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わたしたちを取り巻く状況 
 昨年１月から全国に蔓延した新型コロナウイルス感染症はいまだ収束せず、各事業所の 

活動が様々な制約を受け、経営面でも大きな影響を受けています。各事業所では感染防止策を徹底しな

がら、また感染症の伴う事業継続計画を策定しながら事業継続を行っています。また、今年度は３年に

一度実施される「障害福祉サービスの報酬改定」が実施され、送迎加算や食事提供加算は継続されたも

のの、生活介護事業の報酬が大きく引き下げられ、施設経営に大きな影響が出てきます。このような厳

しい状況ですが、今年度は法人設立３０周年を迎えます。３月には記念式典などの行事を行いますが、

単なる行事に終わらせることなくあけぼの福祉会の法人設立の理念に立ち返るとともに、今後の法人の

発展方向を関係者全員で確認し合う機会にしていきたいと思います。 

府中市においては、かつては「三多摩一の福祉をめざす」と市長が話され、それを受けて府中市

独自の障害者福祉施策が展開してきましたが、この間１０年は「補助金一律カット」「他市なみ」が

強調され、今後、府中市に暮らす重い障害のある方の生活がどうなるかの過度期を向けえていると

いっても過言ではないと考えます。一方で社会福祉や社会保障は利用者の粘り強い運動があって初

めて発展することを長い社会保障権利運動の歴史が証明しています。そのため、厳しい現状にあき

らめるのではなく、利用者の実情や願いに基づいた粘り強い運動を展開するため、きょうされんや

東京都社会福祉協議会の活動に積極的に参画していくが益々必要がとなっています。 

 

Ⅰ．あけぼの福祉会２０２１年度重点方針 

１、利用者の皆さんが今後の地域の中で安心して生き生きと暮らしていけるように、事業所 

  の枠を超えて法人全体の任務を担うことを確認、従事するとともに、国や自治体に制 

度の改善を求める運動を積極的に行っていく。（制度の矛盾や課題を職員全員で乗り越 

える） 

２、新型コロナウイルス感染防止に努めるとともに、感染した関係者が出た場合であっても 

  速やかに対応、事業継続ができるような準備を行う。 

３、法人設立３０周年記念事業を成功させ、利用者の皆さんの願いに応える新たな中期構想 

を策定し、具体的な展開を図る。 

４、事業の拡大に伴う法人本部体制の強化と今後法人経営を担う人材の抜擢、育成を行う。 

５、各事業が設立の原点に立ち返り、利用者支援の在り方や運営方針の見直しを行う。 

６、各事業所が収支のバランスとれた経営を行えるように既存の制度を最大限活用すると 

ともに、必要な制度の改善を求める運動を行っていく。 

① ホームヘルプステーションきぼうの利用者拡大と職員体制の充実を踏まえた経営の抜本的な改

善。 

② 総合支援センターとしての一体感とそれに基づく効率的相互補完的な運営を行う。 

③ ２か所の短期入所事業の府中市からの委託に向けた準備及び体制強化を行う。 

④ グループホームについては、利用者家族の高齢化が顕著なことから 365 日開所に向 

けた体制を整える。 

７、限られた財源、人材の中で職員がやりがいと見通しを持って業務に専念できるよう職員 

就業規則や給与規定の見直しなどを行う。 
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Ⅱ．法人運営 

１、理事会、評議員会 

 ・理事会を７回、評議員会を３回開催する。 

   理事会開催予定  ： ６月 ５日（土） １４：００～ 

６月２７日（日） １６：００～ 

７月１１日（日） １４：００～ 

              ９月１９日（日） １４：００～ 

             １１月２１日（日） １４：００～ 

              １月２３日（日） １５：００～ 

３月１３日（日） １４：００～ 

   評議員会開催予定 ： ６月２７日（日） １４：００～ （予定） 

１０月１０日（日） １４：００～ （予定）  

３月２７日（日） １４：００～ （予定） 

 

２、評議員、理事及び監事の改善 

評議員の任期が２０２０年度定時評議員会終結時までとなっていることから、６月開催する定時評

議員会前に評議員選任・解任委員会を開催し、新たな任期での評議員の選任を行う。また、理事、監

事の任期についても２０２０年度定時評議員会終結時までとなっていることから、６月に開催する定

時評議員会で理事、監事の改選を行い、合わせて同日理事会を開催し理事長等の選任を行なう。 

  

３、法人設立３０周年記念事業 

法人設立３０周年を迎えることから、記念事業を行う。企画などは検討委員会を設置して準備を行

っているが、記念式典の他、記念誌の発行や利用者企画なども検討していく。 

なお、記念式典は２０２２年３月２１日に府中の森芸術劇場で開催する。 

 

３、常任理事会 

原則として毎月１回開催し、理事会・評議員会に向けた準備と当面緊急に対応すべき事項にいて、

理事長の判断を仰ぎながら法人業務を行っていく。 

 

４、専門委員会・部会活動 

  原則として毎月１回程度会議を開催し法人に対し必要な提案などを行っていく。 

  Ａ．委員会活動   

① 教育研修委員会 

「あけぼの福祉会がめざす職員像」に全職員が近付くための研修を企画する。集合 

研修が難しい場合はウエブ研修を検討する。 

 ⅰ．法人利用者に共通してありそうな事例の検討会を行い、支援の幅を広げる。 

 ⅱ．講師を招いて研修を行い、専門的な知識を身につける。 
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② 住いの場委員会 

ⅰ.グループホームの現状の把握・課題の共有 

ⅱ.新たなホームの目指すもの・ニーズの把握 

ⅲ.一人暮らし希望者への２４時間支援体制の検討 

       以上を目標として委員会を展開する。 

 

③ 虐待防止委員会 

      法人が運営する事業所が障害福祉サービスを提供するにあたり、利用者の安全と人権保

護の観点から虐待の防止と適切な対応を推進する。 

ⅰ．虐待防止のための啓発活動を進める。 

・年度内に 1 回、全職員対象の虐待防止研修を実施する。 

・「気づきグッド報告」の月次報告を法人全事業所に周知する。 

ⅱ．虐待防止のための仕組みづくりやその定着をはかります。 

・「気づきグッド報告」をより活用しやすいものに改善する。 

・必要に応じて、ガイドラインや啓発物を作成し、意識の向上を図る。 

 

④ 広報委員会 

ⅰ.あけぼのつうしん（機関紙） 

年１１回発行（８月を除く毎月発行）し、地域の関係者及び協力者・関係機関など

へ郵送・配布し、福祉情勢や各事業所の支援・活動の報告など法人の情報発信を行

う。 

ⅱ.ホームページ 

掲載が義務付けられている、定款・報酬規程・法人情報などの更新。 

法人本部、各事業所のページを定期的に更新し、常に最新の情報発信を行う。また、

求人情報も掲載し、人材確保のツールとして活用する。 

 

⑤ 情報セキュリティ委員会 

ⅰ.情報機器管理台帳の作成及び管理体制を 2021年内に完了させる。 

ⅱ.組織内の理解度、対応力を高める。そのために各拠点にシステム担当者を配置し、専

門業者と連携し、その育成を図る。 

ⅲ.情報セキュリティ管理規定案を作成し、法人に提案する。 

以上の３点を２０２１年度の目標とし、規定策定後は、規定に沿った機関へと移行する。 

 

⑥ 緊急時対応プロジェクト 

ⅰ.あけぼの福祉会の災害に関する危機管理を高める。 

ⅱ.事業継続計画を策定し、実施、見直すサイクルを創り上げ、対応力を高める。 

の２つを目的とし、各拠点の事業継続計画と法人本部事業継続計画を策定する。事業継
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続計画に沿った、「課題抽出と検討」「学習・訓練」「計画の更新」を年間サイクルとして

定着させる。以上を以ってプロジェクトを完了させる。 

 

    Ｂ．部会活動    

① 医療的ケア部会 

       ・医療的ケアを行う職員で、第３号研修をまだ受講していない、全ての職員が、受講で

きるようにします。また、その後の実地研修についても、速やかに実施していきます。 

・通所事業所以外の事業所における、医療的ケア実施要綱を作成します。 

・医療的ケアに携わる全ての職員が、不安なく実施できるように、部会として支援体制

等を提言します。 

 

５、第５期中期計画の策定 

 ２０２１年度から２０２５年度まで５年間の中期計画を常任理事と職員が中心となりながら７月まで

に案を作成し、それをもとに理事会や評議員会での議論を踏まえ年末までに計画の策定を行います。 

計画は２０２１年から２０２２年度は第１期として当面実施する計画として、２０２３年度から２０２

５年度第２期の計画とする。 

 

６、事業経営 

１）指定生活介護事業     「府中共同作業所」        定員３５名 

 ２）指定生活介護事業     「府中生活実習所」        定員３０名 

 ３）指定生活介護事業     「ワークセンターこむたん」    定員４０名 

 ４）指定就労継続支援 B型事業 「ワークセンターこむたん」    定員２０名 

 ５）指定短期入所事業     「府中生活実習所短期入所事業」  定員 ３名 

 ６）指定短期入所事業     「あけぼのショートステイ」    定員 ５名 

 ７）相談支援事業（府中市委託相談支援事業、指定一般相談支援事業、指定特定相談支援事業）          

「地域生活支援センターあけぼの」  

 ８）地域活動支援センターⅠ型 「地域生活支援センターあけぼの」 

 ９）指定居宅支援事業及び老人居宅介護支援事業 

                「ホームヘルプステーションきぼう」 

 10）指定共同生活援助     「あけぼのグループホーム」    定員２０名  

４ユニット：第一樹林の家・第二樹林の家・ 

ぺんぎんはうすⅠ・ぺんぎんはうすⅡ 

 

７、関係機関、団体との連携 

１）東京都、府中市等関係行政機関との連携 

２）きょうされん運動への積極的参加 

３）東京都社会福祉協議会施設部会への積極的な参加 

４）府中市福祉作業所等連絡協議会への積極的参加 
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５）自治会等地域との積極的な連携 

６）その他関係機関との積極的な連携 

 

８、その他 

   ・退職引当金を例年通り行う 

    ・法人運営の共通経費といて、府中共同作業所、ワークセンターこむたん、府中生活実習所、ホー

ムヘルプステーションきぼうから５０万円ずつ繰り入れを行う。 

 

Ⅲ．事業別事業計画 日中活動部門 

◇府中共同作業所（生活介護事業：定員３５名） 

１．事業を取り巻く環境及び大きな変化、課題（第三者評価機関の報告を含める） 

 １）２名の新入利用者が４月に仲間入りをしたが、２月中旬に利用者１名が他施設への長期入所 

に伴い退所となり、利用者人数は４０名となる。 

２）昨年度の８月より調理のパート職員が欠員となったままであったが、今年度の８月にようや

く補充することができた。また、利用者の障害の重度化や状況の変化に伴い、看護業務の多

様化が続く中で、１１月より看護師（契約職員）を１名増員した。こうして、給食や支援現

場の職員体制を整えることで、より充実・安定した食事や支援を提供することにつながった。 

３）新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、４月に発令された緊急事態宣言下では、通所の自粛

や分散通所を２ヵ月にわたって実施せざるを得なかった。以降、食事時の座席配置の工夫や

送迎車両・所内の消毒を徹底し、感染防止に努めた。また、同宣言が再度１月に発令され、

通常開所をする中で基礎集団での活動に限定し、バラエティやクラブなどの活動は見合わせ、

全体行事は二部制にするなどして、多くの利用者同士の交わりを控え、感染予防を徹底した。

このような状況下で、感染を懸念して長期間通所の自粛をする利用者も数名いた。 

４）同じく、新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、販売イベントがすべて中止となり、授産の

売上に大きな影響を及ぼした。しかし、新商品である「マスク」の反響が大きく、予想以上

の売り上げとなった。また、身内ではあるがラーメンやドライフルーツのカタログ販売を実

施し、収益の向上を図った。ボーナスの支給はかなわなかったものの、減給することもなく、

毎月の給料を何とか支給することができた。 

５）感染拡大の防止とも相まって、利用者人数の増加や個々の障害の特性も踏まえ、全体で集ま

る朝や帰りの会や、食事時間のあり方の見直しを図った。 

 ６）家族の入院や病気治療、体調不良や高齢化に伴い、利用者の生活環境が大きく変わるケース

が増え続けている。さらに状況は深刻化し、緊急時に利用者の生活をどのように守るか、生

活のベースをどこにおくかが緊迫した課題となっている。 

 ７）利用者の障害の特性に応じ、より高度な専門性を身につけ、支援の向上を図るため、研修や

見学などで得たことを職員間で共有し、日々の支援を深めた。 

  

２．２０２１年度の重点目標 



【社会福祉法人あけぼの福祉会 2021 年度事業計画】  7 

 

 １）２名の新入利用者が安心して作業所生活を送られるよう、配慮した支援を行なう。その為に、

家族や卒業校の教員からの情報をもとに、適切な支援をする中で信頼関係の構築を図り、自

分らしさを大いに発揮できる環境づくりに努める。 

２）利用者のやりがいや生きがいにつながる労働を保障する中で、利用者同士の響きあいや社会

とのつながりを大切にする。 

３）個々の利用者の要望、ペースなどを尊重した基礎集団のグループ編成や、活動内容のあり方

について、次年度の実行に向けて検討をすすめる。 

 ４）新型コロナウィルスの感染予防について、引き続き徹底していく中、利用者がより充実した

時間が過ごせるよう、活動内容の工夫をする。 

 ５）利用者の個性や特性を十分に理解し、また利用者や家族の状況に合わせ、常に利用者の視点

に立って考える支援をめざす。併せて、研修や OJT、制度の学習や関係機関との連携を深める

などして、職員の支援の質を高める。 

 ６）災害発生後、早期に事業所の運営の再開ができるよう、事業継続計画（BCP）の策定をして、

万が一に備える。 

 

３．支援目標 

１）具体的な支援内容 

がんばる班  

・一人一人の要求能力に合った労働を保障する。 

・お互いに評価・尊重し合える集団作りをする。 

→個々の要求を面談や日常の会話・様子からしっかり把握すると共に、利用者の心身の状況に

配慮し、得意なことを活かせるような作業内容の検討や実現をはかる。 

個人の作業目標を明確にし、各部でプラス面を評価する場を設ける。あわせて、課題に対し

て積極的に取り組むことができるようできるよう、自主性を尊重ながら支援する。 

○ふきん部 

年間の生産目標６５００枚、売り上げ目標１３０万円とする。 

→生産や在庫状況を把握し、大量注文に対応できるよう、バランスよく生産をすることと併せ、

利用者と相談や試作をしながら、新たな商品を提案できるようにする。 

○木工部（あおぞら班作業と同一目標） 

あおぞら班と合併した作業グループで、年間の生産目標４０万円、売り上げ目標４０万円とす

る。 

→それぞれが主体的にかかわれるよう、丁寧な声かけをする。また、自助具を活用してできる

工程を広げ、いろいろな作業に取り組めるよう、支援する。 

○布製品部 

年間の生産目標１５万円、売り上げ目標１５万円とする。 

→利用者との確認を丁寧に行なう中で、利用者の出来る部分を広げ、新たな技術を身につけら

れるよう支援する。 

○総務部 
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パソコンを有効活用し、在庫・売り上げ状況を各部へ発信し、各部の生産・販売意欲の向上を

担う。 

販売準備や給料計算も計画的に行う。 

 →パソコンの設定等のソフト面、マウス等のハード面双方を整備し、利用者の障害特性に配慮

した作業環境を保障する。 

○スワンネット 

毎月の売り上げ目標を３万円、臨時販売の売り上げ目標を１５万円とする。 

→新規拡大に向けて、定期的な案内を配布したり、担当者と調整しながら臨時販売の企画をす

すめる。 

○リハビリ 

身体機能の改善を図ると同時に、リハビリで学んだことを日常生活に活かす。 

→ＯＴ・ＰＴまたは家庭などとの連携を図ると共に、リハビリ会議での情報を職員間で共有し、

日常の支援につなげる。 

 ○のんびり 

  のんびりとした時間を過ごす。 

  →心身を休める環境を整えると共に、新たな活動を模索し、実施していく。 

あおぞら班 

○全体 

健康を守る。 

→体調の変化などを見逃さないよう意識すると共に、職員間での共有や嘱託医などとの連携を

はかり、対応をする。 

生活を豊かにしていく。 

→要望をより多く実現できるよう支援すると共に、新たな活動内容も模索し、実施する。 

労働の意欲を高める。 

→働くことによって得られるやりがいや充実感を感じられるよう、声かけを大切にしていく。 

○作業（がんばる班木工部と同一目標） 

 前項記載 

○音楽 

音楽を楽しむ。  

→嬉しい、楽しいという感情を引き出すと共に、五感で感じられるような支援を心がける。 

○自由選択プログラム 

好きなことを広げ、興味を持っていることを追求していく。 

→利用者の発信する希望に添えるよう、体制を整え支援することに加え、ご家族からも普段の

コミュニケーションの中から情報を得て、取り組みに反映していく。 

○グループ別 

・五感を使って、刺激を感じ、自己表現をする。 

・主体的な関わりや、人とのつながりを感じる中で、やりがいを感じていく。 

・自分の考えや思いをまとめ、相手に伝えたり、自分以外の考え方や捉え方があることを学ぶ。 
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→利用者の関心を引き出すと共に、表情やしぐさの変化を見落とさず、支援する。 

○給料日の取り組み 

・がんばり報告会では、周囲の声援を受けて、発表者が自分の力を発揮できるようにする。 

・お祝いでは、期待や楽しみを感じ、特別な日である雰囲気を味わう時間とする。 

→日頃のがんばりを全体で共有し、日々の作業へのやりがいや達成感につなげる。 

これまで実施したことのない内容も取り入れ、楽しい時間となるように企画し、実施する。 

○体づくり 

個々の身体機能に合わせ、体を動かして健康維持につなげると共に、リラクゼーションを図る。 

→体調の変化を見極め、その日に合わせた活動を保障する。快適に運動ができるよう、安全に

留意する。 

○リハビリ 

ＯＴ・ＰＴから教わったことを、日常生活にいかす中で、身体機能の維持や改善を図る。 

  →必要に応じて嘱託医や家族と連携をし、日常生活に反映させる。 

全体の取り組み 

○公園清掃 

府中市からの委託回数を目標とし、計画的に実施すると共に、一人ひとりが力を発揮して行う。 

→計画的に実施できるよう、スケジュールや関係各所との調整をする。また、一人ひとりが力

を発揮するため、より適切な支援を心がける。 

○バラエティ活動 

・定期的に運動をする。 

・継続した学習を行い、やりがいや自信につなげる。 

→運動や学習をすることが大切、楽しいと感じられるよう、環境づくり含め配慮する。 

○クラブ活動 

日頃共に活動することの少ない利用者通しの関わりや交流を広げると共に、好きなこと、興味

のあることを広げる。 

→利用者通しの交流の場になるような雰囲気づくりを心がけ、できる限り利用者の希望を取り

入れた内容を実践していく。 

○自治会活動 

・意見を言い合い、互いに支えあう会にする。 

・新しい仲間（会員）と仲良くなる。  

→役員同士が互いの意見を尊重しあいながら、主体的に行なえるよう、助言や支援をする。 

会員からの要望を大切に、より交流が深められるよう支援する。 

○ドリームワーク 

 授産状況を把握し、適切な対応を行なう。 

  →メンバーそれぞれの力量に合わせた支援を心がけ、理解を伴いながら会議がすすむよう工夫

する。 
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４．職員体制 

管理者（施設長）    １名 

サービス管理責任者   １名（管理者が兼任） 

副施設長        １名     

主任支援員       １名 

   生活支援員      １４名  

看護師         ２名 

調理員         ３名 

理学療法士       １名（非常勤） 

作業療法士       １名（ 〃 ） 

嘱託医         １名（ 〃 ） 

講師          １名（ 〃 ） 

 

◇ワークセンターこむたん 

（生活介護事業：定員４０名、就労継続支援 B型事業：定員２０名） 

１．事業を取り巻く環境及び大きな変化、課題 

１）新型コロナウイルス感染症の感染防止と日常の活動、支援の継続を両立するために奮闘する１

年となった。具体的には、年度当初の緊急事態宣言時には、利用自粛への協力を呼びかけ、でき

る限り人数を少なくすることや分散通所を実施した。また、人の交わりを減らすことができるよ

う、食事も含めた各部署での活動、外部からの入館制限、１日２回の検温や手指の消毒徹底、各

所、送迎車の消毒、日常的な換気、マスクの着用などあらゆる対策を講じた。公共交通機関を利

用する利用者、職員については混雑する場合には時差通勤を実施し、人が集まる場所への外出等

も控えるなど大きく活動を制限せざるを得なかった。また、長期間利用自粛する利用者も出るな

どそれぞれのくらし、社会参加に大きく影響が出た。 

２）しごと活動においては、販売イベントのほとんどが中止となり販売機会が減った他、外部の清

掃委託の打ち切りも生じた。喫茶についても販売のみに絞り、イートインは休止とするなど規模

を縮小しての営業となり、製パン事業の保育園からの受注についても保育園の利用率が変動する

中で影響を受けた。こうした影響による減収分を回復できるよう、5,000 個にも及ぶシフォンケー

キのＯＥＭ作業の受託、清掃作業の拡大、ＰＣのデータ消去作業の獲得などあらゆる努力を行な

ってきたが、収入としては例年比でおよそ 12％程度減収となる見通しとなっている。毎月の工賃

は減額せず支給できているが、冬季賞与や次年度の夏季賞与に影響が出た。 

３）その他、日常的な活動においても研修旅行をはじめ様々な行事を中止とせざるを得なかった。

その中でも各部署にモニタを設置し、ウェブカメラやマイクスピーカーを整備し、忘年会、新年

会、成人を祝う会等については、オンラインやオンラインと会場とのハイブリッドで何とか開催

することができた。また、日常の朝の会や自治会行事、利用者総括会議、外部のオンライン行事

への参加等、オンラインでの活動、可能性を広げ、少なからず利用者間の交流等につなげること

ができた。 

４）２０２１年３月現在、生活介護３４名、就労継続支援Ｂ型２２名の５６名の利用者が在籍し、2
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２０２０年度末に１名が退所予定、２０２１年度新たに２名の利用者を迎え、５７名の在籍とな

る見込みである。部別人数で見ると、総合事業部３７名（重症心身障害１８名、医ケア９名含む）、

食品事業部２０名となる。生活介護１．７対１、就労継続支援Ｂ型７．５対１プラス目標工賃達

成指導員１名、その他１名の配置が必要となる。その他、サービス管理責任者の要件緩和を受け

て、配置上は１．５名とする。 

５）ワークセンターこむたん開所後に入職した職員が３／４以上を占め、その育成や標準化が課題

となっており、職員の個別育成計画の策定が望まれる。 

６）引き続き、業務の効率化が望まれる。また、休憩時間の確保や残業の縮減を図る必要がある。

そのため、必要に応じては業務量の縮減も検討する。 

７）リスクの明確化、優先すべき対策などを明らかにする必要がある。 

 

２．２０２１年度の重点目標 

１）ワークセンターこむたんとしての中期計画『２０２５アクションプラン（仮称）』を創り上げ、

その具体化に向けたスモールステップを明確化し、達成していく。特に「当事者性を高めること」

「世代交代に備えること」を重視するとともに１０年目の節目に向かって、変えてはならないも

のを形式知に変換できるよう、日常的なしくみを創り上げる。 

２）再編し２年目となる利用者集団を定着させ、利用者個々がより輝ける場に近づけていけるよう、

課題の明確化や到達点の共有を意識的に進める。 

３）職員の個別育成計画を徐々に取り組む。年度スケジュール及び手続や役割分担を明確にし、推

進する。 

４）就労支援会計、施設会計の一体的な運用管理、出納業務と経理業務の整理、決済手続きの明確

化を進める。また、連絡帳、サービス提供記録、ケース記録、看護記録等の連動性を高め、効率

化を図るとともに情報共有をさらにすすめる。 

５）法人の緊急時対応プロジェクトと連動し、ＢＣＰに沿った学習や訓練、見直し、検討を計画通

りに推進するとともに定着させ、意識や対応力の向上を図る。 

 

３．支援目標 

１）具体的な支援内容 

実践の基本方針 

①一人ひとりの障害を理解し、課題を科学的に把握し、実践を進める。 

ⅰひとり一人の要求や課題、能力に合った労働を保障する。 

 …労働実践を柔軟に展開し、利用者の労働満足度を高める。 

ⅱ労働を通して社会との接点を保障し、社会性や労働意欲、意識を育み、自信を高める。 

 …収益を高め、半期に一度の賞与支給、有給休暇制度の見直しを図る。 

ⅲＡＤＬ、ＩＡＤＬの向上に努め、安心して快適に過ごすことができるよう努める。 

…利用者全員が、安心して快適に過ごすことができるよう、環境整備を進める。 

ⅳ障害状況を的確に把握するために学習や研修を行い、障害に合わせた適切な合理的配慮、支

援を行う。 
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 …「より良い支援を行っていくために」職員の育成、標準化に力を入れる。 

②利用者一人ひとりの２４時間の生活保障の充実を図る。 

ⅰ自分で「考える」「選択する」「判断する」「行動する」などの力を伸ばし、自主的、主体的な

活動を重視する。 

 …利用者の新たな「チャレンジ」を積極的に支援する。 

ⅱ活動で培った力を生活場面や地域の中で活かせるよう、本人や家族と共に考える。 

 …利用者の「こうなりたい」や「これを経験したい」を取り組みの中で実現する。 

ⅲ事業所、家庭、行政、医療、地域などの役割、関わりを明確にし、連携しながら一人ひとり

の「幸せ」を追求する。 

 …「じぶん計画」で利用者の将来像をできるだけ具体化し、それに向けた日々の支援を行う。 

ⅳ医療、家庭、作業所などが一体となって健康管理を進める。 

 …家庭や専門職との連携を密にし、情報の共有を重視し、日々の支援を行う。 

③障害の種別を越えた集団作りを行なう。 

ⅰお互いに評価、尊重し合える集団作りをめざす。 

 …新たなグループでの活動を利用者とともに模索し、互いを理解し、違いを認め合えるよう

半期ごとに振り返る機会を設ける。 

ⅱ個々の課題や希望に即した集団化を進める。 

 …各利用者に適した集団編成や実践内容の見直しを行い、必要に応じて下半期に見直しを行

う。 

 実践全体 

 ➀利用者が安心して通所し、健康的に活動ができるようにする。（健康） 

 ②利用者の生活が豊かになるような実践を、創意工夫をもって進める。利用者の 24時間の生活に

留意し、一人ひとりに合った生活支援を行う。（生活） 

 ③利用者が、自分の課だけではなく、「部」および「全体」への貢献感を得られるような労働実践

を展開する。各課各部の努力を合わせて、こむたん全体の収益を高める。（労働） 

 ④利用者の、課を越えた交流を積極的にすすめる。（集団） 

食品事業部 

➀利用者一人ひとりが心身ともに元気に日々通所し、一日活動を行う。 

ⅰ職員個々の気づきをすみやかに共有し、チームとして支援を行う。 

【1】日々の様子や気づきを、振り返りやケース記録への記入を通じて職員間で共有する。 

【2】必要性に応じて、連絡帳・電話・個別面談を通じて、家庭と情報共有や相談を行う。 

【3】専門職（嘱託医、看護師、ＰＴ・ＯＴ）と連携をする。 

【4】新型コロナウィルス感染対策（環境配慮）を引き続き進める。 

②利用者一人ひとりの２４時間の生活の充実をはかる。 

ⅰ個別支援計画作成面談時等において、個々のニーズを細やかに汲み上げる。 

ⅱ利用者からの発信に対して、できる限り具体的な対応を検討し、実践する。 

ⅲ部職員で余暇的活動（「取り組み」）の是非やあり方を考察、検討する。 

③利用者一人ひとりが、自分の仕事にやりがいと責任をもって取り組む。安心・安全・おいしい
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食品商品を追求する。廃棄を少なくし、利益体質強化をはかる。 

 ⅰ利用者の個別目標に即しながら適材適所の業務配置を行う。 

その日の部署の業務をボード等を改善し、各利用者が自分の役割をよりわかりやすくする。 

「係」を設けるなど、各利用者の意識が高まるような仕組みを工夫する。 

ⅱ製造と管理手順を明確にし、安定した品質の製品をつくり、販売する。HACCPに基づく衛生管

理マニュアルを作成し、実施する。 

ⅲ毎日、毎月の収支の記録を確実につけ、月ごとに振り返り、対策を講じる。 

④両課間の交流を通じて、互いを認め合い尊重し合える作業集団を目指す。 

 ⅰ「部会議」の定期開催など、情報の共有や意見交換の機会をもうける。 

ⅱ喫茶室の売上入力を３階で担う等事務作業の協働を進める。 

 総合事業部 

 ➀個々の心身の健康維持を図る。 

ⅰ個々状況の健康を把握し、日々適切な支援を行う 

【1】コロナウイルス等の感染症対策を継続的に実施する。 

【2】必要に応じて専門職（嘱託医・看護師・栄養士・作業療法士・理学療法士）と連携する。 

【3】医療的ケアの手技獲得支援員の拡充及び手技獲得職員が定期的に医療的ケアを実施する機

会を保障する。 

ⅱ精神的・年齢等から起こりえる二次障害に対して的確な対応に努める 

【1】職員の専門知識の向上の為の勉強会の開催や研修に参加できる機会をつくる。 

【2】関係機関（支援センター・ヘルパー事業所・訪問看護・グループホーム等）と積極的に情

報交換し連携した利用者支援を行う。 

②しごと以外の活動の充実を図る。 

ⅰ各利用者の「願い」や「思い」に寄り添い、利用者個々の生活がより豊かなものになるよう

に努める 

【1】季節を感じられる取り組みを実施する。 

【2】「課の取り組み計画書」を毎月必ず作成する。 

【3】課を超えた部内での取り組みを検討し、試行する。 

③個々の利用者が「やりがい」や「誇り」をもてるしごとを保障する。 

ⅰ安定したしごと保障及び売上の向上を目指す 

【1】年間授産計画の作成・毎月作業計画書を作成する。 

【2】新しいしごとを開拓し積極的に試行する。 

ⅱ利用者が主体的にしごとに取り組める機会を保障する。 

【1】定期的に各課で「しごと会議」を実施し、「部」で共有していく。 

【2】自助具の改善やしごと環境の整備を積極的に行う。 

④それぞれが互いの良さを認め合い、協力しあえる関係の構築を目指していく。 

ⅰ各課で大変なこと、フォローが必要なことは「部」全体で共有し協力していく。 

【1】「課」でのしごと活動・取り組みの「課題」を明確化し「部」で共有を行う。共有してい

く中で、どのように「部」として協力できるのかを検討し実践につなげていく。 



【社会福祉法人あけぼの福祉会 2021 年度事業計画】  14 

 

【2】職員間で「部」をフォローできるよう仕組みづくりを行う。 

２）週間プログラム 

  月 火 水 木 金 

食
品
事
業
部 

Ａ

Ｍ 
作業 作業 作業 作業 作業 

Ｐ

Ｍ 
作業 作業 作業 作業 作業 

総
合
事
業
部 

Ａ

Ｍ 
作業 作業 作業 作業 作業 

Ｐ

Ｍ 

作業／ 

取り組み 

（からだの時

間、楽しむ・

知る） 

作業／ 

取り組み 

（運動、楽し

む・知る、学

ぶ） 

作業／ 

取り組み 

（からだの時

間） 

作業／ 

取り組み 

（運動、楽し

む・知る、学ぶ） 

作業／ 

取り組み 

（からだの時

間） 

３）自治活動（こむたん会） 

利用者の自治活動に取り組む。主体的な活動を広げていけるよう、外部活動への参加などについ

ても支援する。交流を通して、個々を知り、認め合う活動をめざす。 

４）給食 

 利用者にとって安心安全な給食を提供する。そのために衛生管理の徹底やアクシデントの予防、

改善に努める。また、利用者の声を給食に反映できるような取り組みを進める。 

 

４．職員体制 

施設長          １名 

副施設長         １名 

サービス管理責任者    ２名（兼任） 

主任支援員        ２名 

    生活支援員       ２２名（生活介護２０、就労継続Ｂ型２） 

    職業指導員        ２名（就労Ｂ） 

    目標工賃達成指導員    １名（就労Ｂ） 

    看護師          ３名（生活介護） 

栄養士          １名 
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調理員          ３名 

    嘱託医          １名 

    ＯＴ・ＰＴ       各１名 

 

５．職員会議・研修 

正規職員会議        （随時） 

常勤職員会議        （月１回） 

ケース会議         （月１回） 

運営会議          （月２回）施設長、副施設長、主任 

実践責任者会議       （随時）副施設長、主任、部署責任者 

食品事業部担当者会議    （月２回） 

総合事業部担当者会議    （月２回） 

給食担当者会議       （月１回）栄養士、調理員 

健康会議          （月１回）副施設長、看護師、主任、栄養士 

 

６．研修計画 

  ＜資格研修＞ 

    食品衛生責任者講習 

    目標工賃達成指導員研修 

    サービス管理責任者更新研修 

    サービス管理責任者基礎研修 

    喀たんたん吸引等第 3 号研修 

  ＜現場実習＞ 

    他施設現場実習 

  ＜その他の研修＞ 

虐待防止研修（管理者、従業者） 

摂食指導関連研修 

てんかん講座 

経営管理者関連研修 

高次脳機能障害関連研修 

    きょうされん安居楽業 

    きょうされん第 44 回全国大会オンライン 

きょうされん東京支部実践交流会、中堅職員研修、ニュースタッフセミナー 

    重症心身障害者関連研修 

    衛生管理講習 

  ＜内部研修＞ 

ＡＥＤ講習 

バギング研修 
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避難用昇降器具講習 

てんかん対応研修 

ワークセンターこむたん研修会（4 回） 

部内研修会（2 回） 

  

 

◇府中生活実習所（生活介護事業：定員３０名） 

１．事業を取り巻く環境及び大きな変化、課題（第三者評価機関の報告を含める） 

 １）２０２０年度は、現員２９名でスタートしたが、１１月３０日に他市の医療型入所施設への入所

による退所者 1 名があり２８名となった。２０２１年度の入所者は１名、２９名でのスタートと

なる。 

 ２）副施設長不在、主任１名の現状であるが、年度内に２０２１年度に向けた管理体制を確立できる

ように職員のスキルアップを行いたい。 

 ３）主任をＯＪＴ担当者と位置づけ、積極的に教育、研修を行う。特に経験の浅い職員への支援力向

上、リーダー職員への組織管理力向上を課題として取り組む。 

 ３）２０２０年度、新型コロナウィルスの影響で、毎月行っていた外出企画、年２回の行事企画、旅

行が注意となり、いつも行っていることがないという分かりにくい状況変化に対して利用者への

影響（混乱）があった。２０２１年度も状況は大きく変わらないと考えられるが、安定したに日

常生活が送ることができるよう活動を構築していく。 

４）知的・身障重複の障害のある３グループ（Ａ:５名、Ｂ:７名）合同及び課題別活動を増やし、一

人ひとりの課題に沿った支援を展開する。 

 ５）利用者の課題を整理し、利用者の活動グループ異動、支援職員の異動を実施し、より個別課題に

沿った支援を展開する。 

 ６）強度行動障害のある方をはじめ重度知的障害のある方の蓄積された支援技術を確実に伝えていく

ことができる方法（文書を含め）を再検討しマニュアル及びアセスメントのあり方を見直しが望

まれている。第三者評価事業の指摘事項にもなっている。 

 

２．２０２１年度の重点目標 

 １）新入利用者、グループ移動利用者が大きな混乱なく生活ができるように個別支援計画に基づき丁

寧な支援を行う。 

２）３グループ全体の利用者の個別課題を設定し、Ａ・Ｂ合同の課題別の活動内容を広げ、個別課題

の支援の充実を図る。 

 ３）新入利用者が抱えるアレルギーへの対応として、食事提供方法、対応策を職員全員ができるよう

に情報共有、研修（施設内）を行う。 

 ４）新人職員の教育をＯＪＴ担当者を決め、計画的実施する。 

 ５）個別支援計画に沿った支援を実施し、利用者の目標・課題に沿った評価を適切に行う。 

 ６）中期構想の策定の中で特に利用者のグループ編成を中心課題としてグルーピングを検討する。 

 ７）グループホーム入居者に対してホーム職員（法人外のホームも含め）と連携を深め、利用者の生
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活の安定に努める。 

 ８）事業継続計画（ＢＣＰ）を作成し、計画に沿った訓練・準備を進める。 

 ９）事業計画の目標の達成度を１０月、２月に確認する総括会議を行う。 

 

３．支援目標 

 府中生活実習所が利用者にとって「利用者一人ひとりが生き生きと能力を発揮できる場所」「利用者に

とって居心地の良い安心できる場所」「健康で楽しい生活を送る事が出来る場所」であることを前提に支

援を展開する。 

１）具体的な支援内容 

①利用者一人ひとりが生き生きと能力を発揮できるために、少人数グループ化を行い、障害特性や

関係性に配慮し、支援する。 

②利用者一人ひとりの発達保障の視点を大切に支援する。 

③日常の生活の安定を保障するとともに、将来の生活を見据えて、ＡＤＬの向上など必要な力を培

う。 

④作業能力・集中する力の蓄積を確認できる利用者へ作業（仕事）を意識した支援をする。 

⑤利用者一人ひとりの社会との接点を保障する。 

⑥利用者の健康維持・増進に努める。 

 

 ２）週間プログラム 

○１グループ（自閉症） 利用者５名 支援員２名 

 月 火 水 木 金 

午 

前 
ウォーキング 織り 個別活動 調理実習 ウォーキング 

午 

後 
個別活動 音楽 体育 

バランスボー

ル 
リラクゼーション 

○２Ａグループ（重度知的障害） 利用者６名 支援員２名 

 月 火 水 木 金 

午 

前 

ウォーキング 

（ＡＢ合同） 

織り 

ウォーキング 

ウォーキング 

（ＡＢ合同） 
体育 

ウォーキング 

（ＡＢ合同） 

午 

後 
紙すき 音楽 紙すき ストレッチ 

リラクゼーション

（ＡＢ合同） 

 

 

 

○２Ｂグループ（重度知的障害） 利用者６名 支援員３名 

 月 火 水 木 金 

午

前 

ウォーキング 

（ＡＢ合同） 

音楽 

ウォーキング 

ウォーキング 

（ＡＢ合同） 
ウォーキング 

ウォーキング 

（ＡＢ合同） 
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午

後 
紙すき 織り 紙すき 体育 

リラクゼーション（Ａ

Ｂ合同） 

○３Ａグループ（知的・身体重複）：利用者５名 支援員３名  

 月 火 水 木 金 

午 

前 
室内運動 音楽 

体育 

（月１回ＡＢ合同） 

ウォーキング 

（ＡＢ合同） 
リズム運動 

午 

後 
ウォーキング クラフト ストレッチ 

美容 

リラクゼーション 
個別活動 

 

○３グループＢ（知的・身体重複）：利用者６名 支援員４名 

 月 火 水 木 金 

午 

前 
エクササイズ 

音楽 

ウォーキング 

体育 

（月１回ＡＢ合同） 

ウォーキング 

（ＡＢ合同） 
エクササイズ 

午 

後 
ウォーキング 織り ストレッチ 織り 個別活動 

※その他、毎月１回外出企画・１日調理実習実施 

 ３）主な行事 

  ・イベント企画（前期：観劇、後期：音楽鑑賞） 

  ・旅行 ①１０月７日（木）～８日（金） ②１０月１４日（木）～１５日（金） 

 

４．職員体制 

＊施設長          １名（常勤） 

＊サービス管理責任者    １名（施設長兼任） 

＊主任支援員        １名（常勤） 

＊生活支援員       １４名（正規７名、嘱託７名） 

＊看護師          １名 

＊送迎支援員        ２名（非常勤） 

＊嘱託医          ２名（非常勤）※今年度より年２回の精神科医との嘱託医契約を再開。 

＊講師           ３名（非常勤） 

 

５．その他 

１）研修計画 

  ①資格研修 

   強度行動障害支援者養成講座、相談支援従事者初任者研修、サービス管理責任者講習 

  ②現場実習 

   都内知的障害者施設現場実習 

  ③その他の研修 

きょうされん東京支部ニュースタッフセミナー、摂食指導関連研修、てんかん基礎講座、ダウン
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症関連研修、発達障害関連研修、きょうされん安居楽業、きょうされん全国大会、きょうされん

東京支部実践交流会、中堅職員研修、人間発達講座 

  ④内部研修 

ＯＪＴ研修（経験のある職員が講師となり学習会を開催） 

２）インフルエンザ予防接種の実施 

   嘱託医の協力を得て実施しているインフルエンザ予防接収を１１月に実施します。費用を実費徴

収する。 

３）衛生管理の徹底 

   衛生管理マニュアルに沿って、感染症（風邪やインフルエンザ、新型コロナウィルスなど）が発

症しないように施設として徹底した管理を実施する。 

 ４）災害時対応（ＢＣＰ）の作成 

   ＢＣＰを整備（法人の緊急対応プロジェクトとも連動）し、訓練、学習、備蓄品の整備を行う。 

 

Ⅳ．事業別事業計画 地域生活部門 

◇地域生活支援センターあけぼの 

１、事業を取り巻く環境及び大きな変化、課題 

１）２０２０年度はほぼ１年間職員が１名欠員となったが、新型コロナウイルス感染拡大により

地域活動支援センターの企画がほとんどできなかったため、この１年をしのぐことができた。委託

費は前年と同額で、２０２１年度も３％減額で決まりそうだったが、委託事業者と市とで話し合い

同額を確保してもらうことができた。しかし、来年度も委託費については話し合いを重ねていかな

ければならない。モニタリングの回数が増え、事務量の更なる増加により職員の負担が増えている。

高齢化に伴い法人内の利用者の家族による介護が難しくなり、入所施設探しやヘルパー導入などの

支援が増えていている。 

 2）精神障害、発達障害者の利用が増えている。愛の手帳を持っていても、精神障害や発達障害が

主病という方も多く、地域生活支援センターあけぼのが社会での生き辛さを抱えた人の心のよりど

ころとしての居場所となっている。新型コロナウイルス感染予防の観点からフリースペースの利用

を１日３０分までとしたことで、利用者とも集中して向き合える時間となっている。 

 

２、２０２１年度の重点目標 

 １、サービス等利用計画作成数の充実 

２、相談支援事業の充実 

 ３、高次脳機能障害支援促進事業の拡充 

 ４、地域活動支援センター事業の充実 

 

３、支援目標 

１)サービス等利用計画作成数の充実 

 現在４８名の法人内利用者のサービス等利用計画を作成しているが、法人内にはセルフプランを
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作成している利用者もまだ多くいる。家族の高齢化に伴い、介護ができなくなるなどの問題も起き

ているため、問題が起こる前に利用者の将来についても考えた支援が必要となっている。計画相談

が入ることで、将来にも目を向けた支援を行うことができるため、多くの人の計画相談の導入が望

まれる。また、計画相談を増やすことで運営費も補填し、健全な経営が望まれる。 

２０１９年度より報酬単価が減額となったがモニタリングの回数が増えたので、収入は増えてい

る。２０１９年度には精神障害者支援体制加算、行動障害支援体制加算をとることができたが、２

０２０年度は要医療児者体制加算の研修に当選しなかったため加算がとれなかった。また個別の加

算を取ることにより、少しでも収入を確保するように努める。忙しい中ではあるが相談の質も高め、

寄り添った相談支援ができるように努める。 

 

２)相談支援事業の充実 

 ①委託相談支援事業 

  ・府中市からの委託支援事業として、市民からの相談に対応し、障害福祉サービスなど必要 

な支援に結びつくよう調整をする。特になかなか解決に結びつかないような難しい相談に応 

じ、市と協力して対応に当たる。 

・養護者による虐待の防止及び早期発見に努め、虐待が疑われる場合は必要に応じて状況確 

認を行い、市に報告をする。 

・市内の相談支援専門員、その他障害福祉関係者への個別支援として、サービス担当者会議 

などに参加し、制度・施策等に関する情報提供を行い、府中市の障害者福祉の向上に努める。 

・「地域の社会基盤強化」のため市や他の支援センター、障害福祉サービス事業所・医療機関 

民間企業等ともネットワークを広げていく。また障害分野のみならず、子育て・介護保険・ 

生活援護・地域権利擁護の分野とも連携を図る。 

・府中市で開催される障害者等自立支援連絡会・障害者計画推進委員会・地域生活支援セン 

ター連絡会・特定相談支援連絡会・作業所連絡会などの会議に出席し、関係機関との情報交 

換を行い、府中市の福祉の向上に努める。 

②地域相談支援 

  病院等から地域生活への移行準備としての外出支援や入居支援を行う。また、地域に移行し

た場合、２４時間対応の定着支援を行う。そして、これらの支援を行った場合は地域移行支援、

地域定着支援として申請をする。２０２０年度は行わなかったが今後も必要に応じて行う。 

       

２）高次脳機能障害支援促進事業の拡充 

「さろん de ぼ～の（当事者活動）」「家族さろん（家族会）」「高次脳評価」の社会資源の開拓・

把握、「学習会」「出張講座」「書籍の貸し出し」による広報・普及・啓発、「つながろう会（関

係機関連絡会）」を開催し関係機関との連携強化を行ない、高次脳機能障害のある人々が地域生

活を営む上で、困難や不利益が生じないよう支援に当たる。府中リハビリ協議会など、地域の

関係機関との連携も更に強化していく。 

 

３）地域活動支援センター事業の充実 
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地域に根差した相談支援事業所としてオープンスペースを様々な会議で利用していただいてい

る。２０２０年度は新型コロナ感染拡大の影響で「外出イベント」「料理教室」「ダンスクラブ」

は行うことができなかったが、人気のある企画なので、感染予防をしっかりしながら安全な環境

でできる状態を考え、できるだけ企画をしていきたい。当事者活動「自主サークル」では、仲間

との話し合いに刺激を受けて短期入所やグループホームを自ら利用しようという動きが生まれて

いるため、今後も安全な環境を整えながら行っていきたい。アフタヌーンティー(家族相談)｣では、

施設見学なども行い、家族が将来について考えるきっかけを作る。ボランティアサークル「ぼ～

のくらぶ」では、どこの社会資源にもつながらない障害のある方を中心に、機関紙の発送準備の

ボランティアをしながら次の社会資源につながる力をつけていく支援を行う。今年度も一般市民

の学習機会の場として障害者福祉に係る学習会を企画する。 

 

４、職員体制 

管理者（施設長）１名（相談支援専門員）  

相談支援専門員４名（正規２名・嘱託１名・非常勤 1名） 

 

５、会議・研修 

１）会議    

 会議名 頻度 対象 

事業所 職員会議 月１回 全員 

 ケース会議 週１回 全員 

法人 山上ビル調整会議 月１回 管理者 

 管理者会議 月２回 管理者 

 委員会・部会 月１回程度 委員・部員 

府中市 地域生活支援センター連絡会 年６回 管理者 

 地域生活支援センター定例会 月１回 全員 

 特定相談支援事業所連絡会 月１回 職員１名以上 

 精神保健福祉連絡会 月１回 高次脳担当職員 

 精神保健福祉事例検討会 月１回 高次脳担当職員 

 府中市自立支援協議会 年６回 委員 

 府中市障害者計画推進委員会 年６回 委員 

 作業所連絡会 月１回 管理者 

 作業所連絡会役員会 月１回 管理者 

 作業所連絡会研修委員会 年４回 管理者 

きょうされん 東京支部運営員会 年１０回 運営委員 

 支部相談支援部会 年６回 職員１名 

その他 東京都高次脳リハビリ準備会 年４回 高次脳担当職員 

 府中リハビリ協議会 年１０回 高次脳担当職員 
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 障害者雇用連絡会議 年２回 職員１名 

 府中けやきの森学園移行支援会議 年１回 職員１名 

 府中けやきの森学園運営委員会 年３回 管理者 

 府中市軽スポーツ大会実行委員会 年４回 職員１名 

２）研修計画 

  ①資格研修 

   相談支援従事者現任研修３名、障害支援区分認定調査員研修１名 

   医ケア児研修１名 強度行動障害者研修１名 精神障害者研修１名 

  ②きょうされん研修 

   ニュースタッフセミナー１名、中堅職員研修１名、経営管理研修１名、 

相談拡大支援部会１名、全国大会１名 

  ②その他の研修 

   高次脳機能障害関連、障害関連、人権関連、きょうされん関連、その他必要に応じて研修に 

参加する。研修に参加した場合はレポートを提出する。 

 

◇ホームスヘルプテーションきぼう 

１、事業を取り巻く環境及び大きな変化、課題 

 １）登録ヘルパーは、１名増員したが、稼働時間などの制約があるためヘルパー数が十分とは言

えない状況が続いている。 

 ２）昨年度職員４名（男性２名女性２名）体制となったが、女２名が７月より病気・出産のため

稼働できない状態となった。今年度も稼働の見通しが立っていない。 

 ３）新型コロナウイルスの影響により、サービス時間短縮や移動支援の利用自粛を実施した為収

益減となった。また、感染防止の為の備品購入による支出が増大した。 

 ４）７０代のヘルパー稼働率が高く、世代交代を進めたいが、新しい人材の確保ができず、シフ

トするに至っていない。 

 ５）朝夕・土日祝の利用希望者は多く、派遣ヘルパーの確保が出来ず利用者拡充に繋げられてい

ない。 

 ６）長時間の移動支援の希望が年々増加しているが、派遣ヘルパーの確保が出来ず利用者拡充に

繋げられていない。 

 ７）移動支援における利用者の運動量確保目的の支援で、同行できる体力のあるヘルパーがいな

いため、高齢ヘルパーが対応している。 

 

２、２０２１年度の重点目標 

 １）登録ヘルパーの人員確保 

 ２） 女性職員の欠員に伴い、男性正規職員へサービス提供責任者業務の早期習得を目指すと共に、

男性利用者の拡充を図る。 

 ３）職員・ヘルパーの空いている時間帯（平日の日中など）の利用者の開拓 

 ４）重度訪問の特定事業所加算ⅢからⅠへ移行し、収益の拡充を図る 
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 ５）登録ヘルパーの状況に応じた、業務の確保 

 ６）登録ヘルパーの利用者限定を減らし、複数のヘルパーを派遣できる体制作り 

 ７）個人情報の取り扱い・虐待防止の強化 

 ８）実務の効率化を行い、サービス活動の時間確保を行う。 

 

３、支援目標 

 １）継続利用の利用者の高齢化・機能低下・家庭環境の変化に伴い、適宜状況を確認し、適切な

サービス提供を目指す。。 

２）複数のヘルパーが同一利用者にサービス提供を行う場合、情報の共有を徹底し、安定したサ

ービス提供を目指す。 

３）カンファレンス・ケース会議・研修会などを行い、障害特性や介助技術を理解し、利用者・

介助者共に心身に負担のないサービス提供を目指す。 

４）各関係機関との連携を図り、多角的なサービス提供を目指す。 

５）サービス提供責任者の役割や配置を見直し、事業所体制の強化を目指す。 

   

４、職員体制 

＊管理者（施設長）     １名 

  ＊サービス提供責任者    ４名（正規職員女性２名・管理者兼任） 

  ＊登録ヘルパー      ２１名（男性２名・女性１９名） 

 

５、その他 

１）会議    

  ①ケース会議（毎月１回） 

  ②職員会議（毎月１回） 

  ③サービス担当者会議（適宜） 

２）研修会 

  ①法人研修の参加 

  ②事業所研修の開催（年２回程度） 

  ③派遣講師研修（年２回） 

  ④法人外研修の参加（適宜） 

 ３）人材確保 

  ①公共機関への求人を継続的に募集 

  ②その他、適宜求人媒体を利用し募集 

 ４) 人材定着率維持の取り組み 

  ①労働環境の改善 

  ②個人面談などで従業員のストレスチェックを確認 

  ③事業所内のコミュニケーションを活性化 
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◇府中生活実習所短期入所事業（短期入所事業：３床） 

１．事業を取り巻く環境及び大きな変化、課題 

 １）開所１５年目となり、あけぼのショートステイとの協力･調整をしながら３床の短期入所事業

を運営した。 

 ２）新型コロナ感染症の流行拡大のため、４月～５月の利用自粛、６月の人数制限、また利用者

側からのキャンセルでいまだかつてない大幅な収入減となった。 

   またコロナを契機とし、定期利用が切れてしまった利用者が複数名出ている。   

 ３）開所当初より府中市より単独の補助金を受けてきたが、２０２１年度６００万円の増額が決

まった。さらに府中市との協議の中で、委託も含めた将来展望を模索中である。どのような

運営費の支援を市からいただき、どのような事業を展開できるのか、早急な検討が課題とな

っている。 

 

２．２０２１年度の重点目標 

 １）補助金を活用しての事業の拡大と充実 

６００万円に増額された府中市補助金を活用し、2022 年度以降の事業形態を想定しつつ、事

業の拡大を図る。 

① 正規職員１名の増員（常勤３名体制） 

② ２泊利用の受け入れ 

③ 週末利用の受け入れ（土日日中の支援含む） 

④ 重度の利用者の受け入れを拡げる 

 ２）医ケアの実施についての条件を作る 

   ①常勤職員が３号研修を受講し、医ケアについての基礎知識を構築する 

   ②事業所登録、加算の獲得、看護師の雇用の検討などの整備をする。 

 ３）強度行動障害の利用者の受け入れの条件を作る 

   ①常勤職員が強度行動障害支援者養成研修を受講し、知識を得る 

   ②加算について精査し、申請する。 

 ４）支援者集団の強化と充実 

   ①職員の支援の力量の標準化を図るため、利用者の情報や支援方法などを共有し、スキルア

ップのための研修や自己学習の場を企画する。 

   ②非常勤職員の拡大を図り、また支援の力量の標準化、適材適所の配置を行い安定的な受け

入れ態勢を確保する。 

 ３．支援目標 

 １）受け入れ目標 

短期入所の受け入れ１２２日/月、を目標値とする。 

四半期ごとに６０％⇒８０％⇒９０％⇒１００％と目標を定め、利用拡大を図る。 

一定の割合で２泊利用を受け、利用者のニーズにこたえていく。 
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 ２）支援内容 

   利用者の障害の種別、程度、障害特性、年齢などに配慮し、リラックスして穏やかな生活が

おくれるように支援する 

   家庭での生活習慣や本人の希望に合わせた生活を保障する。 

４．職員体制 

管理職１名(兼務)、支援員３名（正規２嘱託１）、 

非常勤職員（目標）１０名 ＊アルバイトスタッフは基本２事業所兼務 

 

◇あけぼのショートステイ（短期入所事業：５床） 

１．事業を取り巻く環境及び大きな変化、課題 

 １）開所５年目となり、府中生活実習所短期入所事業との協力･調整をしながら５床の短期入所事

業を運営した。 

 ２）新型コロナ感染症の流行拡大のため、４月～５月の利用自粛、６月の人数制限、また利用者

側からのキャンセルでいまだかつてない大幅な収入減となった。 

   またコロナを契機とし、定期利用が切れてしまった利用者が複数名出ている。   

 ３）開所当初より府中市より単独の補助金を受けてきたが、２０２１年度６００万円の増額が決

まった。さらに府中市との協議の中で、委託も含めた将来展望を模索中である。どのような

運営費の支援を市からいただき、どのような事業を展開できるのか、早急な検討が課題とな

っている。 

 

２．２０２１年度の重点目標 

 １）補助金を活用しての事業の拡大と充実 

６００万円に増額された府中市補助金を活用し、２０２２年度以降の事業形態を想定しつつ、

事業の拡大を図る。 

① 嘱託職員１名の増員（常勤３名＋管理者体制） 

② ２泊利用の受け入れ 

③ 週末利用の受け入れ（土日日中の支援含む） 

④ 重度の利用者の受け入れを拡げる 

 ２）医ケアの実施についての条件を作る 

   ①常勤職員が３号研修を受講し、医ケアについての基礎知識を構築する 

   ②事業所登録、加算の獲得、看護師の雇用の検討などの整備をする。 

 ３）強度行動障害の利用者の受け入れの条件を作る 

   ①常勤職員が強度行動障害支援者養成研修を受講し、知識を得る 

   ②加算について精査し、申請する。 

 ４）支援者集団の強化と充実 

   ①職員の支援の力量の標準化を図るため、利用者の情報や支援方法などを共有し、スキルア

ップのための研修や自己学習の場を企画する。 

   ②非常勤職員の拡大を図り、また支援の力量の標準化、適材適所の配置を行い安定的な受け
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入れ態勢を確保する。 

  

３．支援目標 

 １）受け入れ目標 

短期入所の受け入れ２３０日/月、を目標値とする。 

四半期ごとに６０％⇒８０％⇒９０％⇒１００％と目標を定め、利用拡大を図る。 

一定の割合で２泊利用を受け、利用者のニーズにこたえていく。 

 ２）支援内容 

利用者の障害の種別、程度、障害特性、年齢などに配慮し、リラックスして穏やかな生活が

おくれるように支援する 

   家庭での生活習慣や本人の希望に合わせた生活を保障する。 

 

４．職員体制 

管理職１名(兼務)、支援員３名（正規２嘱託１）、 

非常勤職員（目標）１０名 ＊アルバイトスタッフは基本２事業所兼務 

 

◇グループホームあけぼの（共同生活援助事業） 

  グループホーム ぺんぎんはうすⅠ、Ⅱ ３Ｆ(女性５名)・４Ｆ(男性５名) 

           グループホーム 樹林の家 第一、第二   (女性５名・男性５名) 

１．事業を取り巻く環境及び大きな変化、課題 

１）管理者の交代 

 ７月に管理者が急逝し、混乱の中９月にショートステイとの兼務の形で新しい管理者に交代した。

常勤ではない管理者のかかわり方についてはいまだ試行錯誤中である。（管理者・職員共に） 

２）支援体制の課題と整備  

直接支援を多く担っていた管理者の急逝で、医療的ケアを含む樹林の家の女性の支援体制が不十

分になり、法人内の支援や職員の負荷もかけつつ、利用者を変わらず受けられる体制を何とか作る

ことができた。９月より樹林の家に正規職員が異動し、樹林の家の女性の人数不足の状態は一定改

善された。医療的ケアは当初ややイレギュラーな対応もしつつ、１０月には実施職員の拡大もでき、

通常の状態に戻すことができた。 

そういった中でぺんぎんはうすの女性の支援体制の改善が十分できず、常勤職員が３夜勤/週、３

連泊などの状況が年間通して続いてしまっている。また男性の２つのユニットも超勤での対応は変

わらず続いている。 

アルバイト職員の雇用は年度の後半になり少しずつ進み、各ユニットに 1～2名の定期非常勤職員

の雇用と定着の見通しを持てるところまできた。 

３）週末利用については、組織的な拡大はできなかったが、これまで受けていた３６５日の２名、

不規則利用の３名については変わらず受け入れを継続している。また下半期に家族の入院やケガ、

冠婚葬祭などの緊急な対応の必要性が複数発生し、通所や支援センターなどと連携を取りつつ、必

要な臨時の受け入れを行った。 
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４）年度初めから新型コロナ感染症の拡大防止のための利用自粛やホーム内での行動の制限など、

大きな変更を行わざるを得なかった。利用者の著しい混乱はなかったが、自宅に帰ることでの家族

の負担や生活リズムの乱れなどが見られた。 

５）１１月末で樹林の家第一の女性利用者が入所施設に入り、退所となった。法人内で新しい利用

者を募集し、２月１日より入居した。順調にホームの生活にも慣れている。 

６）管理者の交代、体制の不備と補強、コロナへの対応、などのイレギュラーな要素が著しい 1年

であり、その中でも利用者・家族・職員に大きな強い影響を出さずに通常の生活を取り戻すことが

できた。一方で大きな課題である運営状態の改善については適切に検討していくことが困難で、補

正予算では当初予算に比べ２８０万円以上のマイナス予算となってしまった。 

 

２．２０２１年度の重点目標 

１）安定した支援のため・週末利用ニーズの受け入れ体制整備、職員の労働環境を守る上で人材

確保は緊急課題である。 

  ①現在の常勤の体制（ぺんぎんはうすⅠ正規２名、ぺんぎんはうすⅡ正規２名嘱託２名、第

一樹林の家正規２名嘱託１名、第二樹林の家正規３名）に嘱託 3名を増員し、 

   非常勤職員の増員を図り、基本は常勤職員が超勤なく支援体制を組み、週末の利用を拡大

できる体制を作る。 

  ②特に新しい嘱託職員や非常勤職員が両ホームにフレキシブルに関われ、必要な場所に必要

な支援が行き届くような調整をホーム間で行う準備をしていく。 

  ③他事業所（ショートステイやホームヘルプなど）との支援体制調整をどうできるか考えつ

つ、できる形を試行してみる。 

２）緊急性の高い方から週末利用の拡大を図る。 

   現在の週末利用者に加え、 

① 樹林の家で週末２回／月利用している 2名を毎週末受ける（３６５日）。 

②ぺんぎんはうすの金曜日宿泊２名を開始する。 

上記を最優先課題として実現を図る。 

３）３６５日利用に向けての具体的なシュミレーションを行う。 

   必要な職員体制やその財源を試算し、時期的な目標設定を年度内に行う。 

   支援体制については、常時５対２に限らない安全な支援体制の作り方を検討する。 

４）東京都及び国の加算を精査し、受けられる加算を請求し増収を図る。 

   管理者が管理実務・請求や制度や加算について正しく理解する。 

５）個々の障害特性や発達保障の観点からのアセスメントに取り組み、それぞれのホームでの支

援の充実と支援力の向上目指す。 

６）支援マニュアルや手順書など通常の支援や業務、緊急時の対応についての明文化し整理され

たものの整備を計画的に行う。 

７）法人の緊急時対応プロジェクトと連動し、緊急時対策・マニュアル・備蓄の整備を実施する。 

  

３．支援目標 
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  グループホームあけぼのが入居者にとって「安心して」「穏やかに」「自分らしい暮らしができる

場所」であることを大切に進めてき。６年目を迎え定着した暮らしを保持・増進していくことを

前提に、その人に合った３６５日の生活の保障を柱として支援を展開する。 

１）健康に安心して過ごすことができるよう努める 

・アセスメントを基にした個別支援計画の作成と支援計画に基づいた支援の充実を図る 

・障害特性や発達課題などにも配慮しながら安定した生活と充実を図る 

２)家庭・通所事業所・医療等と連携を図り、情報を共有し速やかな支援の対応を目指す。 

 ・服薬・緊急対応を含む健康に関する基礎情報を随時更新・管理する。 

 ・家庭・通所事業所看護師・主治医等と連携し、速やかに対応を行う。 

・本人や家族に寄り添い、必要に応じ通院同行や合同のケースカンファレンスなどで相互の連

携を図っていく。 

３） 一人ひとり合った生活スタイルのニーズ把握に努める 

・面談・アセスメント更新の実施 

・関係機関を交えたカンファレンスを開催し、情報を共有した支援に取り組む 

・合同保護者会 年１回（共通の課題について理解や協力を求める） 

・ホーム毎保護者会 年１回（支援内容の状況の報告・交流） 

 

Ⅰ日の流れ 

（平日）                   （休日）                

平日 休日 

時間 ホームの動き スタッフの動き 時間 ホームの動き スタッフの動き 

6：00 

 

 

9：00 

 

 

10：00 

15：00 

15：30 

16：00 

 

 

 

 

 

 

18：00 

起床 

朝食 

通所準備 

事業所迎え 

 

 

通所事業所 

で過ごす 

 

各事業所より帰宅 

思い思いに過ごす 

（手洗い・検温） 

（おやつ） 

（入浴） 

 

 

夕食 

朝食準備 

配膳・投薬準備 

検温 

送り出し 

掃除 

振り返り 

退勤 

 

職員勤務 

打合せ・受け入

れ準備 

送迎受け入れ 

 

 

入浴介助 

 

配膳準備・投薬

6：00 

 

 

9：00 

 

 

10：00 

 

 

 

12：00 

 

15：00 

15：30 

 

16：00 

18：00 

 

遅めの起床 

朝食・服薬・検温 

 

 

 

思い思いに過ごす 

移動支援を利用 

 

 

昼食・服薬 

思い思いに過ごす 

移動支援外出から帰宅 

検温 

おやつ 

入浴 

夕食 

 

朝食準備 

起床・投薬準備 

検温 

洗濯等片付け 

記録記入 

職員交代・ 

引継ぎ 

 

 

昼食準備 

投薬 

検温 

入浴 

記録記入 

勤務交代 

夕食準備・肥前 
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※訪問理容 月１回 ＜ぺんぎんはうす・樹林の家＞     ※休日はゆっくり過ごします 

※デリバリ 月１回 ＜ぺんぎんはうす・樹林の家＞     ※日中移動支援利用する方もいます 

※訪問看護・リハビリ・マッサージ 曜日ごとに受診＜樹林の家＞ 

 

４．職員体制 

管理者        １名  

サービス管理者    １名(生活支援員兼任)  

生活支援員(正規職員) ８名(ぺんぎんはうす４名、樹林の家５名) 

生活支援員(常勤契約)   (ぺんぎんはうす２名、樹林の家１名)＋３名 

非常勤世話人      (ぺんぎんはうす５名、樹林の家６名) 

非常勤調理員      (ぺんぎんはうす２名、樹林の家１名) 

 

５．その他 

  １）研修 

 ①資格研修 

   喀たん吸引等三号研修 

  ②現場見学 

   重度の身体障碍・知的障害のある方を受け入れているグループホームでの見学 

  ③その他の研修 

きょうされん東京支部ニュースタッフセミナー、摂食指導関連研修、てんかん基礎講座 

  ④内部研修 

ＯＪＴ研修（経験のある職員が講師となり学習会を開催）  

   法人内他事業所実習 

 

 

20：00

～ 

21：00 

 

 

 

22：00 

 

 

思い思いに過ごす 

 

就寝準備 

 

 

就寝 

準備 

各種類記録記入 

就寝支援・ 

事務作業 

 

夜間２時間ごと

見回り 

交代で休憩 

 

20：00

～ 

21：00 

 

 

 

22：00 

 

 

 

 

就寝 

投薬 

入浴 

就寝支援 

定期的な見周り 

 

各種記録記入 

 

休憩 


