
平成２７年度事業報告

事業所名 ひかりのさとのぞみの家 責任者 加藤俊一

【実施事業】

○ 施設入所支援事業（定員４０） ○ 生活介護事業（定員５０） ○ 短期入所事業（定員４）

【重点目標】

重点目標

① 高齢化・重度化が進む中、少しでも自分らしく生きていくために、命の大切さとともに、個々

の尊厳を重視した支援を目指していきます。

  生活介護プログラムを充実していくために、法人内の各事業所の機能・役割を明確にした上で

連携を図り、利用増に努めていきます。また、生きがいやお楽しみを重視した個別活動や外部

サービスとの連携に力を入れていきます。

② 地域や各企業のイベントへの積極的な参加や町内の小中学校との交流を継続実施していきま

す。        新たに地域生活に対するニーズを集約し、引き続き、地域生活への移行を

推進していきます。

③ 人材確保・育成に努め、より質の高いサービスを提供していきます。

休憩保障や時間外勤務の軽減など、就業環境の改善に努めていきます。

食に対するあり方を確認し、個々の職員の意識を高めていきます。

実施状況

① 今年度は、障がい状況の厳しさから、通院支援や入院対応のニーズが高くなってきている。  

職員の確保が難しい中、個々の利用者に寄り添った支援を充分に行う事が出来なかった。

また、日中活動における各事業所間の連携に関しては、話題として取り上げたものの、実践に

結び付けることが出来なかった。（生活介護利用率：87.1％）

② 各イベントへの参加や小中学校との実践教室や交流事業は、積極的に実施することが出来た。

地域生活への移行は達成出来なかったが、地域生活のための学びのプログラムを実施。地域資

源の活用や社会生活体験の学習など、利用者を主体として、定期的に実施することが出来た。

③ 介護・支援スキルの向上を目指し、職員が主体となり、年１０回の内部研修を実施した。

  職員状況のきびしさもあり、事務的業務を中心として時間外勤務を軽減する事が出来なかっ

た。

  毎月の調理師会議は開催する事が出来たが、食に対する研修等は実施する事が出来なかった。

残された課題とその対応

① 日中活動の充実を図るために、ボランティアを含めた人材の確保と共に、個々の利用者のニー

ズをより具体化した上で、個別支援計画に反映していく。併せて、事業所間の垣根を越えて、

主体となる利用者一人ひとりのニーズを共有し、サービスの調整を図っていく。

② 今後も、地域生活移行を視野に入れて、自分らしく生きるためのライフステージを演出してい

く。そのための学習機会や地域に根付いた体験を積極的に企画し推し進めていく。

③ 医療・看護のニーズが高まり、より専門性が求められる中、人材の確保は急務となっており、

特に看護師の補充は欠かすことが出来ない。より危機意識を持って取り組んでいく。

食のあり方を見つめ直すと共に、食事サービスセンター内における職員間の連携を高める必要

があり、現在の職員体制の見直しを図っていく。



平成 27 年度事業報告

事業所名 まどか 責任者 三宅 奈穂美

【実施事業】

○施設入所支援(定員 40名) ○生活介護事業(定員 40名) ○短期入所事業(定員 2名)
○日中一時支援事業(定員 2名)

【重点目標】

重点目標

① GH なないろの家の安定的な利用の実現

② 利用者ニーズに応じた支援力向上

③ 老朽化する施設環境を改善

④ 地域連携

実施状況

①地域移行支援計画に沿って事前訪問などを重ね、7 月体験入居開始、8月男性 4名が本入居。

女性は支援者が不足しており体験入居もかなわず、なないろの家 1 の訪問に留まった。

なないろの家生活支援員（サビ管兼務）1 名とまどかから交代で宿泊を支える生活支援員を出している。

世話人は非常勤雇用 3 名とサポーター1 名。あったか生活支援センターのサビ管はまどかの活動にも入っ

てもらい互いに支えあっている。

②上級救命講習受講 4 名、喀痰吸引 3号研修受講 2名。

強度行動障害支援者養成研修受講⇒基礎研修受講：27 年度７名、実践研修受講：27 年度２名

8 月に大府福祉会に自閉症支援と高齢知的障害者支援を学ぶため 2 名の支援者が見学

自閉症スペクトラム支援士 2 回/週、スーパーバイザー3 回/年を活用し、助言を支援に反映させた。

9 月：男女主任が直接支援者に向け虐待防止基礎講義を実施。

10 月：意思決定支援について上田晴男氏の講義受講。

急逝されたご利用者の件で、皿井照久氏から死の受け止めとコミュニケーションについて学ぶ。

③屋根改修・外壁塗装・男性トイレ一部改修・女性脱衣場、浴室改修・ローカ手摺設置・車寄せ設置等・

一部居室パーテーション撤去・居室床修理 2 部屋・玄関扉と軒天修理・スプリンクラー修理など

④新規短期入所利用者（5 名）日中一時から短期入所利用移行（4 名）

有期限・有目的のご利用者 2 名の受け入れと送りだしを行った。利用者 KK さん：8 月に川口ホーム入居。

SS 利用者 KNさん：7月下旬から平成 28 年 3 月末まで空床利用後、ひまわりホーム入居。

残された課題とその対応

①なないろの家Ⅱが稼働しておらず活用方法を検討する。⇒検討委員会を立ち上げ、活用実施に向ける。

②支援者間のコミュニケーション不足、支援者の権利擁護意識の向上。

⇒齟齬のない支援を提供する為支援者のコミュニケーション力向上や支援の確認や検討機会を設ける。

⇒虐待や差別、やむを得ない身体拘束に対する正しい理解や知識向上の為研修等を実施する。

③行動障害の方と身体機能低下の方が同居していることにより起こる事故発生の軽減と安心して暮らせる

環境整備が喫緊の課題である。⇒修繕計画を立て利用者ニーズに応じた改修を実施する。

④関係事業所と連携し有期限・有目的の入所利用や、短期入所や日中一時支援での受け止めをして地域ニー

ズに応えていく。



平成２７度事業報告

事業所名 障がい者活動センター愛光園 責任者 松澤 賢治

【実施事業】

○生活介護事業(定員 36 名)

【重点目標】

重点目標

① コミュニケーションを深めていく為の取り組みを展開していきます。

② 地域社会の様々な方に生活主体者である本人の魅力を伝え、お互いが知り合える取り組みを進めいてい

きます。

③ 安心できるための仕組み作りに取り組んでいきます。

④ 加齢に伴う心身及び生活の変化を見逃さず、一人ひとりの健康状態を把握できるよう取り組んでいきま

す。

⑤ 支援力の向上と支援体制の整備を図ります。

実施状況

① 視覚的な情報の提供で iPad を使用し画像での提供を意識して行っていったが、利用者の意思の複数確

認については充分に行うことができなかった。経験・体験の場を増やしていく為に他グループ活動への参

加を実施していく計画であったが、計画的に取り組むことができず、年度末の実施に留まってしまった。

② リサイクル活動として東浦町のボランティアセンターとの関わりや陶芸作品の販売で常滑焼まつりに参

加するなど出会いの場を拡げていく活動に取り組むことができた。しかし、一部の活動に留まってしまっ

た。ボランティア募集については、活動の中で取り組んでいくことは殆どできなかった。

③ グループホームを考える会を定期的に毎月実施してきたが、今後の計画を立てるまでには至らなかっ

た。ご家族に対して権利擁護に関する勉強会を実施する予定であったが、アンケートの実施に留まって

しまい勉強会の開催をするまでにはならなかった。また、個別面談も個別支援計画関係の流れの中での

面談に留まってしまい特別に時間を設けて実施することはできなかった。

④ 体調管理に関わるデータの蓄積については、日々の記録で管理することと、半期の個別支援計画で健康

状態の様子をまとめていく作業を行ってきた。医療的ケアや健康に関する勉強会に関しては、全体で実

施はせず、医療的ケアを取り組んでいくスタッフに対してそれに必要な知識学習や実地研修を行ってき

た。

⑤ アセスメントの見直しについては、年度末までに終えることはできた。個別支援計画は本人のニーズに

基づいて立てているが、それ以上に日々の活動から溢れ出る思いを個別支援計画に落とし込み、計画的

に実施していくことは難しかった。

残された課題とその対応

① 平成 27 年度プロジェクトチームを立ち上げて、平成 28 年度活動プログラムについて検討してきた。本

人さんの新しい力・コミュニケーション力の発見を平成 28 年度の課題として挙げているので、より多

くの体験・経験を積み重ねることとその時々の表情やしぐさの変化を見逃さずに対応していく。

② 地域の方々との関わりについて園外だけに捉われず、園内に様々な人を呼び込みながら人との関係性を

拡げていく。

③ 家族会で実施できなかった権利擁護に関する勉強会を実施する(例：差別解消法等)。グループホームに

関しては、本人さん一人ひとりに視点を当てた上で必要な取り組みを行っていきながら、建設に向けて

動きを進めていく。

④ 加齢に伴い健康状態の把握が非常に重要になってきているので、半期の考察をしっかりとおこなってい

ける仕組みを作る。

⑤ 介護職員による痰の吸引等の講習会への参加を毎年度着実に行っていく。新人職員だけに留まらず、2

年目・3 年目スタッフの研修・育成プログラムを作成していく。



平成２７年度事業報告

事業所名 ひかりのさとファーム 責任者 皿井常之

【実施事業】

・ 就労継続支援Ｂ型 定員 20 名  生活介護 定員 20 名  日中一時支援

【平成 27年度重点目標】

重点目標

① 就労ニーズを受け止めとそれ以外のレクリエーションニーズ等の連携

・ 働く事業所としてたくさんの給料を払えるよう売上の向上をめざします。

・ 緩やかでも就労ニーズを受け止め続けられる事業や作業を作ります。

・ 就労ニーズ以外は近隣事業所とのプログラム共有や利用の併用など連携を強化します。

② 新規事業を立ち上げ、作業環境を整える。

・ 焼き菓子事業を立ち上げ、初年度売上 400 万円をめざします。

・ 既存事業の仕事を見直し、本人の力が発揮できる環境を整備します。

・ 新工賃基準の運用開始し、就労意欲の向上を図ります。

③ 働きやすい職場づくり

・ 作業分析して作業の見直しや業務改善・応援体制の構築に繋げます。

・ 研修を通して職員の専門性とモチベーションを高めます。

・ 福祉サービス第三者評価を受診してサービスを見直し向上を図ります。

実施状況

① 就労事業収入 4472万円。養鶏の卵数落ち込みの影響が長く大きかったこと、ラスク事業の開

始が遅れ、受注が少なかったこと、もちの木園弁当が無くなり穴埋めができなかったことな

どにより、売り上げを伸ばすことができず工賃向上できなかった。介護保険との併用の利用

者が 8名に増え、加齢などにより働き方が緩やかになった方を就労継続支援 B 型から生活介

護へ移行し、定員はそれぞれ 20名に変更した。緩やかな作業で多くの方が関われた内職作業

が無くなった。音楽療法、ウォーキングなどまどかへ、就労ニーズはまどか・愛光園から個別

ケースで連携した。

  ② ラスク製造は 9 月から事業開始。インターネットでの販売は一時的に Yahoo!ショッピングカ

テゴリ別ランキング 1 位を獲得したが、その後は販売数が伸び悩んでおり、仲間への作業切

り出しも限定的となっている。既存事業の見直しは新しい作業の確保ができておらず進んで

いない。工賃は議論とシミュレーションを重ねて新工賃基準を決めたが、運用は 28年 5月か

らとなる。

  ③ 作業分析が工賃の評価や仕事の切り出しに活用できた。職員の配置換えにより、QOL からパ

ンへ、QOLから養鶏へなど、協力・応援が一部進んだ。福祉サービス第三者評価は受診しな

かった。

残された課題とその対応

① 働き方が緩やかになってきた利用者が増えており、これからの働き方やレクリエーション活動

を本人がイメージしやすくするため、他事業所のプログラムに参加するなど体験の幅を広げて

いく。特別支援学校からの卒業生の受入先不足している。将来を見通し、現在の日中活動の再

編成や受け入れ体制を検討する。

② 就労事業の売上が伸びず、全体の工賃を向上することが困難。全体で底上げできるよう新規事

業として農業など先進事例を見学し検討する。新工賃運用を 5月に開始、働き方を共に考え個

別支援計画に目標設定していく。

③ 利用者の支援度が高くなり、支援の専門性が求められている。外部研修へ積極的に送り出し、

事業所内で発表することで理解を深め、共有していく。平成 28年度には福祉サービス第三者評

価を実施して、サービス向上を図る。



平成２７年度事業報告

事業所名 阿久比町立もちの木園 責任者 渡部 等

【実施事業】生活介護（定員 10 名）、就労継続支援 B 型（定員 10 名）

【重点目標】

重点目標

①活動プログラムの充実と売り上げの向上

(1)授産売り上げの 50％アップを図る。（年間 300 万円）

(2)生活介護プログラムを利用者の社会参加や社会貢献の観点から作り直す。

(3）利用者工賃の向上と工賃規程の見直し

   ②利用者の社会参加活動の充実

（1）年間予定の見直し

③愛光園地域居住サポートセンターと連携してグループホームの見学会や勉強会を開催して、体験

宿泊する利用者を 5名以上増やす。

実施状況

①（1）授産売り上げは前年比172％アップ（年間約451万円）となり、目標を大きく上回った。新

規事業である給食事業の貢献が大きい。給食事業は利用者満足度の向上にも寄与した。

（2）生活介護プログラムは利用者主体の試みとして、日帰り旅行先の決定やクラブ活動の活性

化を行った。

（3）利用者工賃は約20％アップを実施できた。また工賃規程を作った。

②利用者の社会参加活動の充実として、地元行事へのバザー出店や料理教室、エアロビクス体操等

の阿久比町施設に出向いての活動を継続し、新規にはバス旅行を2回実施したり、町内の梅林

の管理と収穫を行った。また、新築された阿久比町舎への見学や初詣にも出かけた。

③グループホームの勉強会を4回行った。加えて、個別支援として短期入所の利用を促したり、ボ

ランティアによる宿泊体験のサポートを行った。また、家族支援がなくなった利用者に対し

て、ケア会議を開催して、有期限の短期入所利用が安定して出来るように支援し、グループホ

ームでの地域生活に繋がるように尽力した。

残された課題とその対応

①授産売り上げ（生産活動収入）アップへの課題は、「もちの木園」にとって継続課題である。

就労継続支援B型の平均工賃（約1.3万円）は目指したい。そのためには、H27年度の生産活動収

入では下請け部門が大きく下回っており、自前の事業の創造への大きな転換を図っていく。

②利用者の受入を促進する課題がある。この地域では特別支援学校等を卒業した方の行き先がな

い問題は喫緊の課題である。「もちの木園」は環境の整備や支援力の向上等を図って、新規利

用者の受入幅を広げていく。

③急な家族状況の変化によって、住み慣れた地域で暮らせなくなる可能性があるケースが続い

た。阿久比町のグループホームに新設に向けて準備する。



平成２７度事業報告

事業所名 就職トレーニングセンター 責任者 辻 孝志

【実施事業】 就労移行支援事業(定員２０名)

【重点目標】

重点目標

① 利用者満足度の向上

・年間就職数２４名

・医療機関や地域関係機関との連携強化

② 就労支援体制の構築

・日々の平均利用率１００％

・支援スキルの向上、人材育成

③ 「共に生きる」実践と社会貢献

実施状況

① 年間就職数は１３名でした。目標値の約半分の実績で目標の達成ができませんでしたが、医療

機関向けの見学会の実施、個別支援会議への参加を病院のワーカーに呼びかけ、参加に至りまし

た。安城特別支援学校職員研修会へ協力することにより連携強化を図り、また半田特別支援学校、

大府特別支援学校との懇談により就労移行支援事業の有効利用について説明する機会を得ることが

できました。

② 平均利用率９１％（利用人数/定員）でした。登録者３１名からスタートし前半は１００％を超

す利用率でしたが、順次就職に送り出していく中、新規利用者の登録が追い付かず、後半は５８％

まで下がる月もありました。就職に送り出した結果、利用者が最も少ない月は１５名でした。しか

しながら早期の離職を防ぐため職場定着支援を２週間に１日設定しました。職場での不安が解消さ

れ、より多くの方の定着につながりました。（次年度の就労定着加算のアップ）

新しい職員への OJT により、早期に支援スキルを向上させることが出来ました。また、役割分

担を明確にしたことで、それぞれの部署での専門性を高めることができました。プログラムの完成

度が認められ、企業様より障がい雇用者へのプログラム提供を依頼されました。

③ あいさつ、６S の活動では日々利用者の見本となり、職場が明るくなると同時に利用者の就職に

も貢献できました。

残された課題とその対応

年間就職数２４名はかなり高い目標ですが、目指すことで高い結果を導くことができます。就

職支援の方法は確立してきましたが、利用者の確保については十分ではありません。中でも、就労

移行支援事業よりも就労継続支援 A 型を選択される方も多いと聞くなか、年度途中での利用者の確

保は難しくなっています。関係機関との連携の強化を図り、とくに特別支援学校卒業後の進路選択

の一つとして位置づけていただけるよう情報発信を行い、新たなご利用者獲得へ繋がるようさらな

るアピールをしていきます。

また、就職トレーニングセンターの目標はただ、就職者数の増加のみを目指しているのではあ

りま ん。より長く、楽しく働いていただくための支援を大切にしています。定着支援にも力を注

いでいきます。



平成２７年度事業報告

事業所名 らいふ(直接支援部門) 責任者 多田 真

【実施事業】

知多地域障がい者生活支援センター らいふ(直接支援部門)
  ○ レスパイト事業

○ ホームヘルプ事業 （居宅介護・行動援護・重度訪問介護・移動支援）

  ○ 日中一時支援事業

  ○ 児童放課後等ディサービス

【平成 27年度重点目標】

重点目標

① 新たな事業展開として放課後等ディサービスを開始し、ご利用者ニーズに即して安定した事業の

展開を行ないます。

② レスパイトサービス・ホームヘルプサービス・日中一時支援の３事業において、前年度並の利用

実績を維持します。

③ 利用者拡大に対応できる職員の確保とスキルアップを図り、地域ニーズに応え得る専門性の高い

人材の養成に努めます。

実施状況

① 日々７名の利用を目標としたが、年度当初受け入れ体制が整わずスロースタート、土曜日開所が

11月からとなった事などが重なり、年間平均の利用人数が日々4.7名にとどまった。活動内容等

については、ご要望も沢山いただいたが、ご利用者・家族からの評価はまずまずであった（年度

末のアンケート結果より）。

② ３事業の利用実績は、前年度比 120.75％（レスパイト）・99.65％（ホームヘルプ）・93.92％（日

中一時）であった。３事業合わせて 346万円ほどの増収となった。

③ 必要な人材の新たな確保には至らなかったが、法人内事業所間連携等により、ある程度の補足は

できた。職員研修は、研修先の幅を拡げることで見識を新たにして支援に活かすことができた。

らいふに関わる学生からは、２名が法人採用試験受験して、１名が採用に至った。

残された課題とその対応

① 事業拡大した中で、事業所内の意思疎通を十分にして、情報や課題を共有していくことが一層求

められている。様々な意見を受けとめつつも、利用者中心でなおかつ継続可能な事業展開につい

て、しっかりとしたビジョンを持つことが大切。現場職員も含めた制度理解とご利用者・家族へ

のアピールおよびニーズ把握も今後重要であり取り組んでいく。

② ３事業共、利用希望(児)者が後を絶たず、毎年待機者を抱えながらニーズに応えきれていない状

態が続いている。適正な正職員配置を図りつつ、ボランティア・サポーターが生き生きと活躍で

きる活動環境の整備、インターンシップ等の受け入れを推し進める中で、支援者のすそ野をさら

に拡げていくアプローチを行っていく。

③ 若手人材の確保と育成が必要な事はもちろんであるが、その採用がかなり厳しい状況にある中

で、今いる人材の育成が大きな課題となる。後進に指導すべき立場にある職員が、様々な雇用形

態や採用できる可能性のある人材も含めた育成について、積極的に取り組んでいく。



平成２７年度事業報告

事業所名
愛光園地域居住

サポートセンター
責任者 多田 真

【実施事業】

  ○ 共同生活援助（定員５７名） ○ 福祉ホーム（定員５名）

【重点目標】

重点目標

① 地域ニーズを精査し、法人内各事業所・近隣関係機関との協議の上、必要な地域生活支援の場を

充実していきます。

② らいふ(直接支援)や法人内他事業所との連携・協力体制をさらに深め、人材の育成と活用を図り

ま

  す。

③ より利用者のニーズに即した支援の実現を目指して、愛光園地域居住サポートセンター支援者間

での意思疎通と情報の共有を図ります。

実施状況

① 高齢障がい者対応ホームの立ち上げは、支援者や適した物件の確保が困難なため断念。既存グル

ープホーム（新規に立ち上げた２ホームを含む）の活用で必要な地域生活支援の場を充実させた。

具体的には、４名の入居者にホーム間で入れ替わっていただき、関連事業所・関係機関等と協議・

連携の上、３名の新規入居者を受けとめた。また、１名の入居者ご本人の意向を尊重し、地域の

訪問看護ステーション等と連携してホームで看取った。

② らいふ(直接支援)と居住サポートセンター間で正職１名、非常勤職３名の兼務者を配置して、そ

れぞれの人員不足を補い合ったが、正職１名については、勤務条件で折り合いがつかず、年度末

退職となった。戸田ホーム夜間巡回支援にも、週１回程度らいふ直接の正職に協力していただけ

た。

③ 隔月の職員全体会議や毎月のホーム会議で、意思疎通と情報の共有を図り、障がい者地域生活支

援への理解を深めた。グループホームにおける利用者ご本人や支援者の思いについての勉強会も

実施した。メンターを養成して、各ホームにおいてOJTを実施するまでには至らず。

残された課題とその対応

① グループホーム入居者５４名の内、70 代３名、60 代６名（福祉ホームびわの木は５名中２名が

60代）という現状を見ても、高齢障がい者対応を早急に進めなければならないことは明らか。自

事業所内での職員養成と施設整備を進めていくと共に、関係機関・事業所との連携を一層深めて

いく。救急救命講習など外部研修の計画的な受講も進めていく。

② 法人内事業所においても、今後は高齢・障がい部門を越えた幅広い連携がより必要となる。その

ためには、情報交換や人材のやりとりを通して相互理解を深めつつ、それぞれの専門性を生かし

たゆるやかな役割分担と協力体制を築いていけるように、法人一体となって取り組む。

③ インターンシップの積極的な受け入れ等で次世代を担う人材の確保を推し進めると共に、ワーク

ライフバランスやメンター制度の導入により、今いる人材の定着と求められる人材の養成を図っ

ていく。



平成２７年度事業報告

事業所名 地域生活支援センターりんく 責任者 倉科 由加子

【実施事業】

  ○居宅介護事業

○重度訪問介護事業  

○行動援護事業  （ヘルパー部門）

  ○共同生活援助事業（グループホーム部門）

【平成２７年度重点目標】

重点目標

① 利用者が安心して暮らし続けられるグループホーム並びに在宅への支援

（グループホームわいわいハウスの改修、グループホームおあしすの利用者の定住

化、支援体制の構築）

② 喀痰吸引等法改正の対応する準備（医療的ケア研修受講の推進、在宅支援の充実）

➂ 安定した支援を提供するための人材確保と育成（学生アルバイトの募集・育成、研修の実

施）

④ チーム力の向上（働きやすい環境の整備、外部研修への参加、役割担当のマニュアル整備）

実施状況

① わいわいハウスの浴室改修工事、東海エイド株式会社423万3535円にて、完了。体験利用者2

名が予定通り定住となる。

  ② サポート知多 特定喀痰吸引等研修７月９月、３月、３回に分け、１４名受講終了。事業所

指導看護師にて、実地研修進行中。事業申請に必要な感染症マニュアルを整備することが出

来た。

  ➂ 共和ホームでは、男性１名女性２名の学生アルバイトが定着。（うち１名は２７年度卒業）

    内部研修については、年度当初に立てた研修計画に沿って、職員がグループで担当し、準備

発表することで積極的に取り組まれた。また、事業所内新人研修のプログラムを充実させる

ための内容を検討した。

④ 有給休暇の取得は全スタッフ5日以上の取得を目標に上げたが、最終的にはばらつきが生じ、

特に男性職員体制が厳しい状況から、4日にとどまる職員がでてしまった。外部研修について

は、上級救命講習など、送り出すことができた。役割、担当のマニュアル整備については、

担当ごとに課題を出し、検討を進めた。

残された課題とその対応

① ホーム利用者の泊数増加に対応できる支援体制の構築は不十分。引き続き支援体制の構築に

取り組んでいく。

② 来年度、研修予定者がすべての受講後に、事業者登録を行う。

③ 情報誌掲載するも反応なく、近隣の大学とコンタクトを取ったが、新規にアルバイト採用

につながる活動には広げることができなかった。将来的な採用につなげ、また、地域に障が

い理解を広げるため、28 年度も引き続き重点目標に上げ、積極的に取り組んでいく。また、

職員育成について、定期的な振り返りを行うことで事業所全体で支える仕組みを作ってい

く。

④ 有給休暇の取得は、全職員が 5 日以上取得できるよう、計画的な取得を進める。担当役割を

次年度、再編成し、業務の「見える化」を進めていくことにより、超過勤務を削減できるよ

うにする。



平成２７度事業報告

事業所名 大府市発達支援センターおひさま 責任者 三宅 和人

【実施事業】

○発達支援センター事業(定員３０名)

○放課後等デイサービス事業（登録人数 ３５名、１日の利用人数 ５名）

○早期療育事業(定員１日８名、週３２名)

○保育所等訪問支援

○障害児相談支援

○おもちゃ図書館事業

【重点目標】

重点目標

① 制度対応（障害児相談支援事業及び保育所等訪問支援事業の実施）

② 放課後等デイサービスのブラッシュアップ

③ 研修の充実

④ 地域連携（保育園、特別支援学級、特別支援学校での研修）

実施状況

① 障害児相談支援は計画を２２名、モニタリングを４０回作成し、保育所等訪問支援は５４回支

援を行いました。相談支援では計画相談に合わせ、基本相談についてもこれまで以上の支援を行う

ことで家族支援をより充実させることができました。また、保育所等訪問支援はおひさまから課題

を残しながらの移行であるため、アフターフォローのツールとしてとても有効でした。

② 保護者との面談及び個別支援計画の見直しにより充実した支援となりました。特に保護者と丁

寧な懇談をすることで、サービスの利用目的とお子さんの課題が保護者と共有され、より有目的な

利用となり、充実した支援となりました。

③ 子ども達の進路の決定は毎年悩みながら決定されます。職員には客観的な根拠に基づいた助言

が求められます。今年度は最後の作業となる早期療育事業から毎日通園への移行基準を完成させま

した。今後運用しながら精査し、より良い基準となるように高めていきます。

おひさまの専門職（ＯＴ、ＰＴ、心理）を講師として行う研修は、身近な事例をもとに、専門

的な知識を高めることができました。また、保育士と専門職の連携の在り方について、再確認をす

る機会となりました。

また、おひさまではクラス担任制をとっているため、他のクラスの運営を直接経験する機会が

あまりないため、クラス間交換研修を行うことにより、活動の意味づけを共有し、視野を広げ、ク

ラス運営に生かすことができした。

④ 今年度も継続して全研修を実施しました。地域がつながりあうためには、お互いを知ることは

とても重要です。また継続することで理解を深め合うことができます。とても充実した研修と

なりました。

残された課題とその対応

① 両事業については人員配置が十分とは言えない状況です。より充実させるために人員配置を市

に要望していきます。

② 支援者の支援力の向上のため、研修を充実させ、また個別活動の充実に向けて、活動内容の見

直しをしていきます。

③ 職員の支援力のレベルアップのためには更なる努力が必要です。新入職員が入っても支援力が

低下しないよう OJT を中心に研修を充実していきます。



平成２７度事業報告

事業所名 知多地域障害者生活支援センターらいふ 責任者 葛間 雅由

【実施事業】

① ２市２町総合支援センター事業（基幹相談支援、委託相談支援、指定相談支援事業）

② 障がい者就業・生活支援センター事業

③ 障害児療育等支援事業

【重点目標】

重点目標

① ・２市２町の相談支援事業所の連携と質の向上

・２市２町の障がい者支援ネットワーク会議(自立支援協議会)の充実

・サービス利用計画の質の向上

② ・障がい者の雇用機会の拡大

・職場定着支援の強化

③ ・知多半島各市町の療育体制の充実に向けたフォロー

・保育所等訪問支援事業所のバックアップを目的とした連絡協議会の開催

実施状況

① 基幹相談支援センターとして、相談支援事業所連絡会を年１０回定期開催し、事例検討会を年

４回開催しました。どの事業所も少人数で行っているため、同職種間の共感体制が弱くなります。

広域の中でフォローできる体制の提供により、相談支援の質の向上につながりました。２市２町の

障がい者支援ネットワーク会議の市町部会が充実することにより、市町ごとの課題を市町の関係者

によって検討する事が出来ました。サービス利用計画は各市町でほぼ全員作成されました。

② 雇用の拡大を目指していますが、雇用がゴールではなく、職場定着が重要であるため、本人と

職場のマッチングを図る｢実習｣、障がい者雇用を検討している企業への支援、そして職場定着支援

のための職場訪問を重要課題としてあげました。それぞれの年間目標は達成し、かつ職場訪問数は

大幅に増加し、離職件数は若干ではありますが減少させることができました。

実習：３０件→３７件、就職件数：２５件→５４件、企業支援：２０件→２４件

職場訪問数：２４０件→２８９件、離職件数：１２名以下→１８名  （年間目標→実績）

③ 今年度重点支援を発達支援事業所４ヶ所に実施しました。中には保護者から「○○に来て良か

った」という感想が聞かれ、事業の効果がうかがえました。保育所等訪問支援事業所関係者会議を

１回開催しました。どの事業所も事業を新規に開始したばかりであったため、意見交換は有意義な

時間となりました。

残された課題とその対応

① 平成１９年度より始まった、知多北部の広域相談支援体制が終了する見込みであるため、平成

２９年度からのあり方について、愛光園が目指す方向性を示しながら関係市町と検討します。

② 平成２８年度から新たに主任職場定着支援員が配置されることになりました。雇用の推進と同

様に定着支援にもより力を入れていきます。

③ 知多半島圏域では全ての市町に療育支援体制が形作られました。今後はより充実した支援が求

められます。知多半島圏域各市町の療育支援体制の充実を支援します。



平成２７度事業報告

事業所名 こだま 責任者 三宅 奈穂美

【実施事業】

○指定一般相談支援事業

○指定特定相談支援事業

○指定障害児相談支援事業

【重点目標】

重点目標

① ２４０名の計画相談の実施

② 社会福祉法人愛光園の事業所間の連携がよりよくなるように、各事業所と協議し、ひいては利用

者のサービス向上に貢献できるように努めます。

③ まどかの地域移行を支援します。

実施状況

① ２３９名のモニタリングを実施しました。個々のモニタリングサイクル、市町村の考え方に差

異があるため、事務手続きなどが煩雑でしたが、予定通り作成することが出来ました。

② モニタリングを実施することで、本人、家族、事業所間で情報を共有する機会が増えました。

また、モニタリングは事業所間の連携協力なくしては実施できないため、各事業にたくさん協力を

得て、ひいてはサービスの向上につながりました。

③ 本年度予定されたいた４名の地域移行支援計画をまどかと共同して作成し、スムーズな移行に

協力することができました。移行された方は現在安定した生活を送られています。

残された課題とその対応

① 今後、更に丁寧な聞き取りを実施し、本人の思いの変化、年齢の積み重ね、心身の状態の変化

に合わせた生活に向けて、計画の作成をしていきます。

② 計画を実施していくためには事業間の連携は欠かせません。継続して連携を強化していきま

す。

③ それぞれ希望される生活の実現に向けて支援していきます。



平成２７度事業報告

事業所名 介護老人保健施設相生 責任者 伊藤 光江

【実施事業】○老人保健施設 ○短期入所療養介護 ○障害福祉サービス事業の短期入所

(定員 3 事業合わせて１００名)

【重点目標】

重点目標

① 地域包括ケアを実践します。

（１） 老人保健施設からの在宅復帰を促進します。

（２） 在宅生活継続の支援を強化します。

（３） 接遇で地域ＮＯ１になります。

② より働き易い職場に改善し続けます。

（１） ご利用者はもちろん、職員同士の接遇でも地域ナンバーワンになります。

（２） プライベートも大切に、ワークライフバランスを保てる事業所にします。

（３） キャリアアップをしっかり実践します。頑張っている職員を応援します。

③ 地域貢献します。

（１） 実践の場、学びの場、地域へ法人のノウハウを提供します。

（２） インフォーマル資源の開発と活躍の場を提供します。

（３） 既存の仕組みや制度に捉われず常に改善しイノベーションを心がけます。

実施状況

①平成 27 年 11 月より在宅復帰加算を取得できた。

（平成 27 年度在宅復帰率 32.1％・ベッド回転率 13.4％）

また、在宅復帰支援会議を設置し運営方法を構築することができ、加算が継続して取れた。

利用率については、入院や死亡退所による機会損失を最小限にした為、ベッド利用率 98.9％と高

い値をマークできた。

②リーダーや委員会委員長・役職者の様々な役割による業務等が業務時間内で整理できずに残業

として実施されていたことが多くあった。

介護・看護職の有給取得率は 40％で、目標とした 60％に届かなかった。

キャリアアップについては介護福祉士資格を 2名が取得できた。

全国老健大会・愛知県老健大会にて年間 2 回学術発表をし、他施設に刺激を受けながら日々の

ケアを検証し、更なるスキルアップをめざす良い機会となった。

③地域交流の場として、新規にシルバーフェスタに参加した。地域に相生を知って頂く良いチャ

ンスであることを実感し、他の事業者との交流の場としても重要な機会となった。           

施設の老朽化への対応として、設備更新をすすめた。

残された課題とその対応

① 中期的に在宅復帰強化加算 50％ベッド回転率 10％をめざすための仕組みを検討していく。

② 業務の効率化を図ると共に、超過勤務についてのルールを整理する。

有給取得率 60％を目指し、ワークライフバランスを保ち、永く働ける職場環境を創り上げる。

  やりがいのある職場となる為に、研究や研修の場へ参加する機会を増やす。

③ 地域包括ケアシステムを促進する。

生活に支障がないように、リスクの高い修繕を計画的に実施していく。



平成２７度事業報告

事業所名 デイサービスセンターこぶし 責任者 湯浅 修治

【実施事業】

○(介護予防)通所介護事業 利用定員 30 名

【重点目標】

接遇を高め、地域ナンバーワンの事業所になります

① 機会損失を無くし、利用率を高め、社会貢献します。

② お一人おひとりの希望や状態に合わせたサービスを提供します

③ 認知症高齢者や重度要介護者、個別ニーズを積極的に支援します

実施状況

＊接遇をたかめるべく、会議時に研修を実施した。

① 機会損失をなくすよう努めるも、通年の利用率は 65％。大きな損失を招いた。

② 個別的支援を目的に、選べるサービスを目指したが、個別ニーズ把握にも至らない。

③ 必要な方に必要なサービスを、と謳いながら、送迎の都合、風呂の都合などすべて受けきれた

とは言えない

残された課題とその対応

＊基本的なマナーの部分について、当たり前のレベルではあるが、「おもてなし」にはまだ学びが

必要。職場研修を繰り返し、向上していく。

① 雰囲気や重度者対応など開設当時の良い部分を継続できている反面、時代の変化、ニーズの進

化に対応できていない。管理職や主任やベテラン層が学び実践し全体の雰囲気を向上させてい

く。研修への参加、学びの促しにより現場力を向上させていく。

② 福祉は個別性重視であるが、集団での活動中心であり、個別プログラムはもっと増やしてい

く。上記同様に手本となるべき職員が学び実践を促していく。

③ ご利用者の立場で考えるとはどういうことか、今一度振り返り、ご利用者ご家族が考えておら

れるサービスを見つめ直していく。送迎システムの独立、柔軟な送迎と入浴、できることはた

くさん残されているので検討していく。



平成２７度事業報告

事業所名 相生通所リハビリ 責任者 湯浅 修治

【実施事業】

○(介護予防)通所リハビリ 利用定員 30 名

【重点目標】

接遇を高め、地域ナンバーワンの事業所になります

① 認知症高齢者や重度要介護者を積極的に受け入れます

② 生活行為向上リハビリを充実します

③ 老人保健施設相生の在宅復帰・在宅生活継続を支援します

実施状況

＊接遇を改善すべく、会議にて研修を実施した。

① 認知症高齢者、重度者へ必要なサービスを届けるべく準備し実施した。職員の不足があったとは

いえ、平均利用者数が 24.8 名で、まだ 5 名受け入れの枠があった。

② 機能訓練を意識し仕組みの整理を行った。リハビリ職とも積極的に連携し、ご利用者の在宅生活

継続へ努力を図った。

③ 老健相生から地域生活へ戻られたあとの支援の場として意識し、しっかり受け入れた。まだ件数

自体が少なく実感は薄い。

残された課題とその対応

＊さらに向上させるにあたり具体的な事例（ロールプレイ）、接遇表彰などで手本を示していく。

① 利用枠が残る状態では社会福祉法人として地域の期待に応えていない。質の向上と相談営業の両

輪を充実させ最大限活用を図っていく。

② リハ職の人員体制を充実させ、生活環境を意識したリハビリ、日常的支援を行っていく。また他

機関と密な連絡をすることで、より効果的支援につなげていく。

③ 優先的に受け入れできるよう、常に老健相談室と調整を図っていく。



平成２７度事業報告

事業所名 グループホームもくせいの家 責任者 湯浅 修治

【実施事業】

○(介護予防)認知症対応型共同生活介護（定員18名）地域密着型事業

【 重点目標】

重点目標

接遇を高め、地域ナンバーワンの事業所になります

① 権利擁護のモデルを目指し高めます。

② 地域との交流と連携を深めます。

③ 所内・所外の研修を通して認知症介護の実践力の向上を図ります。

実施状況

＊権利擁護研修と並行し、マナー向上の学びを継続できた。

① 毎月の権利擁護研修、出席と確認、報告書の提出などをしっかり行うことで成果がでてきている

② 行事参加等の交流はできてきた。一方で防災については進まない。地域との連携の手段が少なく

苦戦している

③ 学習療法の充実、機能訓練を意識した日常生活など改善は促している。外部研修派遣も積極的に

行い、研修者がフィードバックする習慣もできてきた。

残された課題とその対応

＊ずいぶんよくなったが、まだ良くできる。学びの機会を継続する。

① 日常の呼称、服装、改善を促した。まだまだ高いレベルがあるが、このまま改善を続け先ず法人

内でトップになる。研修と確認を継続。

② 地域防災連携はきっかけがないこと、地域ニーズと合致しないことから進まない。万一の時に地

域の高齢者受け入れも可能であることを示しながら、町内会、民生委員さん、役場経由でアプロ

ーチを図る。

③ 全体に認知症専門の勉強量が少ないと感じている。くもんの学習会のみならず、外部研修にも積

極的に派遣し、フィードバックすることをさらに増やしていく。



平成２７度事業報告

事業所名 相生ヘルパーステーション 責任者 湯浅 修治

【実施事業】

○(介護予防)訪問介護

【重点目標】

接遇を高め、地域ナンバーワンの事業所になります

① 障がい事業部ヘルパー事業所との連携を充実します

② 人材の確保し支援体制を整備します

③ 支援の特性を問わず柔軟な対応が可能な職員を育成します

実施状況

＊ご利用者への接遇だけでなく、業者への接遇をさらに意識し、普段から電話の対応など確認し

た。

① これまでも障がい事業部ヘルパー事業所との連携はしてきたが、障がい事業特有の支援方法、

より機会を増やしていくことはできていない。従来の方法維持に捉われず新たなチャレンジが要

る。

② 非常勤ヘルパー確保はできたが、主任が退職するなど体制維持が精いっぱいの一年であった。

③ 日常の維持が精いっぱいで教育には至らない。

残された課題とその対応

＊外部関係機関への接遇については標準化したい。

① 個別性を強く意識する支援、とくに障がい者特有のニーズを受け止め対応していかねば事業の拡

大はできない。また積極的な受け入れ姿勢も不可欠。学びの機会の提供、リーダー育成を行って

いく。

② 管理者、主任という核を育成していく。請求、給与計算など事務方の仕事を一括して行うことで

職員の負担が大きく後継者育成で苦労する状況。改善の方向性を示し、育成を急ぐ。

③ 今後の社会状況を踏まえ、多岐にわたる支援力を整えておきたいが、介護保険業務で苦労してお

り手が広がらない。ニーズを受け、実際に対応する、その姿勢で改善を図っていく。



平成２７度事業報告

事業所名 相生指定居宅介護支援事業所 責任者 湯浅 修治

【実施事業】    ○居宅介護支援事業

【重点目標】

接遇を高め、地域ナンバーワンの事業所になります

① 多様なサービスを選択できるケアマネジメントを推進します。

② 地域の他機関と連携し地域に貢献します。

③ 老人保健施設相生の在宅復帰・在宅生活継続を支援します。

実施状況

＊外部の連携が多いことを再認識し、法人の顔である点を意識した業務とした。

① 介護保険対象になる高齢者が増加しており、看取り、重度の医療支援、生活保護対象者などケア

マネジメント依頼がある。障がい福祉サービスの学びもできるようになり、支援の幅は広がっ

た。

② 広域連合、包括支援センター、行政とはこれまでと変わりなく連携しているが、認定調査委託を

受けなかったことで御迷惑をお掛けした。関係他機関との連携については年々密になってきてい

る。

③ ケアマネジャー不足でケースを受けきれない状況が続き、思うような受け入れにはならなかっ

た。

残された課題とその対応

＊円滑な支援に接遇は欠かせない。現状で満足せず、さらに高めるべく日々の振り返りを実施す

る。

① 体制維持もあるが、障がい福祉サービスを学び、制度を理解した上で連携を深めマネジメントに

反映する必要性を感じている。

② 広域連合独特の行政との連携体制であるため、協力できるところはしっかり協力するよう改善。

関係事業所ともお互いに支え合う意識で連携をしていくことを再認識する。

③ 採用を急ぐが年度内に達成できなかった。2名採用し、加算取得を目指す。



平成２７度事業報告

事業所名
住宅型有料老人ホーム

あいおい刈谷
責任者 伊藤 光江

【実施事業】

○住宅型有料老人ホーム（定員 20 名） ○老人デイサービス事業（定員 20 名）

    ○訪問介護事業

    

【重点目標】

重点目標

① 地域包括ケアを実践します。

（１） 老人保健施設からの在宅復帰を促進します。

（２） 在宅生活継続の支援を強化します。

（３） 接遇で地域ＮＯ１になります。

② より働き易い職場に改善し続けます。

（１） ご利用者はもちろん、職員同士の接遇でも地域ナンバーワンになります。

（２） プライベートも大切に、ワークライフバランスを保てる事業所にします。

（３） キャリアアップをしっかり実践します。頑張っている職員を応援します。

③ 地域貢献します。

（１） 実践の場、学びの場、地域へ法人のノウハウを提供します。

（２） インフォーマル資源の開発と活躍の場を提供します。

（３） 既存の仕組みや制度に捉われず常に改善しイノベーションを心がけます。

実施状況

① Ｈ26 年度まで未実施だったが、理念・クレドを毎朝確認し、意識啓発を強化した。

自治会主催の夏祭りや催事に積極的に参加した。

② リーダーや委員会委員長・役職者の様々な役割による業務等が業務時間内で整理できずに、残業

として実施されていたことが多くあった。

正職員の有給取得率は 14%であった。

  キャリアアップについては介護支援専門員１名が取得できた。

③地域へ認知症サポーター養成講座をあいおい刈谷デイサービスで企画実施した。

土曜日営業を企画したが、利用者獲得が進まず、収支改善には繫がらなかった。           

残された課題とその対応

① 地域包括ケアシステムの構築を積極的に取り組む。

相生からの訪問リハビリテーションを実施し、地域の幅広いニーズの応えられるような仕組み

を創る。

② 業務の効率化を図ると共に、超過勤務取得条件の整理をする。

有給取得率 60％を目指し、ワークライフバランスを保ち、永く働ける職場環境を創り上げる。

  やりがいのある職場となる為に、研究や研修の場へ参加する機会を増やす。

③ 地域のニーズを把握し、特長を活かしたサービスの構築を図る



平成２７年度事業報告

事業所名 企画総務部 責任者 日高 啓治

【実施事業】

【平成 27年度重点目標】

重点目標

① 地域との連携強化を進めます。

（1）地域の関係機関・団体との連携に努めます。

（2）地域啓発のため、講演会などの企画・実施の中心となっていきます。

（3）防災分野での地域連携を進めます。

② 人員の確保・育成を進めます。

（1）人員の確保を行います（正規職員採用３０名）

（2）職員のキャリアの在り方を検討し、育成計画を立案します。

（3）給与・働き方の検討を行います。

③ 事務のリスクマネジメントを進めます。

（1）事務職員の仕事のローテーション・多機能化を進めます

（2）文書等の管理方法の見直しを行います。

（3）建物管理の具体化を進めます。

実施状況

① 各種会合やセミナーなどに参加し情報収集を行うとともに、行政や他の社会福祉法人と話し

合い・交流を持った。地域啓発活動については、愛光園が主体となる企画はしなかったが、各

種団体の開催する会議・啓発イベントに、パネリスト・会場提供等で協力した。防災について

は、東浦町に働きかけたものの進展せず。日本福祉大学などとは、大学主催のセミナーなどに

参加し関係を深めた。

  ② 採用活動は、正規職員の採用 17人で、特に新卒採用が 5人と、目標の 3分の１であった。年

明けに中途採用・非常勤職員からの転換があったが、11月まではとても低調であった。

  ③ 事務職員のローテーションは実施できなかった。文書管理では、労働衛生関係の書類は、産業

医の藤田医師の指示のもと仕組みつくりに着手した。建物管理は、長期修繕計画を加藤建築

事務所に依頼したが、年度内には完成できなかった。調査結果の一部は事業所の修繕計画に

反映させた。

残された課題とその対応

① 「地域包括ケア」ネットワークに向けて、制度や自治体は模索を続けている。愛光園も社会資

源の１つとして役割を果たしていけるよう関係機関団体と連携を一層深めていく。防災につい

ては、各地で災害も発生しており、改めて行政や関係機関に連携を働き掛けていく。

② 3月から採用 1年目の職員をリクルーターに任命し採用活動に携わるようにした。今後一層各

事業と連携して愛光園の魅力を伝えていく。

③ 事務職員のローテーションは、全面的な変更は難しいため、仕事を切り分け、少しずつローテ

ーションさせていく。文書管理は、労働衛生分野だけでなく、他の分野も整理する仕組みを検

討・実施していく。修繕計画は提出してもらう長期修繕計画を基に各事業所の計画に反映させ

る。その上で社会福祉充実計画やひかりのさと周辺の計画とあわせて、中期計画を作成してい

く。


