→6/26 会食をメインとしたイベントを実施しました。利用者、ご家族、自治会長など関係者を含め１００名

程度参加されました。 

 

３．強度行動障害者支援について 

（１）重度障害者支援加算の見直しに基づいた職員体制の整備、支援計画シート、等のツールの整備を行います。 

→書式の内容を検討し作成中です。 

（２）各利用者の障害特性の理解について、職員が支援に苦慮した際に少人数でも行えるミーティングの導入を検

討します。 

→各フロア主任を中心に、各生活担当に必要性を確認し、定期的にミーティングを行いました。 

 

＜短期入所・日中一時支援＞ 

１．多様なニーズに対応した利用調整について 

（１）年に１回、利用者、ご家族に対する満足度調査を行い、サービスの向上に努めます。 

→１月に満足度調査アンケートを実施し、３月に満足度調査報告書としてまとめてご家族へ報告しました。 

 

（２）事前の丁寧なアセスメントの実施や、必要に応じた再アセスメントを実施することで、ご本人が安心して利

用できる支援体制を整えます。 

→初回利用時の不安を軽減するために、新規利用者に対して、ご本人向けの見学、オリエンテーションを適宜
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実施しました。 

 

２．緊急受け入れについて 

法人内の短期入所事業所と定期的に会議の機会を設け、利用状況の共有と、緊急受入れに対する意見交換を行

います。 

→緊急受け入れが必要なケースが発生した際に、法人内の短期入所事業所と連絡を取り合い、情報の共有に努

めました。 

 

【湘南セシリア】  

＜全体＞ 

１．湘南セシリア建て替えに向けて 

今後の住まいのあり方、施設入所支援に求められる機能について、常勤会議を中心に検討を行います。 

→ネクストプランⅡプロジェクトでの検討内容について共有しながら、常勤会議を中心に現状の湘南セシリア

の機能と目指すべきサービスのあり方について議論を行いました。 

 

２．設立３０周年記念 

セシリア設立３０周年の節目として、記念イベントを開催します。 

→１０月２０日に新しい給食業務委託業者のお披露目の意味を兼ねて、湘南セシリア設立３０周年記念パーテ

ィを計画・実施し、利用者やご家族、職員、ゲスト含めて約１００名が一堂に会して３０周年を祝いました。 

３．事務管理 

（１）重点的・効率的な事業運営を行えるよう、事業所の収入と支出を職員間で共有して、月間目標を設定し、取

り組みます。 

→毎月の全体会議で、最新の収入の状況と稼働率、支出額について共有しました。今年度は、生活介護の稼働

率向上を目標としており、昨年度末は７６％でしたが今年度末実績は７８％と微増でした。 

（２）職員の働き方を見直す観点から、ノー残業の取り組みを推進し、書類作成や業務の手順等を見直すことで、

速やかで効率的な意思決定、情報共有を行います。また、全体の業務進捗のスムーズな管理のため、進捗チェ

ックリストを用いて、タイムリーに情報共有します。 

→決裁書類の流れについて、事務管理会議で整理して実施しています。業務のチェックリストは、個別支援計

画と人事考課で実施しました。 

（３）業務のスリム化を目的として、ＩＴ化を推進します。また、特定の職員に業務が集中しないように、事務作

業の標準化、常勤職員内での担当制を推進します。 

→労務管理データの入力と確認、金額の確定までを一括で処理できるよう、書式を改良しました。利用者の小

遣い管理と請求書の作成・発送、短期入所の食数と実績記録票作成、利用者への毎月の発送業務など、今ま

で一部職員が手作業で行っていた業務を複数職員が分担するようにして、時間短縮、チェック体制の改善、

業務負担の偏りの改善を行いました。 

 

４．権利擁護 

（１）会議やチェックリストの活用、事業所内外の研修の機会を利用して、支援技術の向上に努め、虐待防止に向

けた取り組みを行います。 

→知識不足からの不適切な関わりを防止するために、7 月と 11 月の行動援護従業者養成研修を合計２名が修

了しました。 

（２）成年後見制度の利用を促進するため、職員が研修を実施または参加し、利用者家族の相談に応じられるよう、

情報共有を行います。 

→９月２９日にみらい社と合同で職員研修を実施し、「障害者の権利をどう保障するか？～成年後見制度と意

思決定支援～」というテーマで地域貢献係小林職員の講義と、県の講師派遣事業を活用して「意思決定支援」

について赤平守氏の講義を受けました。 

 

５．個別支援計画・意思決定支援 

（１）相談支援専門員と連携し、地域の社会資源を積極的に活用して、より自立的で豊かな生活に向けた、個別支

援計画を立案し実施します。 
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→昨年度に引き続き、計画相談のサービスが利用できるよう調整しています。必要に応じて計画相談員がモニ

タリングに来所、または電話連絡をとって連携しました。藤沢市社会福祉協議会の成年後見制度利用促進事

業の担当者と連絡をとって合計２名の方に新たに後見人が選任されました。 

（２）今まで一斉に年度単位で行っていた個別支援計画の作成、振り返り時期を利用者ごとにずらすことにより、

より丁寧な計画の実施を実現します。 

→毎週水曜日の 13：30～15：00にモニタリング会議を開催しました。 

（３）利用者それぞれの希望、障害特性等を踏まえ、安心して自らの想いを表出できるよう、環境調整や、コミュ

ニケーション等の支援を工夫します。 

→利用者それぞれが、生活に見通しが立つように個別の予定表等を配慮しました。情報をわかりやすく伝える

ために、作業スペースの配置や食堂の座席を利用者の状況に合わせて変更しました。 

 

６．人材育成・研修 

（１）職員の支援技術や知識、意識の向上を目的として、常勤職員が主体となって事業所職員研修（６回／年）を

計画的に企画運営します。 

→常勤会議では、職員のチームワークの向上、虐待防止、事故防止と対応策の検討、施設の住まいとしてのあ

りかた、アサーション、事業計画等をテーマに主任以上が企画した研修を実施しました（4/25、5/23、6/27、

7/25、8/22、9/26、10/24、11/20、12/26、1/30、2/20）。また、常勤総合職による、嚥下についてと、苦

情対応と解決に向けた伝達研修を行いました（8/22）。 

（２）外部研修については、職員ごとの個別の受講計画に基づいて参加することで、それぞれのスキルアップと、

チームとしての支援の質向上を相乗的に推進します。 

→すべての職員が研修に参加できるように計画し、参加しました。 

（5/7、5/21、6/27～28、7/2、7/5、7/12、7/17～18、8/29～30、9/10、9/13～14、2/26～27に参加） 

（３）人材育成の観点から、管理職との職員面談を適宜実施します。 

→必要に応じて職員面談を実施しました。 

 

７．事故防止 

ヒヤリハット・事故報告を速やかに共有し、事故発生原因の分析を行い、再発防止に努めます。 

→毎日職員が目にする伝言板に、ひやりはっと情報を記載し、速やかな周知と改善策の検討を行いました。設

備面では、セシリア・みらい社間の水道管の老朽化に伴う工事、正門の老朽化に伴う修繕、建物外側の通

路のバリアフリー化工事を行いました。８月２０日に男性利用者が避難用スロープの踊り場から転落する

事故があり、身体の左側を中心に多数骨折し現在も入院中です。再発防止の観点から転落防止用ネットを

建物南側のベランダに設置しました。 

 

８．防災 

火災、大規模地震を想定し、近隣事業所と連携して、防災備品の整備と防災訓練を実施します。また、月１回

の避難・防災訓練を行います。 

→９月２９日みらい社と合同で救急救命法の講習を受講しました。この２年間に受講できていない職員を市民

向け救急救命法講習に派遣しました（2月 24日）。また、毎月、避難訓練を実施しました。消火栓のタンク

のボールタップの修理を行いました。 

 

９.事業所と地域を繋ぐ積極的な取り組み 

近隣住民参加型のイベントを定期的に開催し、近隣住民のボランティアの掘り起しを行います。毎月 1回、セ

シリア通信を発行し、ご家族やボランティアに発送することで、活動への興味・理解を深めます。 

→７月２９日善行団地夏祭りに、落書きせんべいとプラ板キーホルダーの模擬店を出店しました。祝日に行う

スペシャルデイ（余暇企画）を実施しました（4/30、5/3、5/4、7/16、9/17、9/24、10/8、11/23、12/24、

2019/1/14、2/11、3/21の 12回）。また、企画のお知らせを各ボランティアに毎月発送して定期的に参加機

会を設定、参加を促しました。 

 

１０．個別な医療・栄養サービスの提供 

（１）看護師・栄養士等、事業所内外の専門職（OT,PT,ST）と連携して、栄養マネジメント、通院付き添い、服

薬介助、リハビリテーション等の支援を行い、重度化・高齢化等個別なニーズに対応します。 

→昨年度に引き続き、桜ヶ丘中央病院と連携し、今年度は午前中の作業場面と昼食場面を中心に、専門職のア

ドバイスを受け、食事や作業に集中しやすい姿勢を保つための設備面の工夫等、日々の支援の改善を行いま
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した。 

（２）健康で充実した生活のため、委託事業所、受託事業所それぞれの栄養士が参加する、厨房会議を定期的に

実施して、安全で質の高い食の提供を行います。 

→７月から新しい給食業者と契約し、新体制での食事提供が始まりました。湘南セシリアの栄養士・支援員と

給食業者が密に連携し、安心して食事提供できるようになり、セシリア 30周年記念パーティやクリスマス

会の食事も提供してもらい、とても好評でした。 

 

 

＜生活介護＞ 

１．アセスメント機能の充実 

個別支援計画に基づいたサービス提供と記録を振り返ることで、日中活動を通して把握した利用者の様々な状

況・情報を他場面の支援にも生かせるよう、ご家族や、夜間・日中の支援職員と情報共有を行います。 

→６月から生活介護事業専属の常勤総合職を配置しました。生活全般にわたる視点で、個々のアセスメントと

支援の実施、施設入所支援の担当者や家族との連絡窓口の役割を果たしました。 

 

２．新規利用者の増員 

生活介護事業所として、支援内容の個別化・差別化を図り、地域のニーズに応えることで、利用者に選ばれる

事業所になることを目指し、新規利用者を増やせるよう努めます。また、ニーズに応える手段として、送迎サ

ービスの実施に向けて、運営会議で課題を検討します。 

→４月から養護学校卒業生を新規に２名受け入れ、順調に定着しました。高等部３年生の実習を計５名受け入

れ、うち２名が 2019年 4月から新規利用者として通所することが決まりました。 

 

＜施設入所支援＞ 

１．プライバシーへの配慮 

利用者個々の、プライバシーに配慮し、施設入所支援会議で住居としての快適さを追求します。 

→各フロアに消臭スプレー自動散布機を設置し、住環境の改善に取り組みました。女性フロア入口のドアを改

修して静粛性の改善を図りました。また、利用者の生活空間に入り込んでいく職員の姿勢の確認など、常勤

会議、全体会議を活用して、意識の向上と行動の改善について意識づけを行いました。 

 

２．地域移行・職住分離の促進 

グループホームへの移行を推進するため、近隣の設置情報に気を配るとともに、利用者やご家族に対しては、

生活の実態や費用負担などの情報提供を行い、スムーズに移行できるよう支援します。また、一人ひとりの状

況に即したアセスメントとともに、必要に応じて他の生活介護事業所への移行を行うなど、職住分離を推進し

ます。 

→各利用者の個別支援計画に沿って、他の活動班へ移行しました（４名）。また、生活介護事業所に４名の利

用者が見学・体験しました。居住関連では２名の方がグループホームの夕食体験を行いました。1名が次年

度に近隣のグループホームへの移行を予定しています。 

 

＜短期入所・日中一時支援＞   

１． アセスメントとサービス調整 

安心して地域での生活が継続できるよう、関係機関と連携し、それぞれの状況に応じた調整、アセスメント、

受け入れ計画を立てて、サービス提供を行います。 

→一定期間継続して利用した時の状況を、他機関、他事業所と共有し、スムーズに施設入所できるよう、アセ

スメントを行いました（２名）。また、県内の児童施設の加齢児が地域での生活に戻れるよう、体験的な短

期利用を継続して行い、成人施設での生活状況についてアセスメントしました（３名）。 

 

２． 緊急受け入れに向けて 

他事業所と連携し、主たる介護者の不在や、時間的な制約など、様々な緊急性に応じて、ニーズに応えられる

よう、柔軟な受け入れ態勢を工夫します。 
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→主たる介護者の不在や、入院による緊急利用依頼があり、可能な範囲で最大限受け入れを行いました。 

 

【湘南ゆうき村】 

＜全体＞ 

１. 事業方針 

（１）藤沢市内の社会資源として、地域関係機関との連携を重視し、福祉に関する情報発信の拠点的な役割を果

たせるように事業を実践します。 

→町内会行事に５回参加（五月祭り、清掃活動、防災訓練、レクレーション大会、大掃除）、湘南ゆうき

村新聞を６回発行、法人ホームページのスタッフ日記を２９回更新しました。 

（２）藤沢育成会行動指針及びあおぞらプランを遵守し、利用者の方の権利擁護の取り組みを行います。 

→年度初めの会議で行動指針等について文書を配付し読み合わせを行いました。 

（３）利用者の支援をする際は丁寧な言葉使いを実践し、支援にふさわしい服装の実行に努めます。 

→年度初めの会議で行動指針等について文書を配付し、確認、励行に取り組みました。 

（４）職員は障がい者や高齢者等の支援・介助の専門家として、支援・介護技術や制度理解についての研鑽に努

めます。 

→「アセスメント～本人の地図つくり～」「認知症サポーター」「意思決定支援」を主題にして職員研修を

３回行いました。 

（５）職員は利用者に対して、柔軟で創造的な支援の実践に務めます。 

→「アセスメント～本人の地図つくり～」「認知症サポーター」「意思決定支援」を主題にして職員研修を

３回行いました。また、非常勤職員の参加する評価会を行い、日々の支援状況を確認し、修正する機会を

持ちました。 

（６）西俣野上町内会の一員として、地域での役割を果たします。 

→町内会行事に５回参加（五月祭り、清掃活動、防災訓練、レクレーション大会、大掃除）、その他、役

員会議等に出席しました。 

 

２. 重点課題取り組み事項 

（１）個別支援計画に沿った支援を展開するために必要な情報の収集と共有を強化して行います。 

（２）多様なニーズに柔軟に対応するため、支援・介護技術等の専門性を高めます。 

→（１）（２）「アセスメント～本人の地図つくり～」「認知症サポーター」「意思決定支援」を主題にして

職員研修を３回行いました。また非常勤職員の参加する評価会を行い、日々の支援状況を確認し、修正す

る機会を持ちました。 

 

３. 人材育成の強化のための計画 

(１) 年間を通じて次の事項を実施していきます。 

① 個別支援計画の基礎について 

② 意思決定支援（前年度からの継続事項） 

③ アセスメント 本人の地図つくり 

④ 認知症サポーター養成研修 

⑤ その他：グループスーパーバイズ 

→職員研修年間計画を立て実行中です。（５月「アセスメント～本人の地図つくり～」、９月「認知症サポ

ーター」、1月意思決定支援について、別途個別に自閉症の理解や、メンタルヘルスについて等の外部研修を受

講しました。 

 

４. 地域との連携 

(１) 町内会の夏祭り・収穫祭の共催・市委託事業通いの場の実施・湘南ゆうき村新聞による情報発信等を実施

します。 

→町内会行事に５回参加（五月祭り、清掃活動、防災訓練、レクレーション大会、大掃除）、湘南ゆうき

村新聞を３回発行し回覧、その他、役員会議等に出席しました。 

 

５. 総務部署 

(１) 請求事務の効率化および会計処理の迅速化に努めます。 

→請求に関する事前資料の作成方法を変更し改善を図りました。 
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(２) コスト削減意識を常に持ち、行動します。 

→裏紙による紙の再利用やカラー印刷の制限を行いました。また、書式を見直し複数枚必要であったもの

を 1枚にまとめ、紙の使用量を減らしました。 

(３) 環境美化に努めます。 

→日々の清掃を丁寧に行いました。破損物品などを整理して廃棄しました。 

 

６. 医務部署 

(１) 利用者、家族との連携を丁寧に行い、情報収集し状況を整理します。 

→予備薬について周知して入れ替え作業を行いました。 

(２) 医療分野の立場にたって各部署との連携を図ります。 

→医療担当者会議を隔月で実施し情報共有を図りました。 

(３) 職員の健康管理の充実を図ります。 

→衛生委員会で確認し、【職場環境の変化と今後の対応】【チームワーク】【熱中症】【職員の健診結果】【み

んなで予防インフルエンザ】【「デジバテ度」の案内】【仕事のプライベートのオンとオフ】【感染症】につ

いて取り組みを行いました。また、ストレスチェックを実施しました。 

 

７. 通所部署 （障がい福祉：生活介護） 

(１) 利用者のニーズを整理し、具体的な個別支援計画を作成し、計画的（月案や週案）に実施します。 

→年度初めに各班に週案予定表を作成し各班ごとに活用しています。個別支援計画のより計画的な実施

や、実施状況の視覚化を目指し4月より記録の書式を変更します。 

 

(２) 日中活動を充実させるため、活動部屋のコンセプトを見直します。 

→常勤会議で４回議題として挙げ検討しました。次年度は部屋の職員体制を変更する為、引き続き検討

を行います。 

(３) なぎさの体験学習館と定期的に情報共有を行い、利用者の活動を地域に発信します。 

→なぎさの体験学習館の新人スタッフがアポロに１日研修に来きました。また、収穫祭にブースを出店

しました。新規でなぎさの学習館ボランティア体験を実施しました。来年度はボランティア登録を行う

予定です。 

 

８. 地域生活支援センター部署 

【デイセンター】 

（介護保険：地域密着型通所介護・介護予防通所型サービス） 

（障がい福祉：生活介護） 

（１） 利用者のニーズを丁寧にくみ取り、個別的な活動を大切にします。利用者一人一人の『強み』に着目した個

別支援計画を作成、実施することで、一つ一つの支援の質を上げていきます。 

→「本人の地図作り」を会議内で適宜行い、数名のアセスメントを深めました。カードコミュニケ―

ションを取り入れる等、具体的な支援にも繋がってきたため、個別支援計画作成に反映していきます。 

（２） 医務との連携を強化し、多面的に利用者と関わることで理解を深め、より適切な支援につなげます。 

→ＲＯＭ(Ｒａｎｇｅ ｏｆ Ｍｏｔｉｏｎ＝関節可動域)のストレッチについて、看護師よりレクチャ

ーを受ける機会を作り、実施出来る職員が増えました。また、利用者の体調をバイタルやボディチェ

ックから確認し、看護師へリアルタイムに報告することで、迅速な対応に繋げました。 

（３） 職員の育成を促し成長できる環境を整え、その学びを実感し高い意欲を維持できるチームを育みます。 

→本人の地図作りを行う際、障がいについての資料を使用し、専門用語だけで進めるのではなく、共通

認識を持つことが出来るようにしました。 

（４） 高齢、障がいを問わず幅広く受け入れられる機能を活かし、ライフステージに応じた支援を提供する施

設を目指します。 

→利用者の様子が変化していく中で、提供する活動内容や活動へ取り組むアイテム(レターボックスを

利用し、行う活動を個別提供した等)を工夫しました。 

 

【ヘルパーセンター】 

   （介護保険：訪問介護事業） 

  （障がい福祉：居宅介護・重度訪問介護・移動支援 他：福祉有償運送） 

（１） 支援を必要とする障がい・高齢の利用者、家族が安心して生活できるように家族、関係機関との連携を
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大切にします。 

→利用者・ご家族から急な依頼があった際は可能な限り調整を行い、サービスを提供しました。 

また、ヘルパー事業所連絡会・ケア会議に出席、ヘルパー事業所連絡会のイベントに参加する等、積

極的に情報の共有を行っています。 

（２） 余暇外出実施後には、利用者・家族と振り返りを行い、次回がより喜びや楽しみの感じられる外出にし

ます。 

→報告の際に本人、家族と話をし、次回の行き先を確認し進めています。また、視覚的に解りやすい様、

行き先の写真を事前に渡し、ご家族に確認してもらい場所を決めています。 

（３） 職員、登録ヘルパーの質を向上のため、外部研修も含め定期的に制度や介護技術の研修を行います。 

→ゆうき村全体研修に参加や外部研修に参加する等、研修に参加する機会が増えました。 

（４） 安定したサービスが提供出来るよう、職員間での同行を積極的に行います。 

→サービスへの同行を適宜行い、交代できるヘルパーを増やしました。 

 

【アポロ】 

１. 分場アポロについて 

(１) 次年度、新規利用者３名の方と契約を行います。 

(２) ４月での単独事業化は、法制度上の内容により単独化できていません。現在、夏ごろの単独化を目指して

進めているところです。 

 

 

【よし介工芸館】 

＜全体（生活介護）＞ 

１．充実した事業運営を図ります。  

（１）修繕、企画立案、決裁書類提出などを計画的に行い、速やかに対応することによって事業を効率化します。 

→修繕（トイレ壁、エアコン等）は見積書を精査して発注し施行済みです。駐車場整備は検討中です。イベン

ト・スペシャルデイ・出展企画は起案決裁のうえ履行済みです。会議録等の決裁はファイリングを含めルー

ル化しました。 

（２）昨年度の実績を踏まえ、祝祭日を通常通所日とし、よし介工芸館の理念に沿い、かつ参加率の高かった行事

を精査し、稼働率85％を目指します。 

→祝祭日（4/30、5/3、5/4、7/16、9/17、9/24、10/8、11/23、12/24、1/14、2/11、3/21）の開所、通常活

動を提供しました。４～9月の平均稼働率は 81％、10月～3月の平均稼働率は 82.6％、年間の平均は、81.9％

でした。9月から新規利用２名を受け入れ、さらに 2月に新規利用者 1名を受け入れました。 

（３）安定したミスのない送迎を行い、試行的に土曜日送迎を検討します。また、他事業所と送迎連携システムの

構築を検討します。 

→送迎時の事故は、送迎予定外の方を送ってしまった件や送迎中の接触物損事故（8/24.11/29）等がありま

した。予防策として送迎専任職員 1 名を配置するなどコースと運転者を固定しました。また、土曜日送迎

（9/29、10/27、12/15、1/12）を実施しました。他事業所との送迎連携は課長会議で整合しました。 

（４）業務日誌、必読ファイル、明日への工夫（ヒヤリハット）などが全職員に共有できるようにメモの活用、閲

覧場所の変更、ＰＣの活用を行います。 

→ＰＣ内情報共有ツール「伝言板」の実施、毎朝昨日の様子・引継ぎ・ヒヤリハット（明日への工夫）を書面

化し閲覧・毎朝打ち合わせにて報告を実施しました。 

（５）利用者一人ひとりを丁寧に見て、部署会議で検討することによって行動障害などに対応できるシステム作り

を行います。また、各部署への適正配置を行います。 

→部署会議の半分をケース振り返り検討に充てました。2018年度行動援護従事者研修は修了者２名でしたが、

システム構築には至っていません。適正配置については非常勤職員を採用し現在欠員なし、曜日毎による配

置調整を実施しました。 

（６）新規利用者が変化に戸惑わないように計画相談や各部署との連携を図り、個別支援計画作成から支援検討の

スムーズな受け入れを行います。 

→計画相談と連携を図り、９月から２名、２月に 1名の新規利用者受入れを行いました。 

 

２．よし介工芸館の理念を実践していくための人材を育成します。 
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（１）個別支援計画検討会議を通して計画作成技術の向上、部署会議を通して実行・記録・報告の力を高めます。 

  →計画書等様式を変更し、より質の高い計画作成とモニタリングを定期的に実施しました。 

（２）研修（年間３回のよし介研修）を通して「対人支援」「職制による役割の確立」「チームワーク」「共に（よ

し介工芸館の理念）の意味」について学び、日常の業務に活かします。 

  →10/13に 1回目の研修実施。「チームワーク」については、コミュニケーションについての講義とグループ

ワーク実施、「共に（よし介工芸館の理念）の意味」については意思決定支援のコマ内で掘り下げと共有を

図りました。2/16に２回目を実施。チームワークについて掘り下げた内容と自閉症体験を行いました。3/16

に 3回目を実施。次年度に向けて各部署の目標設定を行いました。 

（３）外部研修受講後、年 3回の報告の場を設け、研修成果の確認を行いその内容を事業所に還元します。 

→外部研修：行動援護従事者養成研修、リーダーシップ研修、初任者研修・中堅研修（県社協）を受講し、2/16

のよし介研修にて報告の場を設けました。 

 

３．積極的な社会参加を図ります。 

（１）作品展等（慶応大学七夕祭、明大チャリティーアート展、織おりの心展など）に年１０回参加し、地域との

交流を図り、想いをカタチにして行きます。 

→昨年度は作品展等に計 16回参加しました。外部主催企画（市展、七夕祭、ギャラリー木の実展、明大チャ

リティーアート）、法人企画（いんくるサマーフェスティバル、記念講演会）、よし介独自企画（わかくさワ

ークショップ、エクルワークショップ、井上八太郎展、出井裕己展、横山直木展、佐々木つくみ展）、御所

見市民センター祭り、遠藤市民センター祭り、白浜祭に出店し織りおり展を開催しました。 

（２）アトリエ部署を中心に作品を精査し、起案書等でどのコンクールに出すか検討し、結果を残すことによって

利用者の作品を地域に広めます。 

  →上記（１）の企画および出展について、出展場面と作品を吟味のうえ、起案決裁処理を行いました。 

（３）２つの店舗（アートスペースエクル、アートスペースわかくさ）の広報・製品開発を行い、集客力を上げま

す。 

→集客力を上げるために、わかくさ用にガチャガチャ（カプセルトイ）を購入しました。わかくさワークショ

ップの開催、エクルワークショップ・個展開催を実施しましたが集客力アップには繋がっていません。 

（４）大学との共同等、他団体と連携して、作品を活かす機会を広げます。 

  →企業と連携し干支の絵を使った年賀状や利用者デザインのスマホケースを製作し、ネット販売に繋げまし

た。 

（５）よし介ブランドのロゴマークを広め、Ｗｅｂ販売を促進します。 

  →手作り紙袋や値札にロゴマークを刻印しました。「minne」で現行の製作製品を、「pochicca」ではスマホ

ケースを販売しています。 

（６）地域の活動（遠藤地区防災訓練、遠藤地区一斉清掃など）へ積極的に参加します。 

  →11 月に総合防災訓練に参加しました。地区一斉清掃は参加できませんでした。3 月に地区社協総会に参加

しました。 

 

４．理念に掲げる「共に」を実践していきます。 

（１）昨年行った意思決定支援の取り組みをさらに深め、部署会議を通して意思決定に必要な情報の伝達、選択肢

の提示、コミュニケーション手段について全職員が「共に」考えます。 

→ケース検討においては「意思決定」を盛り込む議論を行いました。コミュニケーション手段としてノートを

有効活用しました。2/16よし介研修において意思決定支援の講義とグループワークを実施しました。 

（２）活動について利用者と「共に」考えます（おたまじゃくしの会で実施）。 

  →おたまじゃくしの会では主にスペシャルデイの内容について一緒に考えました。 

（３）家族会の要望も踏まえ家族会を年４回とします。また、個別の家族連絡を増やし、共有することによって、

「共に」知的障害の理解を深めます。 

  →家族の会を４回実施（5/10、9/14、11/9、2019/3/16）しました。また、ご家族との連絡では、その日の出

来事はその日のうちに電話連絡することを励行しました。 
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【みらい社】 

＜全体＞ 

１．事業方針 

（１）社員が仕事を通じて社会のルールを学び社会性を養い、心身ともに豊かで、自信と誇りを持った社会人にな

ることを支援します。（ディーセント・ワークの概念） 

→事業方針を事務所内に掲示して、職員一人ひとりが自覚できるようになりました。 

（２）社員に一般社会の職場と同じような価値観、条件、環境を用意し、それに適応できるように個別的支援をし

ます。（個別支援計画のＰＤＣＡサイクル） 

→毎月、定期的な「個別支援検討会議」を実施し、個別支援のＰＤＣＡサイクルを徹底しました。また、退所

者に対してのサービスの終結の流れを確立させました。 

（３）社員の能力に応じた作業ポジションを設定し、労働の実感が持てる職場にします。（意思疎通支援・意思決

定支援） 

→新規利用者の受入の際、各部署を体験して頂き、ご本人の希望する部署への配属を行いました。 

（４）一般就労の可能な社員のために企業との結びつきを強化し、職場開拓を行い、就労後はアフターケアを行い

ます。（定着支援） 

→一般就労した社員のアフターフォローを計画的に実施（４９回/年間）して、就労先の担当職員からの相談

を受けて対応しました。 

（５）社員の意思及び人格を尊重して、常に社員の立場に立ったサービスの提供に努めます。（意思疎通支援・意

思決定支援） 

→定期的なモニタリング面談と適宜相談にのりながら社員の立場に立った支援を実施しました。 

（６）地域との結び付きを重視し、市町村、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サー

ビスを提供する者との連携に努めます。（地域の社会資源・地域ネットワークの構築） 

→自立支援学校、市内精神病院、市内相談支援事業所との連携を図ってサービス提供に努め、新規利用者５名

と卒業生３名の受け入れを行いました。 

（７）事業の実施にあたっては、前６項の他、関係法令等を遵守します。（コンプライアンス） 

→１０月３日に神奈川県から実地指導を受け、契約書・個別支援計画書等の一部表記を訂正しました。 

 

２．事業目標 

（１）社員の「働きたい」・「働きがい」を支援するために、新たなる受注作業を取り入れて、社員の工賃アップを

行います。 

→共同受注や、近隣の福祉施設からの「委託作業」を積極的に受け工賃アップに繋げました。また、㈲アネス

トからガスマット作業や㈱荏原製作所からの書類のＰＤＦ化作業も業務委託契約を締結し、順調に作業を進

めました。 

（２）みらい社から一般就労に移行した社員に対して、「働きがい」を支援するために、平成３０年度報酬改正か

ら新設された「就労定着支援」の指定を受け、社員の就労に伴い生じている生活面の課題感に対応し、企業や

関係機関との連携を密に行い、就労定着率を上げます。 

→１２月に神奈川県から「就労定着支援」の指定を受けました。今後、就労後の定着を支援していくための取

り組みを進めます。 

（３）「多機能型事業所」として「就労移行支援事業」と「就労定着支援事業（新設）」、「就労継続支援Ｂ型事業」

が連携をして各機能を活用し、社員の「働きたい」・「働きがい」を支援します。 

→就労移行事業で行っている「就労プログラム」を就労継続支援Ｂ型事業の社員も参加できる取り組み「移行

に行こう」を定期的に実施して、事業間の連携を図りました。 

（４）社員の「働きたい」・「働きがい」を支援するために、社員の意思決定や家族の想いを汲み取り（アセスメン

ト）、それを支援し（個別支援）、支援した結果を振返る（モニタリング）、ＰＤＣＡサイクルの個別支援計画

を実施します。 

→毎月「個別支援検討会議」を実施し、個別支援のＰＤＣＡサイクルを徹底しました。 

（５）「災害・事故ゼロ」を目指すために、業務中に起きたヒヤリハット・事故報告を終礼、各種会議でしっかり

と「検証」をして再発防止に努めます。また、ニコリホットを挙げ、社員の「強み」を全職員で共有していき

ます。 

→業務中に起きたヒヤリハット２３件・事故報告３件を各種会議で検証して再発防止に努めました。 
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３．人材育成 

（１）みらい社内に「内部研修担当」を配置して、下記の研修を実施し人材育成の強化を図ります。 

①全職員を対象とした「みらい社研修」を年２回実施します。 

→みらい社研修１を 6/30、みらい社研修２を 2/16に開催、神奈川県の出前講座「意思決定支援について」を

セシリア・みらい社合同研修として 9/23に開催しました。 

②事業種別に合わせた研修を実施します。（就労移行支援・就労定着支援・就労継続支援Ｂ型） 

→各種会議にて、「支援」におけるスキルアップ研修を行いました。 

（２）外部研修は、現状の課題や目的に合った研修情報を集め、積極的に参加します。 

→年間研修計画を立て、別紙「２０１８年度研修受講一覧」のとおりに職員を派遣しました。 

   

（３）リーダーを中心として職員が主体的に、かつチームワークを大切にして仕事に取り組みます。 

→各種会議を常勤総合職が中心となって進行し、チームの課題について積極的に議論し、情報の共有に努めま

した。 

（４）管理職による職員面談を必要に応じて実施をし、職員が意欲的に、安心して業務に就けるようにします。 

→長期療養中の職員に対して、管理職の面談を実施し、職場復帰プログラムを実施しました。また、その他の

職員に対しても、必要時管理職の面談を行える環境設定を行いました。 

 

４．実習の受け入れ等 

（１）特別支援学校等からの職場実習の受け入れを積極的に行います。 

→藤沢養護学校から４名、藤沢養護学校鎌倉分教室から 1名、瀬谷養護学校から 1名を受け入れました。 

（２）大学・専門学校等からの実習・インターンシップの受け入れを積極的に行います。 

→青山学院女子短期大学から 1名、小田原短期大学から 1名、鎌倉女子短期大学から４名、湘南工科大学（介

護等体験）から２名を受け入れました。 

（３）就労困難者の社会との接点、働くきっかけづくりのための体験利用、実習等の受け入れを行います。 

→近隣の精神科病院と連携をとりながら社会復帰に向けた受け入れを進めました。また、相談事業者が関わる

社会参加を目指す就労困難者へ、職場体験の機会を用意して５名の利用者受入れに繋がりました。 

５．内部・外部会議等について 

（１）内部会議は会議体制を定めて実施します。 

→各種会議を定期的に開催し、「工賃向上委員会」を新規に立ち上げ、年間 11回実施しました。 

（２）内部会議で挙がった現場の課題感を重要視し最優先に解決します。 

→毎月の各種会議で挙がった課題等は、必要部署で検討し、報告を挙げて全体共有を行いました。 

（３）外部会議等については以下の会議へ参加し、必要な内容を職員間で共有します。 

①チーム支援会議（就労援助センター主催） 

→就労支援員が参加しました。（８回） 

②藤沢市進路業務連絡会（藤沢市主催） 1回/年 

→白浜養護学校で開催され、主任が出席しました。 

③湘南東部障害保健福祉圏域就労支援機関等連絡会（援助センター・圏域ナビ主催） 

→就労支援員が参加しました。（２回） 

④中小企業同友会湘南支部例会（中小企業同友会主催） 

→施設長が参加しました。 

⑤共同受注会議 

→昨年度は開催されませんでした。 

⑥その他必要に応じて外部会議へ積極的に参加します。 

 

６．防災対策について 

（１）備蓄整備点検を年に１回行います。（９月） 

  →9/17備蓄備品点検を実施しました。 

（２）防災訓練（火災・地震想定）を年間３回実施します。（６月・９月・１２月） 

→6/11火災想定訓練実施予定したが荒天のために中止、9/28地震想定の避難訓練を実施しました。12/5消火

訓練を実施しました。 

 

７．「ひまわり会」の運営支援 

（１）社員が主体的で自主的に運営できるように支援します。 
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→毎月のひまわり会での進行サポートを行いました。 

→ひまわり会会費の出納に関するサポートを行いました。 

（２）みらい社で提供している。「余暇」に関する取り組みを、「ひまわり会」が主体的に運営できるように支援し

ます。（毎月の定例会・社員旅行・各種サークル・社員忘年会・誕生日プレゼント等） 

   →毎月のひまわり会で、該当月の社員への誕生日プレゼント贈呈のサポートを行いました。 

 

＜就労移行支援事業＞ 

１．事業目標 

（１）「一般就労」に向けて、「就労プログラム」の内容を充実させ、これまで全体で行っていた就労プログラムを

個別に対応できる就労プログラムの内容を検討、実施します。 

→「自心」という就労移行支援事業専用パンフレットを作成し、就労プログラムの確立を行いました。プログ

ラムでは、マナーやスキルなど（工場での作業、ＰＤＦ作成など）実際に就労先で必要となる内容を中心に

取り組みました。２月にオイレス工業に１名の就労者を出しました。 

（２）「面接等」が苦手な社員に対して、「職場実習」を通して一般就労ができるように「トライ」の活用をしてい

きます。 

→2018年度は「トライ」の活用は行っていません。 

（３）定員６名を安定させるために、新規利用者を積極 的に受け入れます。そのために、特別支援学校・行政・

福祉関係機関と連携を図りながら利用者募集活動を積極的に行います。 

→年度当初は社員３名でスタートしたが地域や医療機関等から５名の新規利用者を受け入れました。 

 

（４）就労プログラムに「コージュ（株）」からの紅茶ブック作成作業やドライフルーツ袋詰めの軽作業を積極的

に取り入れて、作業を通して一般就労への「力」を身につける支援を行います。 

→「コージュ（株）」からの委託作業で製品製造過程を学び、製造の大切さを身につける取り組みを行いまし

た。また、「湘南むぎばたけ」から電気ゴミの電池抜き作業を新たに請け負うことができました。 

 

＜就労定着支援事業＞【新規】 

１．事業目標 

みらい社から一般就労に移行した社員に対して「働きがい」を支援するために、就労に伴い生じている生活面

の課題感への対応として、企業や関係機関との連携を密に行い、就労定着率を上げます。 

→１２月に神奈川県から「事業指定」を受け、事業を実施できるようになりました。 

＜就労継続支援Ｂ型事業＞ 

１．事業目標 

（１）新しい作業（荏原・紙媒体のＰＤＦ化作業、自動車ブレーキ部品の箱詰め作業、マクドナルドの外回り作業）

を取り入れて、工賃アップを目指します。 

→マクドナルド店舗外回り作業を４月・５月で行いましたが、継続作業としての契約締結には至りませんでし

た。荏原紙媒体のＰＤＦ化作業、自動車ブレーキ部品の箱詰め作業は軌道に乗り、コンスタントに委託作業

を受けています。また、近隣の福祉施設からの単発的作業も積極的に受けました。 

（２）平均工賃22,700円を目指し、就労事業収入と工賃支出の確認を毎月の就労継続Ｂ型会議で確認し、収入増、

工賃アップに対する取り組みを話し合います。 

→就労事業収入と工賃支出の確認を就労継続支援Ｂ型会議で共有しました。年間の就労事業総収入は 

12,714,645円、平均工賃は 20,034円で、平成３０年度目標工賃には達していません。 

→工賃向上を目指すために、定期的に「工賃向上委員会」を行い、新しい作業等について話し合いました。 

（３）就労移行支援事業と協力して、合同説明会や職場実習への積極的な参加により、年間２名の就労者を出して

いきます。 

→５月に特別養護老人ホームへ３名、１１月にオイレス工業㈱へ１名の就労者を出しました。 

（４）相談支援事業所等との連携を図り、将来の方向性について検討を行います。 

→相談支援事業所からの定期的なモニタリングに参加し、みらい社での状況を共有して、生活と仕事の安定を

図るための連携を行いました。 
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【サービスセンターぱる】 

２０１８年度サービスセンターぱるは、以下のとおり３つの重点目標と 1 つの事業計画を設定し、各部署にて

計画を遂行するものとします。 

＜全体重点目標＞ 

１．地域生活  

（１）地域生活支援の拠点として、総合的にサービス（支援）を提供し、共生社会の実現に向けて地域と連携して

いきます。 

（２）インクルージョン藤沢を目指し、地域への情報発信や啓発活動を行います。 

 

２．利用者支援 

（１）サービス等利用計画と連動し、ご本人の想いを中心に支援計画を作成し、支援を実践します。 

（２）あおぞらプラン及び職員行動指針を遵守し、権利擁護に向けて、取り組んでいきます。また、意思決定場面

では個々に合った丁寧な支援を行います。 

 

３．人材育成 

研修等を活用し、ぱるの基本理念を実現できる人材を育成していきます。 

 

→１、２、および３について各事業計画の中で実施しました。報告は下記のとおりです。 

 

＜全体事業計画＞ 

１．防災 

（１）各部署の災害対策として防災マニュアルを作成します。 

→ＢＣＰマニュアルの整備に着手しましたが、２０１８年度中に完了できませんでした。引き続き２０１９年

度の年次更新を行います。 

（２）防災備品の整備と防災訓練を実施します。 

→各事業所の防災備品を再確認し、新規グループホーム他に不足している備品を整備しました。また、放課後

等デイサービス各事業所、グループホーム１２か所で防災訓練を実施しました。 

 

２．研修 

（１）事業所が主催する研修の受講、企画、運営を通し、充実した研修を実施します。 

→神奈川県の認定を受けて５月にガイドヘルパー養成研修を実施しました。また、4/25（事業計画について）、

6/27（普通救命講習）、9/26（接遇）、10/24（栄養、アレルギー）、11/28（服薬）、1/23（運転、車椅子）、

2/27（当事者兄弟姉妹）の７回、所内研修を実施しました。 

（２）常勤職員の外部研修受講を推奨します。 

→年６回の、藤沢市自閉症児者親の会主催の自閉症研修に２名の職員が参加しました。サービス管理責任者研

修３名、児童発達支援管理責任者研修１名、行動援護従業者養成研修２名、強度行動障害支援者養成研修１

名参加しました。 

 

 

＜居宅介護・行動援護・移動支援＞  

１．地域生活 

（１）ケア会議等に参加し、利用者のニーズや他の事業所でのご本人の様子に関する情報共有、情報発信を行い、

関係機関と連携します。 

→31回のケア会議等に参加し、情報共有、情報発信を行い、関係機関と連携しました。 

（２）知的障がい児者ヘルパー事業所連絡会等に参加し、公共機関や地域情報の共有、他事業所との情報交換を行

います。 

→年間を通し計 9回、知的障がい児者ヘルパー事業所連絡会に参加しました。 

（３）活動を通じ、地域との関わりを大切にします。 

→サービス中には公共交通機関利用時等、利用者の特性を説明し、理解を促し協力を得る場面が多々あります。

地域での活動や関わりを通し、理解の多いより開かれた地域をめざし活動をしています。 
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２． 利用者支援 

（１）行動援護・家事援助・身体介護利用者のサービス状況、ニーズを把握した上で、居宅介護計画を作成し根拠

のあるサービスを提供します。 

→例年どおり、７月に利用者全員の居宅介護計画を作成、更新しました。2019 年度からは、年に 1 度全員の

更新をするのではなく、業務効率を考慮し利用者個々の受給者証の更新に合わせ居宅介護計画を作成してい

きます。また、行動援護利用者を対象に支援手順書およびアセスメント票の作成、更新を行いました。 

→1年間、居宅介護計画のモニタリング方法を検討し他結果、2019年度は月１回のモニタリング会議を開催し、

居宅介護計画の質向上を目指します。 

（２）コーディネート業務を見直し、効率的な業務遂行を行います。また、登録ヘルパーとの連携を密にし、サー

ビスの質を向上します。 

→事務的業務を一部見直しし、業務効率の向上を図りました。 

 

３．人材育成 

（１）行動援護従業者を増やし、行動援護サービスの提供に努めます。 

→１１月に神奈川県の指定を受けて行動援護従業者養成研修を実施しました。ぱるの職員、登録ヘルパーが合

計５名受講しました。 

（２）ガイドヘルパー養成講座を開催し(２回／年)、登録ヘルパーの人員確保に努めます。 

→５月、1月にガイドヘルパー養成講座を開催しました。また、1年を通し 8名の登録ヘルパーの登録があり

ました。 

（３）研修や会議を通じ、知識・支援技術の向上に努めます。 

→ヘルパー会議を 5回、スタッフ・ヘルパー研修を７回実施しました。 

 

＜放課後等デイサービス＞（子ども支援部署） 

１．地域生活 

（１）社会経験を積めるように、祝日のスペシャルプログラムで近隣店舗や公共交通機関など地域の社会資源を積

極的に活用した機会を提供します。 

→星の村・カラフルでは、積極的に地域の公園等に出かけています。公園で遊んでいる地域の子どもたちとの

交流に繋がっています。カラフルでは公園で度々一緒に遊んでいた児童が 1名、利用に繋がりました。 

→祝日のスペシャルプログラムでは、“縁日体験”を企画し実施。9/17に 11名、9/24に 9名参加しています。

また、“ファミレスに食事に行こう“という企画を実施し、11/23日に 11名、1/14日に 9名が参加していま

す。 

→プリズムでは長期休み中の利用時間を従来の「14：00～16：00」から「12：00～16：00」に時間延長した

ことで、昼食を買いに出かけたり、おやつ作りの材料購入に一緒に出かけたりする機会を作りました。 

→祝日のスペシャルプログラムでは、10/13 に“ファミレスに食事に行こう“という企画を実施し、11 名参

加しています。2/11“カラオケに出かけよう”という企画を実施し 11名参加しています。 

（２）放課後等支援者連絡会や藤沢市内放課後支援事業者合同説明会に参加し横の繋がりを図り、地域ニーズの把

握と情報発信を行います。 

→放課後等支援者連絡会に事務局として参加しました。連絡会をとおして横の繋がりができてきたことから今

後は近隣事業所の見学等を検討していきます。 

→10/25放課後事業合同説明会に参加しました。参加者アンケートにはニーズ把握できるものを盛り込むよう

提案し実施されました。 

→長期休み中のサービス提供時間をもう少し早い時間から営業して欲しいとの意見が多かったため、2019 年

度に検討します。 

（３）学校、行政機関や相談支援事業所等との連携し、地域ニーズを把握します。 

  →ケア会議やケース会議へ積極的に参加しました。また、1月に放課後事業支援者連絡会を通して相談支援事

業所との意見交換会に参加し情報交換を行ないました。 

 

２．利用者支援 

（１）保護者と情報共有を行ない、障害児支援利用計画と連動し、子どもを中心とした個別支援計画を作成します。

また、年２回モニタリングを実施します。 

→適時、保護者と情報共有し個別支援計画を作成しています。また、モニタリング時に面談で説明を行いまし

た。 

（２）子どもが楽しみながら挑戦できる経験のできるプログラムを通じて友達との遊び方や表現方法の学びの機会
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を提供していきます。 

→星の村・カラフルは、ポニー乗馬会を実施しました。5/16は 18名、7/10には 26名が参加しました。 

また、カラフルコミュニケーションクラスで、法人内の他事業との交流として、8/21 よし介のワークショ

ップで“トートバックづくり”、12/25縁側事業の“みんなで六会“に出かけて缶バッチ作りを、3/26アー

トスペースわかくさのワークショップに出かけてビーズボールやストラップ作りを体験する機会を作りま

した。 

→プリズムでは、夏休み期間中に買い物体験のプログラムとして、「だいちの森」でパンを購入する買い物体

験の機会を作りました。 

 

３．人材育成 

（１）根拠が明確で、分かりやすい個別支援計画の作成を行います。 

  →個別支援計画は、担当がニーズ把握を行い、児童発達管理責任者を含めた会議で作成しています。 

（２）支援計画を中心としたチーム支援を通し、適切な支援について学びます。 

  →毎月の会議でモニタリングの時間を設けています。また、毎日の打合せ時に個別支援計画を確認し、その日

の利用者の個別支援計画に沿った支援を行っています。 

 

４．ニーズの把握・適切な事業運営 

（１）放課後等デイサービスのガイドラインに基づく、利用者向け・保護者向けアンケートの意見を参照し新たな

ニーズへの対応を検討し事業運営に反映させます。また、アンケート実施報告はホームページで公表していき

ます。 

→昨年度のアンケート結果からプリズムの長期休み中の利用時間を従来の「14：00～16：00」から「12：00

～16：00」に延長して実施しています。また、外に出る機会が少ないとの意見から、買い物など出かける機

会を作っています。 

→今年度、12月にアンケート実施。3月にホームページにアップしています。 

（２）放課後等デイサービス星の村・カラフル・プリズム全体で稼働率75％を目指します。 

→稼働率は、星の村が 82.2％、カラフルが 75.4％、プリズム 82.7％で目標を達成できました。引き続き次年

度も稼働率が上がるように努めていきます。 

 

＜共同生活援助＞（グループホーム部署） 

１．地域生活 

（１）単身生活やサテライト型住居など、生活の場の選択肢拡大を目指し、コーディネーター会議等で検討し、入

居者により良い暮らしの提案を行います。 

→10月以降、2名の利用者がサテライト住居に移行しました。今後、サテライト住居の支援のあり方や、さら

に単身生活への移行支援も視野に入れ、支援経過の評価をしていきます。 

（２）利用者の年齢・状態に合わせ、住環境を改善していきます。 

→ADL の低下により、介護保険施設のデイサービスを併用しながら生活していた黒崎ホームの男性 1 名が、1

月に高齢者施設に入所しています。また、サンベスタ長後Ⅰの女性利用者 1名、かわせみハイムの男性利用

者 1名が、介護保険施設のデイサービスの利用をしており、ホームの環境と本人の状況、ニーズに合わせサ

ービスの導入をする等をしながら、生活を組み立てています。 

（３）入居者のニーズを反映した新たなグループホームの開設を検討します。 

→新たなグループホームの開設は検討できていません。来年度 4月～5月を目途に、1名のグループホーム利

用者がサテライト住居に移行できるよう、支援を進めています。 

（４）体験利用を地域生活支援・地域移行支援の資源として情報を発信すると共に、関連機関と連携しながら受け

入れます。 

→今年度の体験利用人数はのべ７名、９２日（稼働率２５％）でした。体験という本来の主旨とは異なる緊急

のケースや短期入所と同様な利用希望が多く、稼働率や利用目的、ホームの 1室を体験利用とすることでの

他利用者への影響等を考慮し、2月より緊急で利用していた男性を 4月からの入居者として受け入れ、体験

利用を終了としています。 

 

２． 利用者支援 

（１）ご本人の想いに耳を傾け、職員間の連携を図り実現します 

→2名のサテライト住居移行後、一人暮らしやサテライトの可能性について相談を受けることがあります（４

名）。また、相談員と密に連携を図り日中の通う場を模索しながら、生活の安定を目指している方（1 名）
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や、加齢により医療的ケアが多い方については、看護師が中心となりホームスタッフと情報共有を行いなが

ら、ホームでの生活を支援しています（2名）。 

（２）ご本人の想いに沿った支援計画を作成するために、立案時にはご本人との面談を大切にします。また、面談

時にはご本人が理解しやすいよう、個々に合ったツールを工夫します。 

→一人ひとりの表現を共通言語にできるよう面談を工夫するとともに、将来の目標が意識できるよう立案をす

すめました。 

（３）個別支援計画の支援内容を具体化し、目標達成のための過程を大切にします。 

  →本人の想いを汲み取り、具体的な内容で実施可能な支援計画が立てられるよう、改めてコーディネーター間

で面談技法の勉強会を行っています。 

３．人材育成 

（１）各ホーム会議にて藤沢育成会職員行動指針を活用し、ベスト支援を検討します。 

→各ホーム会議にてベスト支援を検討し、月一回の全体でのグループホーム定例会にて各月のベストオブベス

ト支援を検討、選出しました。 

（２）法人外の研修に年４回、法人内の研修に年４回参加します。会議等で報告し、職員の支援技術を高めます。 

→法人内研修は７回実施されたぱるスタッフヘルパー研修をはじめとし、階層別研修等に各自参加し、サービ

ス管理責任者研修に 3名が参加しています。また、「かながわ福祉サービス振興会」に依頼し、世話人や支

援員からのニーズが高いコミュニケーション研修を GHの定例会で実施しています。今後もニーズや状況に

応じた研修を企画、実施していきます。 

 

【相談支援プラザ】 

＜全体＞ 

１． 地域で相談を必要とするあらゆる人のために、組織体制、人員体制の整備・強化に取り組みます。 

→会議体制を見直しました。人員については引き続き調整を続けます。 

 

２．「ふらっと」「六会地域包括支援センター」がそれぞれの専門性や強みを活かし、地域や利用者のニーズに柔軟

に応えられるよう相談支援のスキルや質を高めます。 

→各種研修の受講のほか、研修の企画を立てました。また、会議体制を見直しました。 

 

３．「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律」及び「介護保険法」、関連法を遵守し、制度の動向

理解に努めると共に、その周知を行ないます。 

→年度初めの会議で制度について学ぶ機会を持ちました。 

 

４．地域の人や事業所等と協同、連携して支援を必要とする人を支えていけるよう、地域の困りごとの共有、つな

がりづくり、障がいや相談支援についての理解促進に取り組みます。 

→自治会・老人会・各団体・事業所へ出張講座開催、藤沢市高齢者通いの場・地域での六会団地会食会・中亀

楽会縁側サロン・いきサポチラシ六会地区全戸配布・ふらっと通信の発行・回覧、いんくるサマーフェステ

ィバルにて普及啓発活動事業として障がいの理解についてプログラムを実施しました。 

 

＜地域包括支援センター（藤沢市）＞（六会地域包括支援センター） 

(１) 地域住民の皆様にとって、身近な地域包括支援センターを目指します。 

→４月/介護予防目的とした公園体操（５カ所）曜日時間記載のチラシを全戸配布しました。 

 ４月/小規模多機能事業所と共催講座（医療と介護の連携）を開催しました。 

４月・７月/自治会町内会・団体長会議で包括および包括出張講座について周知しました。 

８月/地域包括支援センターのチラシを作成し、いんくるサマーフェスティバル（藤沢養護学校/六会地区）

で 300枚配布しました、藤沢市内居宅介護支援事業所・全包括にチラシを配布し周知を図りました。 

９月/自治会町内会長へ包括出張講座依頼文を送付し、各自治会町内会より問い合わせがあり、講座実施に

向けて調整し実施しました（年間通じ開催）。 

９月/成年後見開催案内を全戸配布により周知し、成年後見制度講座を開催しました。 

10月/包括チラシを全戸配布しました。むつあいふるさとまつりに 2日間参加しました（六会地区について

アンケートを実施、介護予防教室の開催） 
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1 月/在宅医療・介護連携多職種研修会に参加、六会地区多職種連携会議開催、ケアマネサロンを開催しま

した。 

2 月/地域ケア会議開催。藤沢市地域包括ケアシステム推進室・六会地域居宅支援事業所・三師会との連携

により開催しました。 

六会地区民生委員、六会包括委託の居宅介護支援事業所、在宅医療支援センター・民生委員とケアマネ

サロンを開催しました。 

4月～3月/地域で出張講座開催しました。 

 

(２) 市役所各課、六会市民センター、その他関係機関等との緊密な連携を図ります。 

→地域包括支援センター定例会（藤沢市地域包括ケアシステム推進室開催）、六会市民センター内連絡会、 

むつあいボランティアセンター役員会議、民生委員児童委員協議会、六会団地会食会、中亀楽会縁側サロン、 

デイスペースひまわり（健康相談/介護予防運動）に月１回参加しました。２ヶ月に 1回小規模多機能運営

推進会議に参加しました。 

６ヶ月に１回地域密着通所介護運営推進会議に参加しています。 

・「地域の身近な連絡会」（ＣＳＷ・バックアップふじさわ・六会市民センター福祉窓口・子ども家庭課・六

会市民センター・ふらっと）隔月で開催しました。 

・「職員は、社会福祉の専門家として制度・利用者支援のあり方についての研鑽に努めます。 

 →藤沢市、神奈川県主催の研修会、ほか各種研修会に参加。（高次脳機能障害事例検討、緩和ケア研修、ケア

マネジャー資質向上研修・認知症服薬等） 

(４) 職員は、利用者に対し柔軟で創造的な支援の実践に努めます。 

→・年度初めの会議で制度内容について学び、各種研修会含めた職種別研修会へ参加しました。 

・朝ミーティング時、前日の新規、継続相談者の情報を確認共有し、各職員担当ケースを確認しました。 

３職種がそれぞれの視点を持ち、多職種協働によりケースの対応、柔軟な対応ができるよう努めています。

必要に応じその都度ケースの動き、緊急対応について情報を共有し対応がスムーズにでき、動けるように努

めています。 

 

＜相談支援・居宅介護支援＞（ふらっと） 

(１) 地域で相談を必要としているあらゆる人が利用しやすい事業所を目指します。 

→定期開催される委託相談連携会議、計画相談支援・障がい児相談支援連絡会へ参加し、相談支援専門員とし

て必要なスキルや資源の情報獲得に努めました。 

ふらっと居宅支援事業所・人材確保等の影響により２０１９年４月より事業を休止することにしました。 

(２) 市役所各課、地域包括支援センター、そのほか関係機関等との緊密な連携を図ります。 

→会議等に参加しました。特に六会地区では地域の身近な連絡会への参加により、緊密な連携を図っています。 

(３) 各部署それぞれの専門性や強みを活かし、地域や利用者のニーズに柔軟に応えられるよう制度理解・相談支

援の質向上に努めます。 

→所内会議や朝礼にて、ケースを通じて障害福祉・高齢福祉の専門性を踏まえて意見交換を重ねています。 

(４) 地域の人や事業所等との困りごとの共有、つながりを通して、共に支えあう地域づくりの取り組みを実践し

ます。 

→定期開催される委託相談連携会議、計画相談支援・障がい児相談支援連絡会へ参加しました。また、地域の

イベントにて普及啓発活動を実施しました（地域ケアマネジャー対象に障がいグループホームの研修を行

う）。ふらっと通信を隔月で発行し、ホームページや各関係機関等に配架しました。 

(５) 平成３０年度に新たに示された事業について理解し、運用に向けて検討します。 

→居室確保事業について、藤沢市障がい福祉課等と意見交換を行いました。  

 

 

  

【湘南だいち】 

＜湘南だいち全体＞ 

１． 全体テーマ 

（１）設立５年を記念して、「５周年記念イベント」を随所に盛り込みます。 
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→７月の「だいちの夏祭り」では、５周年の記念品として「ラスク」を来場者記念品として配布し好評でした。

「だいちの森」の販売スペースでは５周年の記念フラッグを作成して常時飾り、５周年の雰囲気を出しまし

た。 

（２）職員の行動目標として、「３Ｋ運動」に取り組みます。「３Ｋ」とは、「元気」・「気づき」・「気配り」を指し

ます。職員一人ひとりが意識して「３Ｋ運動」に取り組み、実践的に動ける職場を目指します。 

→朝の打合せで内容を読み合わせました。取り組みとしては、従来行っていた「ベスト支援」と「気づき」を

合わせてオリジナルの「いいねシート」を作成し、毎月の総合職会議で報告をしました。月を重ねるごとに、

報告件数も１件から２件、３件と増えていき、全部署で７８件の報告があがりました。 

 

２．職員の定着 

（１）定期的な「ノー残業週間」や、毎週水曜日の「ノー残業デイ」を実施します。職員の仕事に対する意識を変

革させ、残業軽減やライフワークが充実できるように取り組みます。 

→毎週水曜日の「ノー残業デイ」は継続して実施しました。「ノー残業週間」は夏季（7/30～8/3）と冬季（2/11

～2/15）に 1回ずつ実施しました。実施後には職員にアンケートを行い、過ごし方や今後の取り組みについ

て意見を募りました。繰り返し実施することで意識も高まり退勤時間が早くなっていました。 

（２）職員の定着を図るため、半期に１度はメンタルヘルスの面談や研修を実施し、働きやすい職場環境を作って

いきます。 

→年間を通して概ね４月時点の体制を維持できました。新入職員を中心に、１週間・１か月と定期的に面談し

て振り返りを行いました。年３回実施しただいち全体研修では、「愛の宣言」研修を行い、意識マネジメン

トの取り組みを継続しました。また、衛生委員会を通じて職員のメンタルヘルスのアドバイスを受けました。 

 

３．職員育成 

（１）湘南だいち全体の権利擁護の促進に向け、だいち研修時に権利擁護に関するチェックシートを配付・実施し

ます。集計結果を事業内会議で振り返り、権利擁護に対する意識を高めます。 

→権利擁護の取り組みでは、９月の第２回目のだいち全体研修で、「津久井やまゆり園事件」の内容をテーマ

にしてビデオ学習を行いました。グループワークをしながら、研修後のアンケートにも項目を入れて取り組

みました。1 月には、「虐待や権利擁護」の研修を実施して知識を深めました。また、だいち全体研修で毎

回「虐待防止チェックリスト」の記入を実施しました。 

（２）職員育成のため、だいち全体研修を３回実施します。また、各部署での交換研修を実施し、相互協力の促進

を図ります。加えて、積極的に外部研修にも参加し資質向上に努めます。 

→だいち全体研修は、５月・９月・２月に実施しました。５月には各部署の仕事体験を行ない、各部署の理解

を深めました。９月と２月には「事故とヒヤリハットのガイドライン」作成について取り組みました。２月

の研修では、湘南だいちにおける「事故とヒヤリハットのガイドライン」を作成することができました。次

年度は、ガイドラインを活用していきます。外部研修では、自閉症や強度行動障害の研修、業務改善の研修

にも参加しました。 

 

４．防災・防犯 

（１）ＢＣＰ（事業継続計画）の策定と防災マニュアル及び防災備品の整備、湘南だいち全体合同防災訓練を年２

回実施します。 

→ＢＣＰ（事業継続計画）は、２０１８年度版に更新しました。防災マニュアルや備品は、適宜チェックしま

した。防災備品は消費期限になる物品の入れ替え手配を行い、４月上旬に入れ替えました。湘南だいち全体

合同防災訓練は、７月と３月に実施しました。3月の訓練では、消防署と連携して避難訓練や消火訓練に加

えて「煙体験」も実施しました。より実体験に近い訓練を実施することで意識が高まりました。 

（２）講習会等を通して、消防署や警察署と連携し、防災や防犯対策に取り組みます。 

→防災は、藤沢市の会議や法人協議会主催の防災研修に参加しました。防犯は、防犯講習会を行う予定でした

が日程が合わず実施できませんでした。 

 

＜いとぐるま＞ 

１．稼働率 

いとぐるまは、稼働率８５％を目指します。特別支援学校等や相談支援事業所からの紹介や実習を丁寧に受

け入れ、藤沢市で一番評判の良い施設を目指します。 

→４月から３月までの平均稼働率は、８６％となりました。養護学校からの実習は、前期に６名と後期に３名
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を受け入れました。次年度は３名の新規利用者を受け入れます。年度途中では相談事業所からの紹介で３

名の方が利用を開始しました。各曜日において定員５０名に近づきました。９月に満足度調査を実施しま

した。集計結果としては８割以上の方が満足しているとの結果でした。 

 

２．利用者支援・家族支援 

（１）利用開始５年の利用者の個人情報を更新し、支援のあり方を見直します。 

→個人情報については部分的な更新になりました。支援のあり方については見直しとして各部屋に利用者の支

援マニュアルを作成し、統一した支援を目指すために情報共有を図りました。 

（２）昨年度から開始した工賃支給を今年度も継続します。今年度は、工賃支給額２０％アップを目指します。 

→今年度も継続して、売上から工賃を支給しています。工賃支給額２０％アップについては、生産数や売上の

減少に伴い見送っています。８月と１２月に賞与を支給しました。 

（３）利用者並びにご家族との信頼関係構築のため、ご本人を含めた個別支援計画の面談を年 2回実施します。ま

た、職員全体で共有する機会の確保（２回／年）とモニタリング（２回／年）を行います。 

→８月と２月にモニタリング会議を実施しました。個別支援計画をより反映させるため、「日々の記録」の書

式変更を行いました。変更した「日々の記録」に個別支援計画の内容を入れ込み、いつでも個別支援計画の

内容が意識できるようにしました。 

（４）昨年度改訂した個別支援計画書式を継続します。ご家族や利用者に、よりわかりやすい個別支援計画の作成

を行います。その中で、意思決定や意向等の反映された計画の作成、日中活動シートを作成して個別支援計画

だけでなく、日中の過ごし方にもしっかりと支援体制を構築していきます。 

→個別支援計画の書式は継続して使用しました。日中活動シートは詳細に記入して面談時にわかりやすく伝え

ました。意思決定に関しては８月のモニタリング会議に意思決定支援の研修を行い、共有しました。 

 

３．活動の拡大・充実 

（１）日中活動について、利用者の適性や意向を踏まえ、運動を含めた外出活動の増加や生産創作活動について販

売や紹介等の機会拡大を目指します。 

→生産創作活動では、鹿革の缶バッチの受注やオリジナル紙袋の企画及び製作を行い、7月の「だいちの夏祭

り」で販売しました。秋には昨年度も販売したオリジナルカレンダーを販売して好評でした。3月には「ク

ッキー」や「スパゲッティ」などの新商品も販売して拡大しました。 

運動を含めた外出活動は、ドライブ企画は行いましたが、運動企画までには至っていません。内部での余暇

活動として、月 1回のボーリング大会を継続して実施し、2月には法人チャリティーボウリング大会にも参

加しました。 

（２）地域事業への参加や事業所間交流を作り、利用者の社会参加の機会拡大を図ります。 

→地域事業への参加として、恒例である六会地区社協主催の「ふれあいの集い」（音楽イベント）や「じゃが

いも掘り」に参加しました。事業所間交流としては、プリズムから夏休み期間のお買い物体験（４回）を受

け入れ、湘南あおぞらや湘南セシリアからパンの購入を通してやりとりしました。今年度から「ＮＰＯ法人

マドル」へパンの委託販売を開始しました。職員としては９月に湘南セシリアや湘南ゆうき村の見学会を実

施しました。２月から３月にかけては「地域支え合いセンターヨロシク♪まるだい」にもパンの販売を行い

ました。 

 

＜児童発達支援センターぷれっじ＞ 

＜児童発達支援 ぷれっじ＞ 

１．新規事業の開設 

（１）利用ニーズに応えるため、「きりんクラス」として、新たに午後クラスを設定します。毎週水曜日と金曜日

に１４：３０～１６：３０で実施します。 

→４月からスタートしました。はぐから移行の３名とぷれっじ通園利用児１名の希望があり、各日２名で開始

しました。年度途中から利用が増え、一時は５名利用と定員になるほどでした。口コミや利用を通して増え

てきました。2019年度の新たな利用に向けて準備をしていきます。 

（２）社会生活するうえで必要なコミュニケーションスキルを身につけるプログラムを提供します。 

→月間予定表を作成し、子どもに合わせた目標やプログラムを提供しました。具体的には、相手と相談して順

番を決めたり、目標ポイントを設定したりと小集団でコミュニケーションスキルを身につけるプログラムを
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提供しています。だいちの森のパン購入体験は好評で、湘南だいちならではのプログラムが実施できました。 

 

 

２．稼働率 

（１）ぷれっじは、稼働率７５％を目指します。 

→４月から３月までの平均稼働率は７４％でした。保育園や幼稚園、他の児童発達支援事業所との併用利用は

昨年より増えていますが稼働率は上昇しています。例年夏場に大きく落ち込む稼働率も今年は大きな変動は

ありませんでした。しかし、年度途中で幼稚園への 1本化等による退園もあり、利用人数減での平均稼働率

となりました。 

（２）「きりんクラス」の新設と共に、保護者会を祝日に設定したり、親子参観日を設けたりして登園しやすい環

境設定を行います。 

→「きりんクラス」では、毎月「きりんサロン」を設定して保護者とのコミュニケ―ションや関係性を築きま

した。４月と９月の保護者会を祝日に設定したことで父親の出席が多数ありました。また、次年度の新規利

用説明会を祝日に設定したところ、５０名以上の親子が参加しました。来訪しやすい環境を作ることで一定

の成果が見られました。11/23の「親子参観」では父親や両親での参加も多かったです。勤労感謝の日とも

あって親に作品をプレゼントすると、とても喜ばれました。 

 

３．利用児・家族支援 

（１）利用児と保護者に寄り添い、信頼関係構築に努めます。また、その確認のために保護者会（３回以上／年）

と満足度調査（１回／年）を実施して公表していきます。 

→保護者とは電話や連絡帳を通じて、報告や共有を継続しました。親子登園では、来園時に保護者と話す時間

を設け、日々の悩みなども聞きながら必要に応じて面談を実施しました。満足度調査は、「サービス評価」

という形で実施しました。８割近くの保護者から好評価を頂き、法人ホームページに掲載しました。 

（２）適切な児童発達支援計画立案と作成ならびに支援を提供します。利用児の発達支援と親子登園を通した保 

護者へのフィードバックを行います。 

→法改正に伴い、今年度から「児童発達支援計画」に名称変更しました。担当を中心に、定期的にモニタリン

グ会議や日々の振り返りの際に内容を共有しました。これを踏まえて面談や親子登園時に伝えました。 

（３）アセスメントシートを作成及び提示して、児童発達支援計画だけでなく、日中の過ごし方にもしっかりと支

援体制を構築していきます。 

→定期的なモニタリング会議や職員会議を通じて、アセスメントシートの作成を行いました。定期的な情報更

新を行うことで、面談時により詳細な報告ができ保護者からも好評でした。 

（４）季節の行事、園外活動、交流保育等、利用児の経験の機会、インクルーシブの機会を拡大します。 

→季節行事は年間予定表どおりに実施できました。園外活動は遠足や散歩等外へ出る活動も意識しました。地

域との繋がりでは、今年度も「またの保育園」と継続して交流保育を行いました。また、ミニコンサートの

参加や「俣野子どもの家」に出かけたり、だいちの森でのパン購入も実施しました。 

 

４．情報提供 

（１）「ぷれっじだより」を季節ごとに発行し、利用児と保護者に情報周知と共有を図ります。 

→「ぷれっじだより」は、保護者会開催に合わせて計 4回発刊しました。行事の紹介やミニコラムを載せて紹

介しました。 

（２）ぷれっじ内に、情報掲示板を設置してお知らせや講座案内等積極的に発信していきます。 

→ぷれっじ玄関付近に情報掲示をして、各種講座や縁側事業の周知を行いました。 

 

<保育所等訪問支援 ぷれっじ＞ 

１．職員養成・育成 

（１）地域ニーズに対応できるよう訪問支援員の育成、増員に努めます。 

→訪問支援員を２名増加し、３名体制で実施しました。契約者数も４名と増え、昨年よりも増えました。引き

続き、現任者を中心に訪問支援員の育成やニーズの受け入れを行っていきます。 

（２）事業所内や他事業所と連携して、制度等の勉強会も実施していきます。 

→会議にて、毎回訪問状況の報告を行いました。また随時、藤沢市とも連絡会や情報共有を行い、他の事業所

が縮小傾向の中、藤沢市の中でも最大件数の利用実績となりました。 
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＜障害児・指定特定相談支援 子ども相談室 ぷれっじ＞ 

１．相談件数の拡充 

相談支援専門員を増やして相談体制を充実させ、新規ケースの受託や開拓を目指します。 

→職員１名が相談支援専門員初任者研修を修了しました。計５名が有資格者となりました。新規ケースの受け

入れ方を内部で検討し、恒常的に受けられるように役職者中心に受入れを決定できるシステムを作りました。

１０月から新システムで調整して相談ケースを検討しました。 

 

 

２．相談員の育成  

（１）外部の研修会等に参加し、相談支援専門員の質の向上を目指します。 

→隔月の「相談支援連絡会」に参加し、情報共有を図りました。また、「相談支援連絡会」からの情報や研修

案内をとおしても参加しました。 

（２）毎月の会議内でケース検討を行い、地域資源や相談支援のあり方について知識を深めます。 

→毎月の会議で、担当相談員の報告を行ない、ケースの共有と検討を行いました。また、介護保険分野の情報

なども取り入れながら、地域資源の発掘やサービスの使い方を議論しました。 

 

３．法人内外との連携 

（１）法人内相談支援事業所「ふらっと」と定期的に会議を行い、障がい児・者連携を強化して包括的に取り組み

ます。 

→今年度は、７月と９月にぷれっじふらっと連携会議を開催しました。内容としては、１８歳ケースの共有や

法改正に伴う加算の状況など、活発な情報交換ができました。ふらっとの体制状況から途中より中断となり

ましたが、再開に向けて調整を図ります。 

（２）相談支援連絡会議等に参加し、各事業所や関係機関と顔の見えるやりとりを図ります。 

→毎回「相談支援連絡会」に参加し、情報共有と顔の見えるやりとりを行いました。ケースによっては、他事

業所にも相談し、ケースの移管など連携を図りました。 

 

＜はんもっく＞ 

１．情報発信 

（１）昨年１１月にフルオープンしました。土日利用の拡充を図るため、関係機関や相談支援事業所に空き情報を

発信して利用に繋げていきます。 

→相談事業所（主にふらっと）と連携し、土日の利用に空き状況があることを発信し、新規契約に繋げました。 

４月以降、新規契約者が４５名の増加となり、契約者数は２０５人となりました。 

（２）利用ニーズを反映させることができるよう、満足度調査（1回／年）を実施して更なる充実を検討します。 

→１月に満足度調査を実施しました。調査結果としては９割近くの方から好評価でした。今後のニーズとして、

複数回の利用や連泊の希望があがっていたので、今後の検討課題とします。 

 

２．稼働率 

（１）平日は、稼働率９０パーセントを目指します。土日は、稼働率７０パーセントを目指します。 

→４月から３月までの平均稼働率は８５％でした。平日と土日の内訳としては平日は９５％で土日は５５％と

なりました。 

（２）専従スタッフを配置し、個別ニーズに応えられるサービス提供と契約者の拡充を図ります。 

→４月に、コーディネーターの異動や専従スタッフの入れ替わりがありました。6 月まで 1 名欠員でしたが、

7月に専従スタッフが入職して体制の安定が図られました。安定したことで新規契約者の増加にも繋げられ

ました。 

（３）１８歳になった方を対象とした、「プレ宿泊体験会」の実施を検討します。 

→体制状況と新規契約者の増加と手続きに伴い「プレ宿泊体験会」は実施できていません。しかし、３月下旬

に養護学校を卒業された３名の利用を受けました。 

 

３．支援の充実 

（１）職員間で、定期的な会議や日々のやりとりを通して、利用者情報を更新し支援の充実に努めます。 

→毎月の会議を通して、ケース検討を行ないました。現場職員の気づきを大事にしながら、対応の共有やケー
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スの情報更新を行いました。また、会議ではミニ研修を毎回実施し、知識や対応技術の習得に努めました。 

（２）緊急利用枠確保のため、環境面や体制面の検討を行います。 

→利用日の変更や急な追加等にも、臨機応変に受入れを実施しました。藤沢市の「緊急時における支援に関す

る連絡会」に参加し、緊急利用時の制度理解や緊急利用に向けての準備を行いました。緊急時用としてリビ

ングのソファーをソファーベッドとして設置しました。実際の利用はありませんでした。 

（３）有事に備えて、年間３回の避難訓練や夜間の緊急時対応の確認を行っていきます。 

→避難訓練と夜間の緊急時の対応を合わせて、6/26、8/28、11/5の年３回、避難訓練を行いました。実際に、

利用者を交えて実施し、避難経路の確認や誘導の手順、緊急時の連絡方法などを確認しました。避難訓練を

生かすこととして、厨房への初期消火の経路や避難経路を確認し、避難時用のヘルメットを常備しました。 

 

以上  


