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令和３年度 社会福祉法⼈桑の実福祉会 事業計画 
社会福祉法⼈桑の実福祉会は、利⽤者がその有する能⼒に応じ、地域社会の⼀員として尊重され、地域
において⾃⽴した⽇常⽣活を、安⼼して送れるように、以下に掲げる社会福祉事業を⾏なう。 
1―（1）⽇中活動系（通所系）サービス 

事業所の名称 事業の種類 事業の⽬的 
 
 
 
 
指定障害福祉サービス 
事業所くわのみ（多機能） 

第⼆種社会福祉事業 
（障害者総合⽀援法に基づく 

就労継続⽀援Ｂ型事業） 
（定員２４名） 

利⽤者が⾃⽴した⽇常⽣活⼜は社会⽣活
を営むことができるよう、⽣産活動その他
の活動の機会の提供を通じて、知識及び 
能⼒の向上のために必要な訓練その他の
便宜を⾏う 

第⼆種社会福祉事業 
（障害者総合⽀援法に基づく 

⽣活介護事業） 
（定員１５名） 

利⽤者が⾃⽴した⽇常⽣活⼜は社会⽣活
を営むことができるよう、常時介護（及び
⽀援）を要する利⽤者に対して、⼊浴、排
泄、⼜は⾷事の介護、創作活動⼜は⽣産活
動の機会の提供と、その他の便宜を⾏う 

伊勢崎市桑の実福祉作業所 第⼆種社会福祉事業 
（障害者総合⽀援法に基づく 
  地域活動⽀援センター 
  市町村事業/指定管理） 
 （定員１７名） 

利⽤者が、地域において⾃⽴した⽇常⽣活
⼜は社会⽣活を営むことができるよう、 
通所により、創作活動⼜は⽣産活動の機会
の提供を⾏い、社会との交流の促進を 
図る。また、⽇常⽣活に必要な便宜の供与
を適切に⾏う。 

デイ・アクティビティ 
センター まゆ 

公益事業（指定管理） 
（群⾺県在宅重度⼼⾝障害者等 

デイ・サービス事業） 
（定員６名） 

在宅の重度⼼⾝障害者等のうち、既存の 
施設等への通所が困難な⼈に対し、市町村
が通所の場を設け、⽇常⽣活訓練、機能訓
練、養護等を⾏うことにより、重度⼼⾝障
害者の地域⽣活を援助するとともに、介護
を⾏う家族の負担を軽減する。 

伊勢崎市地域活動 
⽀援センターあずま 

第⼆種社会福祉事業 
（障害者総合⽀援法に基づく 
 地域活動⽀援センター 
  市町村事業/指定管理） 

（定員１５名） 

利⽤者が、地域において⾃⽴した⽇常⽣活
⼜は社会⽣活を営むことができるよう、 
通所により、創作活動⼜は⽣産活動の機会
の提供を⾏い、社会との交流の促進を 
図る。また、⽇常⽣活に必要な便宜の供与
を適切に⾏う。 

伊勢崎市デイサービス 
センターあずま 

公益事業（指定管理） 
（群⾺県在宅重度⼼⾝障害者等 

デイ・サービス事業） 
 （定員４名） 

在宅の重度⼼⾝障害者等のうち、既存の 
施設等への通所が困難な⼈に対し、市町村
が通所の場を設け、⽇常⽣活訓練、機能訓
練、養護等を⾏うことにより、重度⼼⾝障
害者の地域⽣活を援助するとともに、介護
を⾏う家族の負担を軽減する。 

１−（２）相談⽀援事業   
事業の名称・事業所名称 事業の内容 事業の⽬的 

指定特定相談⽀援事業 
指定特定相談⽀援事業所 

       にじ 

障害者総合⽀援法に基づく 
相談⽀援事業 
（第⼆種社会福祉事業） 

障害児者の家族・介護者等の相談に応じて適切な
情報提供を⾏い、権利擁護のために必要な援助を
⾏い、障害者等が⾃⽴した⽇常⽣活・社会⽣活を
送れるように⽀援する。 
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１−（３）居住系（ホーム）サービス 
事業所の名称 事業の種類 事業の⽬的 

 
さくらんぼホーム 
     
 
共同⽣活援助 

第⼆種社会福祉事業 
共同⽣活援助 

定員２３名 
（居住５箇所） 
・さくらんぼＡ棟 
・さくらんぼＢ棟 
・まつぼっくり 
・さくらんぼＣ棟 
・ライム A 棟(新築) 

グループホーム 
（介護サービス 

包括型） 
 
 

利⽤者が⾃⽴を⽬指し、地域において共
同して⽇常⽣活⼜は社会⽣活を営むこと
ができるよう、利⽤者の⾝体及び精神の
状況並びにその置かれている環境に応じ
て、共同⽣活住居において、相談及び⼊
浴、排泄、⼜は⾷事の⽀援その他の⽇常
⽣活上の援助を⾏う 
令和３年度は６箇所のホームのうち、２
箇所を統合する。5 つのホームの特⾊を
活かしながら、防犯対策等で連携し、⽇
常⽣活と⽀援の質の向上を⽬指す。 

 
１−（４）その他の事業 

事業の名称 事業の内容 事業の⽬的 

障害者地域⽣活⽀援事業 
（⽇帰り短期事業） 

障害者総合⽀援法に基づく 
障害者地域⽣活⽀援事業 
（旧：⽇中⼀時⽀援事業） 

《委託⾃治体》 
 ・伊勢崎市 
 ・太⽥市 
（障害福祉サービス事業所 

くわのみで実施） 

障害者及び障害児が、その有する
能⼒及び適性に応じ、⾃⽴した⽇
常⽣活⼜は社会⽣活を営むこと
ができるよう、地域の特性や利⽤
者の状況に応じた柔軟な事業形
態による事業を効率的かつ効果
的に実施し、障害者等の福祉の増
進を図る 

 
 
１−（５）令和３年度 法⼈の重点項⽬ 
① 感染症対策・衛⽣管理 
② 虐待防⽌・⼈権侵害ゼロの取り組み 
③ 防⽕、防犯、⾃然災害における安全対策と危機管理対策 
④ ⼈材確保・⼈財育成（職員の研修・資格取得の奨励）と職場定着 
⑤ 利⽤者の確保及び利⽤者へのサービスの質の向上 
⑥ 職員の処遇改善と働きやすい職場環境の整備 
⑦ 地域における公益的活動 

 
 
１−（６）定例会議 
    理事会・評議員会 

会 議 名 開催時期 内   容 
第 1 回理事会/評議員会 ５⽉〜６⽉頃 事業報告・決算報告 等 
第 2 回理事会/評議員会 １１⽉頃 補正予算・事業計画変更 等 
第 3 回理事会/評議員会 3 ⽉頃 事業計画・当初予算 等 
臨時理事会/評議員会 随時 法⼈の意思決定が必要な事項について 
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２ 勤務する職員（職員の配置） 
 ２−１  ⽇中活動系（通所系）サービス 

総合施設⻑ 1 名（常勤・くわのみ施設⻑兼務） 
             事務⻑ 1 名（常勤・くわのみ事務員兼務）  
 事業所 
 
職種 

くわのみ 
・就労継続Ｂ型 

・⽣活介護 

桑の実 
作業所 

まゆ 地 域 活 動 ⽀
援 セ ン タ ー
あずま 

デ イ サ ー ビ
ス セ ン タ ー
あずま 

相談⽀援 
事業所 
にじ 

施設⻑・所⻑ １名（常勤） １名（常勤・⽀援員兼務） １名（常勤・⽀援員兼務） １名（兼務） 
サービス管理 
責任者 
（必須配置） 

１名（常勤） 
（2 事業兼務） 

     

⽣活⽀援員 
（配置基準あり） 

６名（常勤） 
1 名（⾮常勤） 

３名（常勤） 
＊うち１名
は所⻑兼務 

３名（常勤） 
１名（⾮常勤） 

３名（常勤） 
 

２名（常勤） 
＊うち１名は 

所⻑兼務 

 

相談⽀援専⾨員      1 名（常勤） 
職業指導員 
（B 型必須） 

１名（常勤） 
 

     

⽬標⼯賃達成 
指導員 
（B 型） 

１名（常勤）      

看護師 
（⽣活介護事業 

必須） 

 
1 名（⾮常勤） 

     

事務員 
（事務⻑を含む/

配置基準なし） 

３名（常勤） 
うち１名は⽣活
⽀援員兼務 

     

送迎運転⼿ 1 名（パート）      
事 業 所 ご と
の計 

１６名 ３名 ４名 ３名 ２名 １名＋管理者
（兼務） 

合  計          ２９名 
 
 
２−２  居住系（グループホーム）サービス（ 基準の職員配置 ４：１） 

職  種 
常勤 ⾮常勤 

常勤 
換算 

管理者 
（必須配置） 
法⼈総合施設⻑兼務 
常勤兼務１名（0.1） 

サービス管理責任者 
（必須配置） 
常勤１名（世話⼈兼務） 

（0.2＋0.8） 

世話⼈  ６⼈（5.3）  ６⼈（5.3） 
⽣活⽀援員 １⼈ 

（兼務 0.5） 
7 ⼈（3.8） 7 ⼈（4.3） 

兼務あり 
⼩計 ６⼈（5.8） 7 ⼈（3.8） １３⼈（9.6） 
総合計  １３⼈（9.6） 
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 障害福祉サービス事業所くわのみ 令和３年度事業計画 
１．施設（事業）の概要 

施設の種類 
障害者総合⽀援法に規定する指定障害福祉サービス事業所  
群⾺県指定第  １０１０４０００８１ 号 

施設の名称 く わ の み 
事業の種類 ①就労継続⽀援Ｂ型事業   ②⽣活介護事業   （多機能） 
所 在 地 群⾺県伊勢崎市境⼥塚２８８３-１ 
電 話 番 号 ０２７０-７４-０８１１ 
開設年⽉⽇ 平成８年４⽉１⽇ 
利 ⽤ 定 員 ① 就労継続⽀援Ｂ型事業 ２４名     ②⽣活介護事業 １５名 

事業の⽬的 

就労継続⽀援 
Ｂ型事業 

利⽤者が⾃⽴した⽇常⽣活⼜は社会⽣活を営むことができるよ
う、⽣産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び 
能⼒の向上のために必要な訓練その他の便宜を⾏う 

⽣活介護事業 利⽤者が⾃⽴した⽇常⽣活⼜は社会⽣活を営むことができるよ
う、常時介護（及び⽀援）を要する利⽤者に対して、⼊浴、排
泄、⼜は⾷事の介護、創作活動⼜は⽣産活動の機会の提供と、
その他の便宜を⾏う 

運営⽅針 
地域社会との結びつきを⼤切にし、利⽤者の家族や諸機関との 
連携のもとで、開かれた施設運営を⾏う。 

⽇中⼀時⽀援事業 
（⽇帰り短期事業） 

伊勢崎市、⾼崎市及び太⽥市からの委託により、児童及び知的障害者短期⼊所 
事業の実施施設として、⽇中の受け⼊れ⽀援を⾏う。 

＊就労継続⽀援Ｂ型事業は、⽣産活動（作業）を中⼼とした⽀援を⾏う。 
＊⽣活介護事業は、個々の⽣活能⼒を向上させることを⽬的とした課題活動を中⼼とし、集団活動と 

個別活動を組み合わせたプログラムを提供する。 
＊多機能事業所として、B 型と⽣活介護事業の役割を職員が相互に理解し、効果的な連携を⾏う。 
＊就労継続⽀援Ｂ型事業は定員を満たしていないため、令和３年度は新規利⽤者の獲得に努める。 
＊⽣活介護事業は、令和３年度に新規利⽤者を迎えるため、個々の利⽤者の関係調整を丁寧に⾏い、 
 安⼼して活動できる環境を提供する。 
 
2.⽇課表（⽉〜⾦） 

 時 刻 実 施 事 項 時 刻 実 施 事 項 
8：30 職員打合せ・送迎⾞出発 13：00 体操 
9：00 ⾃主通所者登所・ 

作業及び活動開始 
13：15 作業及び活動再開 

9：30 送迎⾞到着・体操 14：30 休憩 ⽣活介護事業の 
 利⽤者朝の会・体操 14：45 作業及び活動再開 集団活動プログラム

は、この時間に実施 10：00 全員、作業及び活動開始 15：30 作業・活動終了・帰りの会・
清掃 

12：00 昼⾷・⻭磨き・ 16：00 解散・送迎⾞出発 
 昼休み 17：00 職員 報告会及び打合せ 

  



 5 

3.⽀援内容 
3−Ⅰ 個別⽀援計画の策定   
アセスメントにより、本⼈・家族の要望を聞き取り、個別⽀援計画を策定する。利⽤者⽀援は個別⽀援
計画に基づいて実施する。個別⽀援計画の内容は、本⼈・家族に開⽰し､変更・追加等の希望があれば
随時協議して、計画の変更を⾏う。また、災害時個別⽀援計画を作成して災害時の安全確保を図る。 
3−2 モニタリングの実施  
６ヵ⽉ごとにモニタリングと評価を⾏い、本⼈や家族の同意のもとに⽀援を⾏う。 
３−３ 利⽤者共通の⽀援内容 

種類 内容 詳        細          

①⽇常⽣活 
⽀援 

排泄 利⽤者の状況に応じて適切な排泄⽀援を⾏なう。 
整容/⻭磨き/洗顔 個性に配慮し、適切な整容が⾏なわれるよう⽀援する。 
着脱⾐ 寒暖に配慮して､適切な⽀援を⾏なう。 
移動（活動時） 利⽤者の状況に応じ、安全に移動する⽀援を⾏なう。 

②医療 
及び 
健康管理 

 
 

体重測定 ⽉１回 
内科検診 年２回 嘱託医による健康診断を⾏なう。（⽥島医院） 
インフルエンザ予防接種 年１回 嘱託医による健康診断と⼀緒に実施（⽥島医院） 
⻭科検診 年１回（⼩此⽊⻭科医院） 
胸部Ｘ線撮影 年１回（健康づくり財団） 
服薬の⽀援 必要があれば利⽤者の状況に応じて､適切な服薬の⽀援を⾏なう。 

③⽣産活動 
 

＊⼯賃 
⽀払⽇ 

毎⽉５⽇ 
 
＊主に就労継
続⽀援Ｂ型事
業で実施する 
 
⽣活介護事業
はストックヤ
ード担当 

公園清掃 市内１７箇所。社会的役割を意識し、確実な作業遂⾏の⽀援を⾏う。 
花壇植栽 市内 1 カ所 
⽂書仕分（配送） 境地区の区⻑宅４０軒。配布物を確実に届けられるように⽀援する。 
ホチキス針の箱詰 ⽣産数を意識できるように記録をつける⽀援を⾏なう。異物の混⼊

に注意し､完全な製品ができるように⽀援する。 
パッキング材型抜 注意事項を理解して作業が進められるように⽀援する。 
農福連携作業 群⾺県共同受注窓⼝のあっせんにより農業者の作業を請け負う。 
ストックヤード 
（⽣活介護） 

施錠と開錠、周辺清掃を、安全に確実に⾏えるように⽀援する。 

⼯賃向上（B 型）  
地域で⽣活するための所得保障として、⼯賃を向上させるために、 
⽣産活動⽀援の拡充を図る。 

その他 必要に応じ、利⽤者の作業能⼒を勘案し受注作業を開拓する。 

④就労⽀援 随時 利⽤者の希望に基づいて、就労の場を開拓し、関係機関と連携し、
実習等の実施､職場定着⽀援、アフターケアを⾏なう。 

⑤活動⽀援 全体の活動として 
実施するもの 

旅⾏（事業ごとに計画して実施）   誕⽣会     ⾷事会    
季節の⾏事     外出    その他の活動 

⑥活動⽀援 主に⽣活介護事業 
で実施するもの 

散歩  創作活動  ⾳楽活動  社会体験活動(宿泊)   
調理   個別⽀援計画に基づく活動  

⑦安全⽀援 避難訓練 年４回 実施 （年１回地域消防協⼒員との合同訓練実施） 
⽕災・⼤規模地震等の想定に加え、⽔害を想定した訓練も⾏う。 

⑧相談活動 苦情受付 ⽉〜⾦ 随時 担当職員が受付 
なんでも福祉相談 相談員が受け付けた地域の困りごとに対応し、解決の⽷⼝を探す。 
オンブズマン 権利擁護ネットはあとらんどによる ⽉１回の相談会 
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３-４ ⼯賃向上⽀援 
 地域て⽣活していくための所得保障となるよう、⾼い⼯賃を⽀給し、⼯賃がさらに向上できるように

継続的な⽀援を⾏う。（対象事業所は就労継続⽀援Ｂ型事業） 
【くわのみ就労継続⽀援Ｂ型事業 令和３年度 ⽬標⼯賃】 

年間売上⾼  ９，６７２，０００円 
⼯賃⽀払⾼ ７，５２３，６００円 
⽀払延⼈数       ２８０⼈ 
平均⼯賃⽉額 ２６，８７０円 
平均⼯賃時間額       ２８３円 

   （令和２年度 群⾺県最低賃⾦ 時給８３７円の 1/3＝２７９円） 
 
４.会議・研修（法⼈共通） 

項  ⽬ ⽬標および内容 

職員会議 ⽉１回実施 司会と記録は毎⽉交代し、会議録を保存する。 

ケース検討会 
⽉１回実施（１回２ケース程度） その他必要に応じて随時実施   
記録を保存する。年度末に、⽀援のまとめ（利⽤者全員が対象）             

⽀援検討会 隔⽉に実施 ケース検討会より、課題解決を主眼とする  
作業⽀援検討会 就労継続⽀援Ｂ型事業利⽤者対象、年２回実施  
就労⽀援検討会 就労継続⽀援Ｂ型事業/年 2 回実施 （就労希望者・就労可能者について検討） 
個別⽀援計画検討会 年１回実施 （利⽤者全員について検討） 
打合せ会議/反省会 打合せ会議は随時。⾏事反省会は実施当⽇（直後）に⾏い、会議録を作成する。 

研修 
加盟団体主催の研修・関係団体主催の研修等の外部研修参加を奨励する。 
必要に応じ、各研修会参加者による伝達講修や講師を招いての職場内研修を実
施する。また、⾃主研修制度の利⽤を奨励する。 

 
5. 個⼈情報の管理  （法⼈事業所共通） 
就業規則に利⽤者の秘密保持義務を明⽰し、守秘義務の周知徹底を図る。 
⾃治体から業務を受託している事業者は、業務については当該⾃治体が遵守しなければならない事項と
同様の義務を負うことから、⾃治体の個⼈情報保護に関する条例に基づき個⼈情報保護法を遵守する。 

① 守秘義務の遵守徹底 
② 本⼈・家族の同意 
③ ⽬的外使⽤の禁⽌ 
④ 保存媒体を含む個⼈情報の持ち出し禁⽌の徹底 
⑤ ⽂書管理体制の徹底化 

 
6.職員の福利厚⽣（法⼈事業所共通） 
健康診断・インフルエンザ予防接種補助 それぞれ、年１回実施 

その他 福利厚⽣センター（ソウエルクラブ）の事業者加⼊ 
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7.その他 
項  ⽬ 内   容 

広報活動 
ホームページ 

ホームページを活⽤して情報を発信する。また、ホームページ上で、法⼈の定款、 
決算の計算書類等を開⽰する。必要に応じて便り等も発⾏する。 

実習の受⼊ 近隣の養護学校の現場実習・福祉系⼤学等の援助技術実習・社会⼈の社会貢献活動等 
福祉体験 地域の⼩中学⽣の福祉体験等を受け⼊れる 

ボランティア ⾏事・活動・作業等のボランティアは原則として受け⼊れることとし、ボランティアの
作業による製品の品質管理を⾏う。 

地域交流 法⼈まつり・諸⾏事を開催して、地域の⼈々と交流し、相互理解を深める。 
家族連絡会 原則、最終⼟曜⽇に実施 
 
８.年間⾏事予定  
 ☆新型コロナウイルス感染症の拡⼤状況によって、⼈が集まる事業は中⽌となる可能性がある 
⽉ 施 設 ⾏ 事 外部団体等主宰の⾏事 
４ ・（新規利⽤者がいる場合）⼊所式       
５ ・内科健診 ・避難訓練 ・胸部Ⅹ線撮影  
６ ・旅⾏     ・⻭科検診 ・法⼈まつり 
７  ・育成会全体事業 
８ ・⼤掃除        
９ ・避難訓練     ・福祉パレード    スポーツ⼤会 

１０ ・旅⾏ ・福祉バザー             
１１ ・内科健診    インフルエンザ予防接種 ・産業祭/つながりフェスティバル 
１２ ・クリスマス会 ・避難訓練 ・⼤掃除・冬休み ・育成会クリスマスパーティ 
１ ・初詣    ・新年会/成⼈を祝う会 ・ゆうあいフェスティバル・育成会もちつき⼤会 
２ ・避難訓練         

 

３   
 

【就労継続 B 型】 
・バス旅⾏（春・秋/年２回） 
・ボーナス外出・ランチ外出（年３回） 
・ゴールデンウィーク余暇⽀援（おやつ作り・外出等） 
・夏季余暇⽀援（おやつ作り・創作活動、外出等） 
 
【⽣活介護】 
・⾃⽴課題活動    ・個別活動⽀援     ・グループ活動⽀援 
・ストックヤード周辺清掃（伊勢崎市からの委託）   ・近隣散歩 
・企画活動（おやつ作り、創作活動、運動、レクリエーションなど） 
・まゆと合同のカラオケ ・カラオケ（年数回） 
・デイサービスセンターあずまとの合同ミュージックケア（境地域福祉センター等）    
・旅⾏（春・秋/年２回）    ・バーベキュー      ・忘年会（もしくは新年会） 
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令和 3 年度  
桑の実福祉作業所・ディ・アクティビティセンター まゆ事業計画 

（指定管理期間 平成３１年４⽉１⽇〜令和６年３⽉３１⽇） 
 

令和 3 年度 法⼈の重点項⽬ 
①  感染症対策・衛⽣管理 
②  虐待防⽌・⼈権侵害ゼロの取り組み 
③  防⽕、防犯、⾃然災害における安全対策と危機管理対策 
④  ⼈材確保・⼈財育成（職員の研修・資格取得の奨励）と職場定着 
⑤  利⽤者の確保及び利⽤者へのサービスの質の向上 
⑥  職員の処遇改善と働きやすい職場環境の整備 
⑦  地域における公益的活動 

 
 

Ⅰ.施設の概要 
施設の名称 伊勢崎市桑の実福祉作業所 
施設の種類 地域活動⽀援センターⅡ型（伊勢崎市指定管理者制度指定事業所） 
所在地・電話 群⾺県伊勢崎市境新栄１３−７  ℡０２７０−７６−１７６８ 
開設年⽉⽇ 昭和５９年４⽉１⽇ 
利⽤定員 １７名       
職 員 ３名 
指定期間 平成３１年４⽉１⽇〜令和６年３⽉３１⽇ 

運営⽅針 

働くことを⽇中活動⽀援の柱として、⼩規模の特⾊を活かした柔軟できめ細かい⽀援を
⾏なう。法⼈本部のある障害福祉サービス事業所くわのみ及び作業所併設のデイ・アク
ティビティセンターまゆと連携を保ち、地域で⽀援を必要としている⼈に即時対応でき
る体制を整える。 

 
施設の名称 伊勢崎市デイ・アクティビティセンターまゆ 
施設の種類 在宅重度⼼⾝障害者等デイサービス事業 伊勢崎市指定管理者制度指定デイサービス 
所在地・電話 群⾺県伊勢崎市境⼥塚２８８３−１  ℡０２７０−７４−０８１１ 
開設年⽉⽇ 平成１４年１０⽉１⽇ 
利⽤定員 ６名    
職 員 ４名（常勤３名、⾮常勤１名） 
指定期間 平成３１年４⽉１⽇〜令和６年３⽉３１⽇ 

運営⽅針 
在宅の重度⼼⾝障害者等で、既存の施設等の利⽤が困難な⼈たちに対し、⽇常⽣活
に必要な基本的⽣活習慣を確⽴し定着するための⽀援を⾏ない、利⽤者の⽣活の質
の向上を⽬指すとともに、介護を⾏なう家族の負担の軽減を図る。 
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2.⽇課表 2-①桑の実福祉作業所（⽉〜⾦） 
 時 刻 実 施 事 項 時 刻 実 施 事 項 
8：30 ・送迎⾞出発  ・⾃主通所者登所 13：00 ・清掃、作業再開 
9：00 ・作業開始 14：30 ・休憩 
9：30 ・送迎⾞到着 

・利⽤者朝の会・給茶 
・作業再開 

14：45 ・作業再開 
15：45 ・作業終了・清掃・利⽤者帰りの会 

11：00 ・休憩 16：00 ・送迎⾞出発 
12：00 ・昼⾷  ・⻭磨き  ・昼休み 17：00 ・職員打合せ 

 
 ⽇課表 2-②  デイ・アクティビティセンターまゆ（⽉〜⾦） 

 時 刻 実 施 事 項 時 刻 実 施 事 項 
8：30 ・職員打合せ   ・送迎⾞出発 13：00 ・体操 
10：00 ・送迎⾞到着   ・バイタルチェック   13：10 ・プログラム開始 
10：15 ・朝の会  ・給茶  ・整容 14：30 ・休憩/給茶 
10：30 ・プログラム開始 15：30 ・プログラム終了・清掃 ・帰宅準備  
11：30 ・プログラム終了  給茶 15：40 ・送迎⾞出発 
12：00 ・昼⾷  ・⻭磨き  ・昼休み 17：00 ・職員打合せ 

 
2-③週間プログラム   デイ・アクティビティセンターまゆ（⽉〜⾦） 
曜⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ 
午前 全体活動（運動） 全体活動（運動） 全体活動 運動 

全体活動 
個別活動  

午後 個別活動  個別活動 
 

全体活動 
⼊浴 

個別活動  個別活動 
 ⼊浴 

 
2-④ ⽉間プログラム  デイ・アクティビティセンターまゆ 
・第２⽊曜⽇：運動、⼜は造形活動） 
・第２⾦曜⽇：調理実習    お楽しみランチ（不定期） ⽉末⽊曜⽇カレーランチ 
・第３⾦曜⽇:（午後）おやつ作り    
・第３⽊曜⽇：（隔⽉）理学療法⼠による機能回復、機能維持訓練 
・その他：法⼈の⽣活介護事業所との合同でミュージックケアやカラオケ等の活動 
・誕⽣会、外出⽀援 
 
3.⽀援内容 
3−Ⅰ 個別⽀援計画の策定   
アセスメントで本⼈・家族からの要望を聞き、個別⽀援計画を策定する。利⽤者⽀援は個別⽀援計画に
基づいて実施し内容を開⽰する。変更・追加等の希望があれば随時協議して、計画の変更を⾏う。 
3−2 モニタリングの実施  
６ヵ⽉ごとにモニタリングと評価を⾏い、本⼈や家族の同意のもとに⽀援を⾏う。 
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３−３―①⽀援内容   桑の実福祉作業所 
種 類 内 容  

 
 
 
 

①⽇常⽣活⽀援 整容⽀援  ⾐服調節の⽀援   移動⽀援 
②健康管理の⽀援 感染症対策、健康チェック、体重測定、内科検診、⻭科検診、服薬⽀援 

③就労⽀援 現場実習   職場開拓  就労⽀援   アフターケアと定着⽀援 

④安全に関する⽀援 避難訓練   防災訓練  
⑤相談活動 苦情受付   第三者委員の設置     相談活動 

⑥ 活動⽀援  調理実習、⾃治会（おしゃべり会）、 
外出⽀援、⾷事会、誕⽣会、季節の⾏事    

 

３−３―②作業種⽬   桑の実福祉作業所  
作業種⽬ 委託先・契約先 作業内容及び作業⽀援 

 
防災トイレ清掃 

 

 
伊勢崎市 

法⼈施設で委託を受けている作業の⼀部を受け持つ。地域の
役に⽴つ仕事であることを意識し､確実な作業を⾏えるよう
に⽀援する。 

⾃動⾞部品の袋詰め 

有限会社 
マキタ 

多種の作業を請け負うので、担当者との連絡を密に⾏い、 
作業量の調整を⾏い、適正な受注量を調整し、確実に 
納品できるように作業を組み⽴てて⽀援を⾏う。 
それぞれの発注指⽰に従って、不良品を出さないように⽀援
を⾏う。 

シャープペンの組み⽴て 
シャープペン針の箱詰め 
シャープペンの部品作り 

ボルト・ナットの検査 

ボルトの組み⽴て 
建築資材箱詰 ジューキ 作業指⽰に従い、正確に納品できるようにする。 

ダイレクトメール便の配達 
 

ヤマト運輸 
配達物の住所等を確認し、バーコードリーダーで⼊⼒し、誤
配のないように届ける。徒歩でも⾃転⾞でも安全に移動し、
確実な作業を⾏えるように⽀援する。 

ゴムのバリ取り 
⾦属部品の⾊塗り 
袋の資材カット 
⾃動⾞部品の組み⽴て 

 
 
荻野電機 

作業指⽰に従い、混⼊等のミスがないように、正確に作業で
きるように⽀援する。作業量の調整を⾏い、確実に納品でき
るように⽀援を⾏う。 

袋の紐通し 
モロフジ 作業指⽰に従い、袋の製作をして梱包する。 

作業の調整を⾏ない、確実に納品できるように⽀援する。 

アルミ⽸・古紙の 
リサイクル 

 
 

東⽑清掃他 
 

回収依頼に応じアルミ⽸・古紙の回収に出向く。 
異物を取り除き回収業者にスムーズに渡せるように整理し
て保管する。持ち込まれたアルミ⽸とスチール⽸は分別でき
るように⽀援する。 

建物清掃、⾷器洗浄 
⽇の出 ⾼齢者⼩規模事業所内の清掃、⾷器洗浄作業。 

衛⽣管理と安全管理を徹底し、丁寧に作業が遂⾏できるよう
に⽀援する。 

県有地除草・駐⾞場清掃 群⾺県共同受注窓⼝ 群⾺県共同受注窓⼝のあっせんにより作業を請け負う 
伊勢崎市指定ゴミ袋の販売 各地区⺠協等 各団体の依頼を受けて、ゴミ袋の包装・納品を⾏う。 

その他  必要に応じ、作業を開拓・受注する。 
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３−３―③⽀援内容  デイ・アクティビティセンターまゆ 

種 類 内 容  
 
 
 
 

①⽇常⽣活⽀援 排泄⽀援   整容⽀援  着脱⾐の⽀援   移動⽀援 

②健康管理の⽀援 
感染症対策、バイタルチェック、体重測定、内科検診、⻭科検診、 
服薬⽀援 

③機能訓練 理学療法⼠による機能維持訓練・機能回復訓練 

④⼊ 浴 ⼀⼈につき週２回程度実施  
⑤相談活動 苦情受付   第三者委員の設置     相談活動 
⑥⾷事の⽀援 ⾷事介助   必要に応じ、刻み・とろみ付等の⽀援 

⑦社会活動⽀援 
外出⽀援、創作活動、体⼒づくりの活動、⾷事会、 
誕⽣会、季節の⾏事 

 
 
 
 
３−３―④作業種⽬  デイ・アクティビティセンターまゆ 

作業種⽬ 委託先・契約先 作業内容及び作業⽀援 
アルミ⽸・古紙 
のリサイクル 

 
東⽑清掃 

 

リサイクル可能なものを分別する。依頼に応じアル
ミ⽸等の回収を⾏う。異物を除去し、回収⽇まで整
理して保管する。⽸の分別が確実にできるように⽀
援を⾏う。 

アイロンビーズその他  作業療法の⼀環として、作品を制作する。 

シールのバリはがし 
 指先の機能訓練を⽬的とした作業療法の⼀環として 

⾏う。 
 
 
 
 
４ 地域との交流プラン（桑の実作業所・まゆ共通） 

項  ⽬ 内   容 
地域交流・⽂化交流 ・法⼈まつり参加  ・市や他団体主催の各種⾏事に積極的に参加する 

交流会 ・地域の⼩中学⽣ ・地区の⺠⽣委員 ・地元企業  ・近隣の福祉作業所 
利⽤者の地域貢献 通所途中の⽸等の回収とリサイクル、美化活動等 

災害時の地域協⼒体制 
・近隣の住⺠の⽅に消防協⼒員を依頼 ・合同総合避難訓練の実施 
・災害時の避難場所確保にも地域消防協⼒員の協⼒を仰ぐ。 

ボランティア受⼊ ⾏事・活動・作業等のボランティア 
実習の受⼊ ・中⾼養護学校・福祉系⼤学等の援助技術実習・社会貢献活動等 

福祉体験の受⼊ 地域の⼩中学⽣の福祉体験の受⼊ 



 12 

 
５ 年間⾏事予定（桑の実作業所・まゆ共通） 
⽉ 施 設 ⾏ 事 外部団体等主宰の⾏事 
４ ・花⾒     
５ ・避難訓練  ・胸部Ⅹ線撮影   
６ ・⻭科検診    ・法⼈まつり 
７ ・⽇帰り外出  ・夏祭り参加 

 

８ ・⼤掃除   ・陶芸教室  ・⼣⾷会  
９ ・避難訓練 ・スポーツレクリエーション      ・福祉パレード ・あいレク・スポーツ⼤会 

１０ ・ボランティアそよ⾵との交流会   ・⽇帰り外出  ・サワフジ交流会 ・福祉バザー             
１１ ・健康診断 ・ボウリング⼤会（群作連）  ・産業祭/つながりフェスティバル 
１２ ・クリスマス会 ・避難訓練 ・冬休み  ・⼤掃除   
１ ・初詣・新年会/成⼈等を祝う会   ・育成会もちつき⼤会 
２ ・避難訓練    ・陶芸教室        
３ ・年度末合同活動       

  
＊桑の実福祉作業所・まゆ合同の活動 

・夏のお祭り交流会、スポーツレクリエーション 
 

＊桑の実福祉作業所の活動 
 ・調理実習（⽉ 1 回）、お楽しみランチ、お楽しみおやつ 

・ボーナス⽀給⽉（８⽉ １２⽉）にグループ別外出⽀援 
 ・⽉１回、利⽤者⾃治会活動 
 ・年に⼀回、⼣⾷会 
 ・誕⽣会としてお楽しみ会 
 ・年度末⾷事会    ・陶芸教室（外部講師依頼/後期に可能であれば実施） 
 
 
６．会議・研修（法⼈事業所共通） 

項  ⽬ ⽬標および内容 

職員会議 ⽉１回実施 司会と記録は毎⽉交代し、会議録を保存する。 

ケース検討会 
⽉１回実施（１回２ケース程度） その他必要に応じて随時実施   
記録を保存する。年度末に、⽀援のまとめ（利⽤者全員が対象）             

⽀援検討会 隔⽉に実施 ケース検討会より、課題解決を主眼とする  
個別⽀援計画検討会 年１回実施 （利⽤者全員について検討） 
打合せ会議/反省会 打合せ会議は随時。⾏事反省会は実施当⽇（直後）に⾏い、会議録を作成する。 

研修 
加盟団体主催の研修・関係団体主催の研修等の外部研修参加を奨励する。 
必要に応じ、各研修会参加者による伝達講修や講師を招いての職場内研修を実
施する。また、⾃主研修制度の利⽤を奨励する。 
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７. 個⼈情報の管理  （法⼈事業所共通） 
就業規則に利⽤者の秘密保持義務を明⽰し、守秘義務の周知徹底を図る。 
⾃治体から業務を受託している事業者は、業務については当該⾃治体が遵守しなければならない事項と
同様の義務を負うことから、⾃治体の個⼈情報保護に関する条例に基づき個⼈情報保護法を遵守する。 

① 守秘義務の遵守徹底 
② 本⼈・家族の同意 
③ ⽬的外使⽤の禁⽌ 
④ 保存媒体を含む個⼈情報の持ち出し禁⽌の徹底 
⑤ ⽂書管理体制の徹底化 

 
８ .職員の福利厚⽣（くわのみ事業計画と共通 
健康診断・インフルエンザ予防接種補助 それぞれ、年１回実施 

その他 福利厚⽣センター（ソウエルクラブ）の事業者加⼊ 

 
 
９ その他 

項  ⽬ 内   容 
広報活動 
ホームページ 

法⼈のホームページを活⽤してきめ細かい情報を発信する。また、ホームページ上で、
法⼈の定款、決算の計算書類等を開⽰する。従来どおり広報誌も発⾏する。 

実習の受⼊ 近隣の養護学校の現場実習・福祉系⼤学等の援助技術実習・社会⼈の社会貢献活動等 
福祉体験 地域の⼩中学⽣の福祉体験の受⼊・交流会の実施 

ボランティア ⾏事・活動・作業等のボランティアは原則として受け⼊れることとし、ボランティアの
作業による製品の品質管理を⾏う。 

地域交流 法⼈まつり・諸⾏事を開催して、地域の⼈々と交流し、相互理解を深める。 
家族連絡会 毎⽉、最終⼟曜⽇に実施 
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地域活動⽀援センターあずま及びデイ・サービスセンターあずま 

令和 3 年度事業計画 
（指定管理期間 令和２年４⽉１⽇〜令和７年３⽉３１⽇） 

 
Ⅰ.施設の概要 
施設の名称 伊勢崎市地域活動⽀援センターあずま 
施設の種類 地域活動⽀援センターⅡ型（伊勢崎市指定管理者制度指定事業所） 
所在地・電話 群⾺県伊勢崎市国定町２丁⽬１５２７番地  ℡０２７０−６２−９９２０ 
利⽤定員 １５名    
職 員 ３名 
指定期間 令和２年４⽉１⽇〜令和７年３⽉３１⽇ 

運営⽅針 
働くことを⽇中活動⽀援の柱として、⼩規模の特⾊を活かした柔軟できめ細かい⽀
援を⾏なう。併設の伊勢崎市デイサービスセンターあずまと連携を保ち、地域で⽀
援を必要としている⼈に即時対応できる体制を整える。 

 
施設の名称 伊勢崎市デイサービスセンターあずま 
施設の種類 在宅重度⼼⾝障害者等デイサービス事業 伊勢崎市指定管理者制度指定デイサービス 
所在地・電話 群⾺県伊勢崎市国定町２丁⽬１５２７番地   ℡０２７０−６２−９９２０  
利⽤定員 ４名    
職 員 ２名 
指定期間 令和２年４⽉１⽇〜令和７年３⽉３１⽇ 

運営⽅針 
在宅の重度⼼⾝障害者等で、既存の授産施設等の利⽤が困難な⼈たちに対し、⽇常
⽣活に必要な基本的⽣活習慣を確⽴し定着するための⽀援を⾏ない、利⽤者の⽣活
の質の向上を⽬指すとともに、介護を⾏なう家族の負担の軽減を図る。 

 
 
 
令和３年度 法⼈の重点項⽬ 

① 感染症対策・衛⽣管理 
②  虐待防⽌・⼈権侵害ゼロの取り組み 
③  防⽕、防犯、⾃然災害における安全対策と危機管理対策 
➃ ⼈材確保・⼈財育成（職員の研修・資格取得の奨励）と職場定着 
⑤ 利⽤者の確保及び利⽤者へのサービスの質の向上 
⑥ 職員の処遇改善と働きやすい職場環境の整備 
⑦ 地域における公益的活動 
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2-1 ⽇課表と週間プログラム デイサービスセンターあずま（⽉〜⾦） 
 
 
 
 
 
 
 
2-2.⽇課表 地域活動⽀援センターあずま（⽉〜⾦） 
 

 時 刻 実 施 事 項 時 刻 実 施 事 項 
8：30 職員打合せ・送迎⾞出発 13：00 納品 
9：00 ⾃主通所者登所・作業開始 13：15 作業再開 

9：30 送迎⾞到着  朝の会 14：30 休憩 
10：00 全員作業開始 14：45 作業再開 
10：30 お茶 15：30 作業終了・帰りの会・清掃 
10：45 作業再開 16：00 解散・送迎⾞出発 
12：00 昼⾷・⻭磨き・昼休み 17：00 職員打合せ 

 
 
 
 
 

時刻 活動内容 時刻 活動内容 
８：３０ 
８：４０ 

 ９：２５ 
９：４０ 

１０：００ 
１１：３０ 

開所 
送迎⾞出発 
送迎⾞到着 
バイタルチェック 朝の会 
プログラム開始 
プログラム終了昼⾷準備 

１１：４５ 
１２：１５     
１３：００ 
１５：００ 
１５：３０ 
 

昼⾷ 
⻭磨き  昼休み 
プログラム開始 
プログラム終了 お茶 清掃 
送迎⾞出発 

 

曜⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ 
午前 個別⽀援 個別⽀援 フリープログラム 個別⽀援 個別⽀援 
午後 個別⽀援 ⼊浴 個別⽀援  フリープログラム 個別⽀援 ⼊浴 個別⽀援  

毎⽉ 1 回⽔曜⽇：⼿づくりおやつ  ミュージックケア（作業所・他施設と合同） 
  隔⽉ 1 回⽊曜⽇：機能訓練    社会体験活動（外⾷ 、芸術鑑賞 等） 
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3-1 作業種⽬   地域活動⽀援センターあずま  
授産活動 作業種⽬ 委託先・契約先 作業内容及び作業⽀援 

 
 
 
 
 
 
 
⼯賃 
⽀払⽇ 
毎⽉ 
２５⽇  

⾃ 動 ⾞ 部 品
のバネ並べ 

有限会社 
東栄製作所 

バネをトレーに並べる作業 
決められた向きに並べ不良を出さないようにする。 
⽣産数を意識できるように記録を付ける⽀援を⾏う。 

アルミ⽸の 
リサイクル 

 
東⽑清掃 
株式会社 

異物を取り除き回収業者にスムーズに渡せるように整
理して保管する。持ち込まれたアルミ⽸とスチール⽸は
分別できるように⽀援する。 

農作業 
農作業と農産品加⼯
（⾃主製品） 

花卉や野菜を栽培する。収穫した各種の野菜を販売する。 

公園清掃 伊勢崎市 法⼈施設で受託した作業を⼀部請け負う 

農福連携 
⼩林グリーン 

ファーム 

群⾺県共同受注窓⼝のあっせんにより、農業者から農作業
を請け負う。 

おもりの 
検品他 

ヤマグチ 
株式会社 

消毒液のおもりの⽳の有無等を確認して、ミスのない仕事
を⾏えるように⽀援する。 

ゴミ袋販売 
各地区⺠協他 伊勢崎市指定ゴミ袋を各団体からの依頼に応じて包装・ 

納品する。 

袋詰め 他 

株式会社ジューキ 取扱説明書の袋詰め 指⽰に従い不良品を出さないよう
に⽀援する。 

クリエイトフューチャー 雑誌の付録 
の袋詰め 指⽰に従い不良品を出さないように⽀援する。 

その他  必要に応じ、作業を開拓・受注する。 
 
 
 
 
 
3-2 作業種⽬  デイサービスセンターあずま 

作業種⽬ 委託先・契約先 作業内容及び作業⽀援 
⼿⼯芸品（押し花等）

の制作 
 指先の機能訓練の⼀環。押し花はしおり等にして販売。 

ビーズ細⼯は画鋲やマグネットにして販売 
その他  作業療法の⼀環。個々の必要に応じ、作業を開拓する。 

 
 
４.⽀援内容 
4-1 個別⽀援計画の策定   
アセスメントを実施し、本⼈・家族からの要望を聞き取り、個別⽀援計画を策定する。利⽤者の⽀援は
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個別⽀援計画に基づいて実施する。個別⽀援計画の内容は、本⼈・家族に開⽰し､変更・追加等の希望
があれば随時協議して、計画の変更を⾏う。 
   
4-2 モニタリングの実施  
６ヵ⽉ごとにモニタリングと評価を⾏い、本⼈や家族の同意のもとに⽀援を⾏う。 
４-3 ⽀援内容   地域活動⽀援センターあずま 

種 類 内 容  
 
 
 
 

①⽇常⽣活⽀援 排泄⽀援   整容⽀援  着脱⾐の⽀援   移動⽀援 
②健康管理の⽀援 

 

健康チェック  体重測定  ⻭磨き講習   内科検診 
⻭科検診   服薬の⽀援 

③就労⽀援 現場実習   職場開拓  就労⽀援   アフターケアと定着⽀援 
④安全に関する⽀援 避難訓練   防災訓練   災害時避難マニュアル作成（デイと共通）  
⑤相談活動 苦情受付   第三者委員の設置     相談活動 
⑥社会活動⽀援  外出⽀援  ⾳楽活動   ⽇帰り旅⾏     ⾷事会 

 
4-4 ⽀援内容  デイサービスセンターあずま 

種 類 内 容  
 
 
 
 

①⽇常⽣活⽀援 排泄⽀援   整容⽀援  着脱⾐の⽀援   移動⽀援 
②健康管理の⽀援 バイタルチェック 体重測定  内科検診 ⻭科検診   服薬の⽀援 

③機能訓練 理学療法⼠による機能維持訓練・機能回復訓練 

④⼊ 浴 ⼀⼈につき週２回程度実施  
⑤相談活動 苦情受付   第三者委員の設置     相談活動 
⑥⾷事の⽀援 ⾷事介助   必要に応じ、刻み・とろみ付等の⽀援 

⑦社会活動⽀援 
⾳楽活動を通して他施設と交流   
⽇帰り旅⾏     ⾷事会 

 
５ 地域との交流プラン（地域活動⽀援センター・デイサービスセンター共通） 

項  ⽬ 内   容 
地域交流・⽂化交流 ・法⼈の事業に参加  ・市や他団体主催の各種⾏事に積極的に参加する 

交流会 ・地域の⼩中学⽣ ・地区の⺠⽣委員 ・地元企業  ・近隣の福祉作業所 
利⽤者の地域貢献 通所途中の⽸等の回収とリサイクル、美化活動等 

災害時の地域協⼒体制 
・近隣の住⺠の⽅に消防協⼒員を依頼 ・合同総合避難訓練の実施 
・災害時の避難場所確保にも地域消防協⼒員の協⼒を仰ぐ。 

ボランティア受⼊ ⾏事・活動・作業等のボランティア 
実習の受⼊ ・中⾼養護学校・福祉系⼤学等の援助技術実習・社会貢献活動等 

福祉体験の受⼊ 地域の⼩中学⽣の福祉体験の受⼊ 
作業所の開放 地域から要望があれば必要に応じて作業所の部屋等を開放する。 
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６ 年間⾏事予定（地域活動⽀援センター・デイサービスセンター共通） 
⽉ 施 設 ⾏ 事 外部団体等主宰の⾏事 
４ ・花⾒  ・⻭磨き講習       
５ ・健康診断 ・避難訓練    サワフジ交流会 
６ ・⽇帰り旅⾏         調理実習調理実習 ・法⼈まつり 
７ ・外出⽀援    ⼤掃除      

 

８ ・外出⽀援 ・バーベキュー⼤会 ・作業所グループ外出         
９ ・避難訓練    作業所親⼦旅⾏              ・福祉パレード  ・スポーツ⼤会 

１０ ・外出⽀援                  ・福祉バザー             
１１ ・避難訓練   作業所親⼦旅⾏  ・産業祭/つながりフェスティバル 
１２ ・クリスマス会 ・冬休み ・⼤掃除   作業所忘年会   
１ ・初詣・新年会/成⼈を祝う会  作業所グループ外出        ・ゆうあいフェスティバル 
２ ・避難訓練  外出⽀援           

 

３ ・⾷事会                    
 
７.会議・研修（法⼈共通） 

項  ⽬ ⽬標および内容 

職員会議 ⽉１回実施 司会と記録は毎⽉交代し、会議録を保存する。 

ケース検討会 
⽉１回実施（１回２ケース程度） その他必要に応じて随時実施   
記録を保存する。年度末に、⽀援のまとめ（利⽤者全員が対象）             

⽀援検討会 隔⽉に実施 ケース検討会より、課題解決を主眼とする  
個別⽀援計画検討会 年１回実施 （利⽤者全員について検討） 
打合せ会議/反省会 打合せ会議は随時。⾏事反省会は実施当⽇（直後）に⾏い、会議録を作成する。 

研修 
加盟団体主催の研修・関係団体主催の研修等の外部研修参加を奨励する。 
必要に応じ、各研修会参加者による伝達講修や講師を招いての職場内研修を実
施する。また、法⼈の⾃主研修制度の利⽤を奨励する。 

 
８. 個⼈情報の管理  （法⼈事業所共通） 
就業規則に利⽤者の秘密保持義務を明⽰し、守秘義務の周知徹底を図る。 
⾃治体から業務を受託している事業者は、業務については当該⾃治体が遵守しなければならない事項と
同様の義務を負うことから、⾃治体の個⼈情報保護に関する条例に基づき個⼈情報保護法を遵守する。 

① 守秘義務の遵守徹底 
② 本⼈・家族の同意 
③ ⽬的外使⽤の禁⽌ 
④ 保存媒体を含む個⼈情報の持ち出し禁⽌の徹底 
⑤ ⽂書管理体制の徹底化 

９.職員の福利厚⽣（法⼈事業所共通） 
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健康診断・インフルエンザ予防接種補助 それぞれ、年１回実施 

その他 福利厚⽣センター（ソウエルクラブ）の事業者加⼊ 

共同⽣活援助さくらんぼホーム 令和３年度事業計画 
☆ 令和３年７⽉を⽬途に、新しいホームを境⼥塚地内に建設し、現在の⻄今井ホーム(３⼈)と、 

さくらんぼメゾン(２⼈)を合体させることで、夜間⽀援体制等、さらなる⽀援の強化を図る。 
 

① 基本的な⽣活にかかわる⽀援 
種 類 内 容 
⾷ 事 ⼊居者の⾝体状況に配慮した⾷事の提供と必要な援助を⾏う。 
洗 濯 ⼊居者が常に衛⽣的で清潔な⾐類や寝具等を使⽤できるように⽀援を⾏う。 

排 泄・着脱⾐ 個々の状況や希望、家族の要望に応じて適切な⽀援を⾏う。 
整 容 個性に配慮し、適切な整容が⾏われるように⽀援を⾏う。 

清 掃 
⼊居者が快適な⽣活を送れるよう、ホーム内の環境の清潔保持に努める。 
居室以外の場所の清掃は、職員が⾏うことを原則とする。 
居室の清掃については個々の状況に応じて必要な⽀援を⾏う。 

整理整頓 
⼊居者の私物の整理整頓に関しては、⼊居者⾃⾝で⾏うものとするが、 
個々⼈の状況に応じて必要な⽀援を⾏う。その場合は、事前に⼊居者の了解
を得てから職員が⼀緒に⾏うことを原則とする。 

移 動 利⽤者の⼼⾝の状況に応じて、適切な移動⽀援を⾏う。 

安全管理 
⼊居者の安全を確保するために必要な改善、修繕等を講ずる。ハード⾯にお
ける整備の他、⽕災や⾃然災害を想定した避難訓練を継続的に実施して安全
確保に努める。また、災害時における近隣住⺠との協⼒体制を構築する。 
【⽕災・地震・⽔害等を想定した避難訓練：年２回以上実施】 

② ⽇中活動及び社会⽣活にかかわる⽀援 
種 類 内 容 

⽇中活動⽀援 ⽇中活動先との調整等を、社会福祉法⼈桑の実福祉会と連携し⽀援する。 
余暇活動・社会活動⽀援 必要に応じて、余暇活動や権利⾏使に関わる活動を⽀援する。 

⾦銭管理 基本的には⼊居者⾃⾝で⾏うものとするが、必要に応じて個々の能⼒に応じ
た⽅法で⾦銭管理が⾏えるように⽀援する。 

⼈間関係 ⼈的・物的な環境調整とともに、円滑な⼈間関係を築くための社会性を⾝に
つけることができるように⽀援を⾏う。 

相談および援助 ⼊居者及びその⾝元引受⼈または法定代理⼈等からの相談については、必要 
に応じて相談を受け、⽀援を⾏う。(相談窓⼝：⽯⽥加代) 

社会資源の利⽤・情報提供 ⼊居者が、社会と関わりをもって⽣活できるよう、随時、必要な情報を提供
し、地域活動や地域住⺠活動への参加等、社会資源の活⽤を推奨する。 

③ 保健医療にかかわる⽀援 
種 類 内 容 

健康管理・服薬⽀援 
⽇々の健康観察に努め、異変には迅速に対応する。服薬管理が必要な⼊居者
については、医師の処⽅に基づき職員が⼊居者の服薬を管理する。誤りのな
いように万全を期して⽀援を⾏う。 

通院・治療 必要に応じ、緊急時の受診や通院⽀援を⾏う。また、家庭における治療⾏為
を超えない範囲での簡単な治療を⾏う。 

 ➃ 職員の会議・研修 

項  ⽬ ⽬標および内容 

世話⼈会議 ⽉１回、法⼈本部において、管理者、事務担当職員も同席して実施する。 
ケースの事例検討会も兼ねる。 
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研修 
加盟団体・関係団体主催の研修等、外部研修の参加を奨励する。必要に応じ、 
各研修会参加者による伝達講修や講師を招いての職場内研修を実施する。          

 


