
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１9 社会福祉法人チハヤ会  

障がい者支援施設 はーとふるチハヤ 

事業計画と事業実績（２０１７～２０１８） 

 

・共同生活援助 わたぼうしホーム 

・相談支援事業所 はーと 

・多機能型事業所 チアフル（生活／就Ｂ） 

・放課後デイ   パステル（児童） 

  

 

Smile＆happy 

（表紙については、はーとふるチハヤ メンバーの会より選考しました） 
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『過去が咲いている今、未来のつぼみで一杯な今』 

日本の陶芸家で河井寛次郎さんの言葉であり、『今』という一瞬の大事さを伝えてくれる言葉です。 

 それぞれの人が歩んだ、それぞれの道のりがあります。その人だけの唯一の足跡があります。刻み込ま

れた年輪から、たくさんの花が咲き誇っています。色も形も香りもこの世に一つしかない、その人だけの花

です。 

同時に未来のつぼみが育ち始めています。今後訪れるたくさんの経験や出会いが詰め込まれたつぼ

みです。この先、そのつぼみからどのような花を咲かせるのか楽しみです。それは自身のセルフプロデュース

（※自身では困難な場合は協力を経て）が大事です。新しい未来の存在に胸を躍らせるとともに、

息を始めたばかりの新しいつぼみを、しっかり育んでいきたいです。 

私たちスタッフは、大事な『今』をメンバーさんに寄り添い、聞き取ったことや感じ取ったことをベースに、

ご本人さんが思い描く暮らしの実現や共に生きる町づくりの担い手としての活躍を通して、とっても素敵

な花を咲かせるお手伝いができれば幸いだと考えています。またそのような実践から専門性を向上させ、

専門家としての未来の開花にも大きな期待が膨らんでいきます。 
 

施設長 石戸 悦史 
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❖ 社会福祉法人チハヤ会：基本理念 

『未来へのチャレンジ！』 

～共に歩み！共に生きる町の創造！～ 
      

❖ 基本目標 

○一人ひとりが尊重される町づくりを住民の皆さんと共にすすめます。 

○共に学び、共に育つ町づくりを実現させます。 

○多様な選択が可能となり、共に豊かな人生を拓きます。 

❖ チハヤ会の職員使命 

 

 

 
 
 
 

 
２４時間 ３６５日  必要な時に必要な人に必要なサービスを！ 

ご本人が思い描いた暮らしを実現するために！ 

❖ 社会的使命とその実践 ―３つの社会的使命と５つのマネジメント― 

１）社会福祉法人チハヤ会（福祉サービス事業所）の３つの社会的使命 

①「必要な支援の創設、提供する」 

◆本人を真中においた質の高いサービスを提供する 

②「教育・研究の推進」 

◆職員資質を高める育成システムが機能している 

◆育てられたスタッフにより専門的研究が進められ支援サービスに生かされている 

③「福祉マインドの醸成」 

◆利用者支援の実践、すなわち誠実で丹精込めた取り組みそのものが地域社会に 

対して障がい福祉の啓発活動となり得る 

 

２）５つのマネジメント 

①クオリティマネジメント 

利用者本位サービス、エンパワメント、アドボカシー、ノーマライゼーション、インクルージョンなどといった福祉理念に基づく、高品

質なサービスが提供できているか、常に点検と創意工夫を怠らない。 

【いかなる環境設定と支援があればいいのか考え実践します！】 
 

○メンバーさんが、一人の地域住民として社会参加し、生きがいを持って、自己実現

に向けた生活を続けることが出来るのか考え取り組みます。 

○メンバーさんの家族がゆとりを感じ自分の人生を楽しみ互いに愛し合うことができる

のか考え取り組みます。 

○この町が、メンバーさんをかけがえのない存在であることを受け止め、共に生きる町

になるのか考え取り組みます。 
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②ブランドマネジメント 

社会的評価は、たゆまぬ努力が必要で一瞬の油断が大きな痛手となる。ブランドマネジメントとリスクマネジメントは表裏一

体の関係を強く認識する。 

③リスクマネジメント 

安全を守り安心して暮らせる環境を整えるために、日常業務に隠れているリスク（危険）を事前に理解し、回避していく努

力をする。職員全員がリスクを共有し意識を高め、利用者支援に役立てる 

④ケアマネジメント（サポートマネジメント） 

本人主体の一人ひとりの支援計画が本人の思いに寄り添い、ニーズを実現するために実践されている。 

⑤スタッフマネジメント 

質の高い人財育成システムが整備されている。採用した職員が着実に成長している。 

 ❖ ２０１９年度 事業計画 

 ①相談支援専門員との連携を強化し、サービス等利用計画を基に個別支援計画（ケアプラン）の質的向上を

行い、一人ひとりのニーズに応じたサービス提供を行います。 

②その人に必要なプログラムを実施（なければ作ります）し本来持つ力、可能性を引き出します。 

③専門職（プロフェッショナル）の活躍で人が育つ組織の構築を目指し、地域のセーフティーネットとしての役割を

担います。 

④自立の視点も含め、障害者支援施設として生活介護事業・施設入所支援（短期/日中一時）の福祉サー

ビス機能の更なる強化と質的向上に努めます。 

⑤人権侵害ゼロの誓いを実践し虐待防止に努めコンプライアンスの徹底を進めます。 

⑥セクション・ワーキンググループ（通称：WG）・QCサークル活動として更に機能 

を高め、施設サービスの改善及び活性化を図り、社会構造の変化に対応した取り組 

みを行います。 

⑦リスクマネジメント体制の更なる強化のため時間と労力を掛けて安全を確保します。 

⑧施設サービスの種類・内容等を分かりやすくするために、情報提供や開示に努めます。 

⑨「我が事、丸ごと」地域共生社会実現にむけて分野を超え繋がり強化促進のため広報活動や情報発信を積極

的に行います。 

⑩OJTは職場の全てのスタッフが機会をとらえて実施します。 

※QC（Quality Control）サークル～スタッフがグループを作り、商品、サービスの質、職場 

環境、コスト削減、安全性の向上などのテーマに沿って行う自主的な活動を実施します。 

 

❖ 機 構 

 

 

 

 

 

 

 

 

施  設  長 

支援部長（サービス管理責任者） 

副部長（副サービス管理責任者） 

事 務 長 

事 務 員 

●連携強化 

相談事業：はーと 

わたぼうしホーム 

多機能型：チアフル 

放課後デイ：パステル 

日 中 支 援 課 

日中活動／日中一時 

入 所 支 援 課  

入所支援／短期入所 

健 康 管 理 課  

栄養管理／医療管理 
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❖ 支援部体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ セクション 

ワーキンググループ（ＷＧ） 

部 門 主 な 業 務 内 容 

活ＷＧ 

＜行事部門＞●どきどきわくわくイベントの研究●ボランティア（相談ＷＧと連携）の活用研究 

＜相談支援部門＞●相談支援の研究 ●地域生活移行 ●ボランティア（地域住民巻き込み）●虐待防止 

＜苦情解決部門＞●要望苦情受付・対応・管理●広報と周知 

＜メンバーの会＞●ミーティング ●フレンドリング発行 

研ＷＧ 

＜研修部門＞●人権倫理研究・研修 ●６つの研究と実践 ●伝達講習 ●ケース研究  

●資質向上●サービス研究（研究会事務局）●虐待防止 

＜育成部門＞●実習生の実習環境を調整 ●新人育成（フォローアップ体制で協力） 

＜サービス改善部門＞●サービス全般の質の向上のためのマニュアル検討やスタッフ指導等の実践 

防ＷＧ 

＜リスク対策部門＞●安全・防災教育 ●防災対策●リスクマネジメント 

●インシデント・事故報告●ストレスマネジメント 

＜医療管理部門＞●重度・高齢化対応・感染症対策・通院手配（指示）医療報告ボード・連携 

＜美化・環境営繕・地域貢献部門＞ 

●建物・環境美化営繕 ●農作業研究 ●地域貢献活動の研究●地域の関係機関との連携 

親睦会 
●福利厚生 ●チハヤ会 親睦事の調整 

●五隣ネット行事の調整 

チハヤリフォームプロジェクト（ＣＲＰ） 

近年、多機能型事業所の開所や耐震建て替えについて実現の運びとなったこともあり、今後更なる新事業や必要な状況になった時に関係者集まり

実施することとする。（各者アンテナを張り巡らせ様々な情報をキャッチするようお願いする。） 

メンバー 内 容 

管理者任命 

●運営体制 ●地域ニーズ調査 ●事業計画の見直し ●短中長期計画 ●サー

ビス提供プロセスの管理 ●人材育成システム●権利擁護・人権倫理 ●資源開発

の研究 ●その他（会議はテーマによっては、各担当者参加の依頼が可能） 

 

危機管理委員会 セキュリティとの連携と大きなリスク等に対応／マニュアル検討する 

虐待防止プロジェクトチーム H31年度は、取り組みの状況等分析し必要な環境についてさらに前進させる。 

支 援 部（部長）サービス管理責任者 

（副部長）副サービス管理責任者 

健 康 管 理 課 

●栄養管理 ●医療管理 

入 所 支 援 課 

●慈育寮●慈恵寮●慈愛寮 

日 中 支 援 課 

●かやのき   ●かたくり 

共同生活援助（ＧＨ） わたぼうしホーム    管理者兼サービス管理責任者           ：石戸悦史 

多機能型（生活／就Ｂ） チアフル         サービス管理責任者 藍原宣之   管理者：大矢英夫 

相談支援事業所：はーと                相談支援専門員  藤生 誠     

放課後デイサービス パステル            児童発達管理責任者 藍原宣之  管理者：大矢英夫 
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❖ 各課・係り計画 

◆入所支援課 

＜慈育寮＞キャッチフレーズ 「「同腹一心」～チームで同じ志を持って取り組む。」 

１ 目標（必ず達成を目指します） 

〇メンバーの視点に立ち安全、清潔で快適に毎日を過ごせるよう努める。 

〇チームでの連帯感を意識し、常により良いサービスを迅速に提供できるよう意識を高めていく。 

２ 内容 

 ・健康状態の確認（メンバーの変化に対し早期発見、早期対応。看護師・栄養士との連携）。／衛生面の確認
（入浴、手洗い、爪切り、耳掃除、衣類、寝具、居室の清潔を保つ）。／衣類調整の確認（四季に合わせた衣
類準備）。／安全配慮（メンバー間のトラブルの配慮、環境整備、インシデントレポートの提出、分析）／スタッフ
間の情報交換を密にする（報告・連絡・相談）／寮会議、支援会議、グループ会議にて必要な議題の提示及び
今後の方針を検討する。／にこやかな微笑といたわりの言葉を意識し、何気ないことでも褒められるようにポジティブな
視点でメンバーに接する。（ペアレントトレーニング）／虐待防止についての意識を高め、メンバーの人権を尊重した
適切な支援をする。／意思決定の支援についてスタッフが意識し、それを実現する為の方法を寮全体で考えていく。
／メンバーへの対応（要望などはできるだけ受け入れ、また否定的な態度はとらない。安心できるような関わりをする。
特にこだわりの強いメンバーには統一的な関わりの徹底）／年間を通して各スタッフがテーマを持ち仕事に取組み、常
に一歩前進した支援を意識する。／基本理念「未来へのチャレンジ！共に歩み！共に生きる町の創造！」に基づい
た支援を行う。／地域の住民との触れ合いをし、彼らの活躍の場を作る。（地域貢献等）／寮内や居室の装飾な
どを充実させ、本人らしい安らげる空間を作る。／メンバーの描いた絵や文などを「憩」など他の人の目のつくところに飾
り、スタッフや他のメンバーに称賛され、本人が自分を誇れるような気持になれるように支援する。 

 

＜慈恵寮＞キャッチフレーズ 「ＡＬＬ ＯＵＴ ＡＴＴＡＣＫ（スタッフがみな同じ思いで総攻撃（支援）出来るように）」 

１ 目標（必ず達成を目指します） 

① 清潔かつ落ち着いた環境で快適で安心できる日々を提供する。 

② より良いサービスを提供できるようにスタッフの意識向上に努める。 

③  健康面に配慮し、変化が見られる場合は早急な対応を出来る様にする。 

２ 内容 

①について 

・メンバーさんの清潔に心掛ける（爪切り、耳掃除、口腔衛生、洗面、着ている衣類の汚れをチェック）。／季節感に
あった衣類を提供。／安全配慮（メンバー間のトラブルの配慮、メンバーさんの誘導、異食の配慮、入浴時の見守り、
環境整備、インシデントレポートの提出、分析して会議などで話し合う）の徹底を図る。／各メンバーさんに最適化さ
れた居室環境の提供について寮会議を始めとして職員間で意見を出し合い、環境構築に努め実行する。／誕生日
の外出・旅行など各担当スタッフが行い、メンバーさんが喜んでいただける支援を積極的に取り入れ、充実した生活を
送れる様にする。 

②について 
・にこやかな微笑といたわりの言葉を持って接する事を基本として、寮会議の際には必ず確認を行う。／メンバーさんの人
権を尊重し、虐待ゼロに向けての支援を徹底。（メンバーさんに対しての話し掛けや対応を常に意識し、実践する）
／職員間での報告連絡相談を徹底し、一貫した支援に繋げる。職員間での情報共有の仕方を工夫し活用。不十
分なケースはその都度指導など行い徹底するよう努める。また情報共有促進のための夜勤室ホワイトボードは継続。 

③について 
・日々の健康状態の配慮（様子観察、検温、排便チェック、水分補給、衣類調節）に努める。また、その情報共有を
徹底する。／看護師、医療機関との連携を密に取って、体調変化時は早急な対応が出来る様に努める。／メンバ
ーさんの日々の変化に気を配り、状態把握に努める。 

＜慈愛寮＞キャッチフレーズ 「見つけよう、支援の笑（わ）！！」 

１ 目標（必ず達成を目指します） 

 ・入所メンバーが日常生活を安全かつ快適に過ごせるように配慮します。 

・寮内で活動の幅を広げられるように工夫します。（食事会、交流会等） 

２ 内容 

・落ち着いて生活できるように環境を整備する。／メンバーの衛生面にも気を配る。／怪我防止に対する配慮を徹底し

行なう。／メンバー間のトラブルに注意する。／職員が連携を取りながら、メンバーの人権を尊重し、虐待ゼロに向けての
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支援をする。／メンバーの健康管理に注意し、適切な配慮を行なう。／にこやかな微笑といたわりの言葉で接する。／

職員同士の報告・連絡・相談をしっかり行なう。 

〇スケジュール（通年） 

＊居室や廊下、トイレや浴室などの掃除・消毒・換気の徹底。＊就床場所を考慮し、メンバーが落ち着いて気持ちよく寝

られるように寝具等も清潔にする。＊爪切り・耳掻きの徹底や清潔な衣類を着用する。＊階段の昇降は無理せず、メン

バーの安全面を最優先し、少人数ずつ誘導する。＊発作のあるメンバーには入浴中に限らず常に注意をし、付き添い

が必要な場合には必ず付き添う。＊不安定なメンバーの傍には他のメンバーは近づけないようにする。＊適切な水分補

給や必要に応じて衣類調節や検温等も行い、看護師と連携をとりながら状況に応じた支援を行なう。＊会議等を通し

て意見を出し合い、支援についての見直しや支援内容等を確認する。＊誕生日のメンバーがいる月には寮全体でお祝

いができるよう取り組む。＊定期的に園庭や憩で食事会する日を設ける。＊にこりほっとの実施。（毎月の寮会議の場

で報告及び職員会議で報告） 

◆日中支援課  

＜かやのきグループ＞キャッチフレーズ 「Ｓｈａｐｉｎｇ Ｏｕｒ ｔｈｏｕｈｔｓ」メンバーさんの思いを形にする。」 

１ 目標（必ず達成を目指します） 

〇個別支援計画に基づき、それぞれのメンバーに適した日中活動を提供し、心身の安定を図れるように努める。 

２ 内容 

・個別支援計画の記録を行い、メンバーへのサービス内容を確認する。／作業班では主に清掃センターへのゴミ搬入、精
米作業、農作業を行う。／ゆとり班では内職作業をエコーより受注して行う。高齢化に向け認知症予防に指先を動か
す事を取り入れボールペン作業を行う。／手工芸班は主にフォトアルバム作りなどする。また作ったものを展示する。／陶
芸を実施し、作ったものを展示、販売などする。／年齢や障害の特性に合わせて本人のできることをしてもらう。みんなと
同じではなくても個々でできる作業を考える。／働くことで収益があることを実感していただく為、メンバーへ工賃の支給を
行い、それを伝える。／週に１回（月曜日）に映画鑑賞。金曜日の午後に健康維持のためウォーキングの時間を設
ける。／月に１回買い物を行い、社会経験をしてもらう。／月に２回（第２・４金曜日）にヨガを行い、心身ともにリ
ラックスできるように努める。また男女の交流を深める為に創作活動を取り組んでいく。ビーズ、アロマキャンドル等。／日
中活動に参加することでその人のやりがい、笑顔で過ごせる居場所を見つけ出す支援をする。 

４月 花見 １０月 障害者スポーツ大会、日帰りバス旅行 

５月 チハヤ祭、未外泊者食事会 １１月 みどり市健康福祉祭り、障害者作品展、社会見学 

６月  １２月 クリスマス会 

７月 社会見学 １月 ゆうあいフェスティバル、未外泊者食事会 

８月 未外泊者食事会 ２月 あすなろ祭 

９月 ナイスハートフェア ３月 年度末カラオケ大会 

 

＜かたくりグループ＞ キャッチフレーズ 「らしく、楽しく、活き活きと（メンバーさんが自分らしくかつ楽しく活き活きと活動できるように）」 

１ 目標（必ず達成を目指します） 

 ○メンバーさんが活き活きとした生活を送れるよう、個々に合った日中活動のサービス提供に努める。 

２ 内容【活動】 

・個別プログラムを検討し、かたくりグループのメンバーが楽しく参加できるようにする。／メンバーに継続的な活動（マッサ

ージ、エージレス体操、園庭、廊下歩行、リズム体操）を提供する。／特に健康面を重視し（口腔衛生・衛生支援、

身体機能維持など）、施設環境を最大限活用した活動を模索し提供する。／毎日の入浴、MAX針詰め作業、ス

ヌーズレンを継続して行う。／かやのきグループとも連携を図り個々の活動の幅を拡大できるように努める。／外出の

機会を提供する。（ドライブ、園庭、地域清掃）・男性、女性との交流を増やす。／毎月お茶会を実施。（ドライブ

で外出し、外出先でおやつを楽しむ。）／誕生会やイベントの実施。（慈愛寮） 

４月 お花見 １０月 日帰り旅行 

５月 チハヤ祭 １１月 個々の外出 

６月 食事会 １２月 クリスマス会 

７月 個々の外出 １月  

８月 食事会 ２月  

９月 日帰り旅行 ３月 食事会 
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◆健康管理課 

＜医療管理係り＞ キャッチフレーズ 「医療管理～レスパイト」 

１ 目標（必ず達成を目指します） 

〇メンバーのみなさんが、健康で楽しい生活が送れるよう支援します。 

２ 内容 

・観察、支援者からの情報をもとに、的確な看護を提供していきます。{日々の検温・月一の体重測定・必要に応じ血

圧測定}／支援部・栄養管理係りとの連携をして対処します。（感染症対策等）（水中毒対策等）／病状によ

っては、かかりつけ病院や他の医療機関への連絡・調整をして速やかに対応します。 {かかりつけ医との連携も現状

の良い関係を持続していきます}／急変時対応については、スタッフ全員が対処できるよう適時実践指導をおこない

ます。｛防ＷＧの協力を得て｝／問題提起など速やかにきめ細やかな対応を行います。／肝炎予防に関してのマニ

ュアルを作成し、統一した対応により感染予防します。 

４月 採血 再検査 10月 内科検診 インフルエンザ予防接種（岸病院） 

５月 精神科検診（三枚橋病院） 11月 腸内環境を整えましょう（ストレッチ） 

６月 口腔衛生・誤嚥性肺炎予防  12月 「手洗いとうがいと消毒」 

７月 レントゲン １月 「寒い冬を楽しく過ごす工夫」「ノロウイルスへの予防」 

８月 熱中症の予防 ２月 「風邪の予防」。 

９月 「笑いは生活の活力源」 ３月 「春に向かって身体を動かそう」 

通年 訪問歯科／訪問マッサージ対応 

＜栄養管理係り＞ キャッチフレーズ 「ｈｅａｌｔｈ」～健康＆清潔 

１ 目標（必ず達成を目指します） 

 ○衛生管理を徹底し、安全で美味しい食事を提供する 

２ 内容 

・電解水による野菜・器具の消毒、 グリーンアクア噴霧による全身・器具の消毒、次亜塩素酸ナトリウムによる布巾／

まな板の消毒、食器保管庫による食器の殺菌、殺菌庫によるまな板、包丁の殺菌、週 3 回（月・水・金）オゾンに

よる厨房・食品保管庫・休憩室の消毒等、用途に応じた消毒を徹底して行う／食材受け入れ時の温度・品物の確

認、保管時の管理、加熱時の中心温度、喫食 2 時間前調理の徹底・調理員は手洗い（爪ブラシ使用）の徹底

／消毒、マスク・エンボス手袋の使用・調理員の健康管理（厨房に入る前には健康チェックを行う）月 1 回の検便実施、下

痢・嘔吐時は受診。状況に応じ勤務交代／胃腸炎・ノロウィルス等感染者の下膳されたトレー／食器は次亜塩素酸ナ

トリウムにより消毒を行う／インフルエンザ感染者の下膳についてはグリーンアクアを噴霧し二次感染を防止する／誕

生日会は誕生月のメンバーさんにリクエストを聞き、できる範囲で対応し喜んでもらう／食堂のホワイトボードに予定

献立を貼り、楽しみに待ってもらう・季節に応じた食材、メニューを取り入れる。／行事食により季節感を味わってもら

う 

 
 
❖セクション 

◆ 研ＷＧ  キャッチフレーズ 「未来を見据えた行動力！」 

１ 目標（必ず達成を目指します） 

〇スタッフの意識改革、育成を目指す。（高い向上心を持ち、メンバーへの対応の改善など） 

〇支援記録のスマホ化と高齢介護技術の習得を実現し、ホームページリニューアル後の発信についてもサポートする。 

 行事（プログラム）  行事（プログラム） 

４月 春のミニイベント（おやつは少し豪華なもの）・誕生会 10月 十三夜 ・ 誕生会 

５月 子供の日（おやつ） ・ チハヤ祭  11月 誕生会 

６月 誕生会 12月 クリスマス会 ・ 餅つき ・ 大晦日 

７月 土用の丑の日（誕生会） ・ 七夕 １月 正月 ・ 誕生会 

８月 お盆（おやつ） ・ 誕生会 ２月 節分 ・ バレンタイン（おやつ） ・誕生会 

９月 十五夜 ・お彼岸（おやつ） ・誕生会 ３月 ひな祭り・お彼岸（おやつ）・ホワイトデー（おやつ） 
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〇実習生に対しサポートを行い円滑に実習できるよう努める。 

２ 内容 

【研修】 

・地域交流会ではアンガーマネジメントについての講演、栁川管理栄養士による活動紹介を予定。 

・スマホ化は法人全体の協力を頂き後期の実現を目指し準備していく。介護技術については年間を通して一体的に研

修を実施する。 

・ホームページリニューアル後の更新や SNS活用、発信についてサポートする。 

・寮内研究の推進。研究テーマに関して５月３１日までに各寮で決定し、それに基づいて必要なデータ収集・分析・改

善案など内容の濃い研究となるようサポートする。 

【実習生】 

・実習担当職員については高田 S、川島 S が兼務で担当。 

・実習生の受け入れ調整及びオリエンテーション、反省会の司会進行及び調整。様子観察及び実習日誌などのコメン

ト記入。 

・実習生が無事に実習期間を終えられるようサポートを行い必要に応じて学校との連絡調整。相談援助実習の申し込
みがあった場合には要検討。 

４月 研WG会議（４/１実施済み） 10月 「高齢介護技術の習得 ２」研修（客員、川島） 

５月 「高齢介護技術の習得」事前研修（福本、川島） 11月 
「高齢介護技術の習得 ３」研修（客員、川島） 

研WG会議 

６月 地域交流会（２２日）特養いちの倉 施設見学 12月 「高齢介護技術の習得 ４」研修（客員、川島） 

７月 
スマホ化施設内研修（福本、髙田） 

特養いちの倉 施設見学 
１月 特養いちの倉 実習 

８月 特養いちの倉 施設見学 ２月 特養いちの倉 実習・施設実習予定 

９月 
スマホ化施設内研修（髙田、福本）「高齢介護技術の
習得 １」研修（いちの倉客員、川島） 

３月 
特養いちの倉 実習・チハヤ研究フォーラム２０１９ 

施設実習予定 

◆活ＷＧ（相談支援） キャッチフレーズ「皆さんの思い、要望・ニーズを形に出来るようにお手伝いをします！！」 

１ 目標（必ず達成を目指します） 

〇相談支援事業所「はーと」との連携強化          〇メンバーの会の活躍サポート 

〇苦情解決・虐待防止システム機能化            〇地域生活移行の視点から幅広い取り組みを実施 

２ 内容 

〇相談支援事業所「はーと」との連携強化 

・権利擁護の視点に立ち総合的な相談支援を行いニーズ実現に向け必要な機関との連携。 

・チハヤの複合的なニーズや課題などみどり市の地域支援協議会を活用し検討。 

〇苦情解決・虐待防止システム機能化 

・個別苦情・ご意見ＢＯＸを利用して苦情や意見が言いやすい環境作りに努める。 

・虐待防止プロジェクトと連携し、虐待防止に対するチェックリストなど作成し虐待防止に対する意識向上に努める。 

〇メンバーの会の活躍サポート（世話人：高草木・藤尾・小河原・村山） 

・メンバーの会ミーティングを定期的に開き、自分たちのことを自分たちも参加して決めるという視点をサポートし暮らし全

般について検討。 

・障害の理解や自分たちの権利の主張を含む啓発的な活動を行う。（フレンドリング便りなど） 

〇地域生活移行の視点から幅広い取り組みを実施する。 

・地域生活移行プログラムに添って段階的に必要な支援ができるように関係機関と連携し実施する。 

・啓発活動（見学・体験などをもとに利用者・スタッフ・保護者等へ啓発の機会をおこなう）また、近隣ボランティアにも
進んで参加していく。 

◆活ＷＧ（イベント） キャッチフレーズ「和衷共済～わちゅうきょうさい」 スタッフ一致協力してイベントを成功させます。」 

１ 目標（必ず達成を目指します） 

希望や望みを叶えます。顔をほころばせて、にっこり笑うメンバーさんを見るために、（計画・準備・実行）を心込めて行

います。令和時代、楽しいイベントにします。 

２ 内容 
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① 円滑な行事の計画及び実施。 

【イベント】 

・各行事の打ち合わせ会議を事務長と相談し、出来る範囲で設定する。（予め外出スケジュールを作成） 

・各行事の実施許可願い・実施要綱・実施報告書の作成。 

・行事実施後、アンケートで意見を集約し、良かった点・改善点などを抽出・共有すると共に、次回の行事についての議

題を設定する。 

・ボランティアを効率よく集める目的として、実習生にボランティアカードの記入をお願いする。（実習担当と連携） 

・チハヤで実習を行った実習生を対象にチハヤ祭で学生ボランティアとして参加して頂けるよう連携を取る。 

・個別外出を実施し、よりメンバーさんの希望に添えるよう企画する。（メンバーの会と協力） 

【サポート】 

・各行事でのボランティアの有無判断。（事務と連携） 

7月（七夕）、10月（ハロウィン）、12月（クリスマス）、2月（節分）など季節に合わせ、空いているスペースを

活用し、季節感を効果的に演出する飾りつけを行う。 
●～イベントスケジュール表記 

４月 
・便り発送（3・4 月の内容） ●春のミニイベント 
・メンバーの会喫茶室 

10月 
●日帰りバス旅行 1班、2 班、3班 

５月 

・個別外出（プロ野球観戦・BBQ） 
●チハヤ祭 11月 

・フレンドリング便り発送（9・10 月の内容） 
・地域生活移行啓発活動（事業所見学等） 
・メンバーの会お楽しみ会（ゑびす講）●個別外出（ディズニー） 

６月 

・フレンドリング便り発送（5・6 月の内容） 
・わたらせ特別支援学校納涼祭ボランティア 
●個別外出（プロ野球観戦、ＢＢＱ） 

12月 

・個別外出（イルミネーション） 
●クリスマス会 

７月 
・メンバーの会喫茶室 ・個別外出（９区納涼祭） 
・メンバーの会花火大会●七夕飾り 

１月 
・フレンドリング便り発送（11・12 月の内容） 
・メンバーの会喫茶室 

８月 
・フレンドリング便り発送（７月・８月の内容） 

・個別外出（水族館） 
２月 

・個別外出（温泉） 

９月 ●個別外出（水族館） ３月 
・フレンドリング便り発送（１月・２月の内容） 
・個別外出（温泉・果物狩り）●年度末カラオケ大会 

◆防ＷＧ キャッチフレーズ 「チハヤの安心、安全を守ります！！」  

１ 目標（必ず達成を目指します） 

〇防災（火災・地震・事故等）への意識付けとそれらに対する訓練等の徹底。 
〇スタッフのリスクに対する意識向上の強化。 
〇その他、スタッフサポートとしてストレスマネージメントに取り組み、各スタッフがいきいきと前向きに支援に臨めるようサポートしていく。 
〇利用者が安全で快適に生活できるようにはーとふるチハヤの環境全般に配慮。 

２ 内容 

・定期的な避難訓練や防災訓練（夜間及び日中の火災等を想定したもの等）の実施及び説明会。 
・事故対処模擬訓練の実施。（救急法・ＡＥＤの使用方法の講習及び実際の事故等を想定しての模擬訓練の実施） 
・総合防災訓練の実施（※夜間の火災を想定したもの）。通報訓練・避難訓練・消火訓練・地域との連携等。 
・継送訓練の検討（スマホ化に併せて）／インシデントレポートの集計まとめをスタッフへ配布し意識向上の強化を図る。 
・事故報告の管理。／個人情報保護の意識強化の取り組み 
・スタッフへのストレスマネージメントの実施。年間を通して、主に新任スタッフを中心に定期的に悩み事相談等の話合いの
場を設け、悩み・困りごと・不安等のストレスを溜めない様その解消やサポートに尽力していく。第三者の活用を導入して
いく。（地域産業保健センターの活用） 

・月 1回の各安全点検場所の確認。  
・安全点検や火気チェック等で上がった営繕が必要と思われる箇所・状態については素早く対応する。 

4月  10月 総合防災訓練（通報・避難・消火訓練等） 

5月 防災計画の変更（消防署へ提出） 11月 救急法の講習会（ＡＥＤ使用方法の説明及び事故対処模擬訓練） 

6月 避難訓練（夜間）・災害時用ＵＳＢ情報更新 12月  

7月 救急法の講習及び事故対処模擬訓練 1月  

8月  2月 日中の火災を想定した避難訓練 

9月 夜間の火災を想定した避難訓練 3月 防災 DVD 鑑賞等 

◆親睦会担当 キャッチフレーズ「一致団結（皆で連携を図り、より多く関係性を築き、コミュニケーションを図っていく。）」  

１目標（必ず達成を目指します） 
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〇チハヤ会のスタッフが、気持ちの良い仕事ができるような人間関係の構築を目指す。何事にも無理することがな

いように配慮しつつ、穏やかで、楽しい雰囲気を醸し出して行けるように努めていきたい。 

２内容 

＊はーとふるチハヤ親睦会のあり方について確認し仕組みを検討する 

・チアフル＆パステルの職員との交流。 

＊五隣施設行事への参加のとりまとめ 

・準備（幹事同士の連携や連絡等のまとめ等）／実際に参加して頂けるような機会など（練習等）を設けるよう検討する。 

＊春 、夏、冬季の懇親会・歓送迎会の準備・進行 

・進行、準備（景品・レク等）景品については会員全員に準備する。 

＊食事会（１回／年） 

・シフトに配慮し全員参加できるよう日程調整。 

＊その他 慶弔ならびに餞別等の取扱い・費用については親睦会会則の規約に準ずる 

４月  10月 互隣フットベース 

５月  11月  

６月 春季懇親会（歓迎会） 12月 冬季懇親会 

７月  １月  

８月 互隣ボーリング ２月  

９月 夏季懇談会 ３月 食事会 

    
 

 

 

 

 

福祉サービスの利用者がより快適なサービスを受けられるようにするため、苦情を適切に解決する制度です。 

◆ 施設のサービスについて、「ここが不満」「ここはおかしい」と思うこと。 

◆ 「もっとこうして欲しい」「こうしたい」という要望。 

◆ 「こうしてはどうか」という提案など。 

◎そういう声を大切に、よりよい施設サービスをめざします。 

★いつでも苦情や要望を受け付けます。 

★定期的に相談会を開きます。（保護者会、保護者会役員会、利用者の会） 

★対応の公開掲示。 

【手順内容等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

苦 情 解 決 制 度 

① 利用者の権利を擁護し、利用者が望むサービスを把握、ニーズに沿ったサービス

の提供を図り福祉サービスの質の向上を図る。 

② 利用者及びその家族（もしくは代理人）より相談、苦情、要望があっ

た場合は速やかに、誠実に受け付ける。 

③ 苦情受付担当者（各寮のチーフ） 

   ・苦情の受付   

・苦情内容の確認と記録  

   ・苦情解決責任者及び第３者委員への報告 

④ 苦情解決に向けての話し合い 

   ・必要に応じて第３者委員の助言を求める（解決案の調整・助言） 

   ・寮会議・支援会議・運営委員会・特別対策会議等 

⑤ 苦情解決の記録と報告 

   ・苦情申出人、第３者委員に一定期間経過後、報告する。 

   ・開示公開（匿名） 

内
容
を
記
入

し
ま
す
。 

２
カ
所
に
設
置
！ 

ポ
ス
ト
に
投
函
し
ま
す
。 

改
善
策
を
話

し
合
い
ま
す
。 

改善状況・結果を報告します。 
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危険や事故は私たちの周りに溢れているが、事故をゼロにすることはできない。 

しかし、利用者サービスの提供場面での事故を如何に未然に防ぐかは施設の「より良いサービス」を考える上で大変

重要なことである。施設の体制や仕組みを整備し、組織全体で「リスクマネジメント」に取り組まねばならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○平成 30年 1月 22，23日平成２９年度 障害者虐待防止リーダー職員研修会（東京）へ 

 ～施設・事業所における虐待防止リーダー育成のための研修に 2 名のリーダーが参加しチハヤで虐待防止研修を実施

しました。（グレーゾーンの確認と改善に向けての実践を学びました） 

   ◆ご飯におかずをのせる行為や野菜から食べさせる指示◆触法のある対象者のグループホーム希望を医師が却下 

◆起床支援が極端に早いスタッフ◆適切な服薬時間◆決定している支援を守らないスタッフの存在などなど 

   ※平成29年10月みどり市虐待防止センターへグレーゾーンを虐待や人権侵害にあたるか確認しましたところ、虐待

とまでは認定できないケースだが、より適正に改善できるように努めることをすすめるケースを指導してもらいました。 

○2019年度の実践について 
①ボランティアの活用：生活支援／余暇（癒し）／保護者の協力 

②研修強化（強度行動障害／自閉症／認知症／水てんかん／触法／医療対応等） 

③2017市センターへ報告したグレーゾーンについて改善実施結果を報告（改善に向けてさらにすすめます） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「人権侵害ゼロの誓い」 

はーとふるチハヤは心の深い部分にある寂しさや悲しみ、不安に「寄り添う」にこやかな微笑みといたわりの支援（心

に寄り添うやりとり）を実践を目指しています。私たちのささやかな声かけの中には「あなたはあなたのまま、そのままで

素晴らしい存在ですよ」というメッセージが込められています。 

人を支え人と向き合う営みのなかで「倫理綱領」「チハヤハートフルマナー」「チハヤ会職員使命」をこころに刻み、

良き支援者・善き仲間であることに誠心誠意つとめます。 

①「危険に気づくこと」 

◆事故防止は危険に気づくことから始まる。 

②「利用者を正しく理解する」 

◆リスクマネジメントの第一歩。 

③「安全点検」 

◆些細な事でも報告する。月に一度の安全点検を確実に行う。 

④「インシデントレポート」 

◆ヒヤリ・ハットした出来事を集積し事故防止に役立てる。 

⑤「事故報告」 

◆いつ、どこで、どのようなことが、なぜ、どのような状況で起きたかを 

記録する。 

⑥「サービスの基本はマニュアル」 

◆サービスの改善にも事故の要因分析にも役立てる。 

 

⑦「リスク予防対策とリスク管理対策」 

◆リスク予防対策の充実と事故内容に応じた的確な対応。 

⑧「介護福祉水準を上げる」―「事故模擬訓練」 

◆事故を分析し、対策を立て指針に従ってケアをする。 

◆起こりうるであろう事故を想定して訓練をする。 

 
⑨「火気・防災・安全」日常検査（チェック表） 

◆指定場所については毎日「火気・防災・安全」の 

視点で検査確認する。 

◆不備・欠陥等がある場合には、直ちに防災担当 

者に報告する。防災担当者は現場を確認して 

修復のための対処・手配をする。 

虐待の防止 
①虐待の防止に関する責任者（施設長）は支援部と連携しそのための措置を講ずる ②全職員は「人権侵害ゼ
ロの誓い」に署名、押印、見やすいところへ掲示する ③人権侵害ゼロの誓い、倫理綱領、行動規範を周知徹底す
る ④研修を行い、職員の人権意識を高め、支援に関する知識や技術の向上を図る ⑤職員が支援にあたっての

悩みや苦労を相談できる体制を整える ⑥「意欲・努力・結果・総合評価制度」を機能させ業務向上及び資質向
上を図る 

◎２０１9 虐待防止プロジェクトチームで虐待防止に向けて取り組む実践方法を具現化 

スマイル＆ハッピープロジェクト 

リスクマネジメント 
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倫 理 綱 領 

前文 

 知的障害のある人たちが、人間としての尊厳が守られ、豊かな人生を自己実現できるように支援する

ことが、私たちの責務です。そのため、私たちは支援者のひとりとして、確固たる倫理観をもって、そ

の専門的役割を自覚し、自らの使命を果たさなければなりません。 

ここに倫理綱領を定め、私たちの規範とします。 

１．生命の尊厳 

  私たちは、知的障がいのある人たちの一人ひとりを、かけがえのない存在として大切にします。 

２．個人の尊厳 

  私たちは、知的障がいのある人たちの、ひとりの人間としての個性、主体性、可能性を尊びます。 

３．人権の擁護 

  私たちは、知的障がいのある人たちに対する、いかなる差別、虐待、人権侵害も許さず、人として

の権利を擁護します。 

４．社会への参加 

  私たちは、知的障がいのある人たちが、年齢、障害の状態などにかかわりなく、社会を構成する一

員としての市民生活が送れるよう支援します。 

５．専門的な支援 

  私たちは、自らの専門的役割と使命を自覚し、絶えず研鑽を重ね、知的障がいのある人たちの一人

ひとりが豊かな生活を実感し、充実した人生が送れるよう支援し続けます。 

チハヤハートフルマナー（職員倫理綱領） 平成 8 年 4 月 1 日（上掲） 

第一条  

 私たち職員は、利用者の個性を理解し、利用者自らが選択、決定したことを尊重し、常に対等な立

場で誠実に対応しなければならない。 

第二条 

 私たち職員は、利用者の障害の状態、行動、性格、性別、年齢、その他いかなる理由によっても差

別してはならない。 

第三条 

 私たち職員は、常に利用者の声をよく聞き、悩んでいる時、あるいは利用者から援助を求められた

時は、適切に解決するよう努力しなければならない。 

第四条 

 私たち職員は、利用者への励ましと賞賛を忘れず、一人一人が安心と誇りを持って暮らせる施設生

活を利用者とともにつくらねばならない。 

第五条 

 私たち職員は、専門性を高めるために常に研鑚に努めるとともに、望ましい社会人としての言動や

身だしなみに配慮しなければならない。 
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「わたぼうし」の会員になってください。 

「わたぼうし」は社会福祉法人チハヤ会が設置運営する 

        障害者支援施設「はーとふるチハヤ」 

        グループホーム「わたぼうし」 

相談支援事業所「はーと」 

多機能型チアフル「チアフル」 

放課後デイサービス「パステル」 

を応援する会です。 

この事業の運営を円滑にすすめ、知的障害者の社会参加の促進と地域福祉の発展のために

後援会事業にご支援を賜りたくお願い申し上げます。 

 この会費は、チハヤ会が設置、運営にあたる各施設の運営及び活動を支援いたします。 

後援会会長 齊藤 昭治 

 

            ●お問い合わせはこちらへ ● 

                    

社会福祉法人チハヤ会後援会「わたぼうし」事務局 

         はーとふるチハヤ内 

           〒３７９－２３１３ みどり市笠懸町鹿３６０９ 

           TEL（０２７７）７６－２３３５ 

           FAX（０２７７）７６－９４２３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人チハヤ会後援会 わたぼうし 
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事業実績 
2018～2019 
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❖ 利用者の状況（２０１９／３／３１現在） 

 ❶生活介護・施設入所支援 

 １ 男女比（生活介護のみ１） 

 

 

 

 

 

 

２ 年齢別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 障害支援区分の状況 

  

 

 

 

            

              

         

   

 ４ 在籍期間（成人施設となってから） 

 

 

 

 

 

 

 

女性
36%

男性
64%

男性

女性

性別 

３３ 

男性（人） 

0

2

4

6

8

10

12

14

20歳～ 30歳～ 40歳～ 50歳以上 60歳以上

男性

女性

１年 
未満 

１年以上 

３年未満 

３年以上 

５年未満 

５年以上 

10 年未満 

10 年 
以上 

女性（人） 

合計（人） 

１ 

60 歳～ 

１ 

２ 

20 歳～ 

５ 

２ 

１３ 

７ 

７ ２０ 

１２ 

７ 

１９ 

２ 

１ 

３ 

３３ 

１８ 

５１ 

４７．５ 
 

30 歳～ 40 歳～ 50 歳～ 合計 平均 

４７．８ 

４７．６ 
 

男性（人） 

女性（人） 

合計（人） 

比率（％） 

１ ２ ３ ４ ５ ６ 

０ ０ ０ 

０ 

０ ０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

４ 

１ 

５ 

10％ 

１３ 

３ 

１６ 

32％ 

１６ 

１３ 

２９ 

58％ 

３３ 

１８ 

５１ 

100％ 

合計 

男性（人） 

女性（人） 

合計（人） 

２ 

０ 

２ 

１ 

１ 

３ 

１ 

４ 

３ 

３ 

６ 

２４ 

１４ 

３７ 

人数 

男性 

女性 

合計 

１８ 

５１ 

０ 

総数 

51名 
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５ 介助の状況 

状況 食事 更衣 排泄 入浴 移動 

性別 全 一部 自立 全 一部 自立 全 一部 自立 全 一部 自立 全 一部 自立 

男性（人） ２ ９ ２４ ６ １０ １９ ５ １０ １７ １３ ５ １７ ３ １０ ２３ 

女性（人） ３ ７ ８ ５ ３ １０ ７ ８ ３ ７ ８ ３ ３ ６ ８ 

 計（人） ５ １６ ３２ １１ １３ ２９ １２ １８ ２３ ２０ １３ ２０ ６ １６ ３１ 

比率（％） １０％ ３２％ ６４％ ２２％ ２６％ ５８％ ２４％ ３６％ ４６％ ４０％ ２６％ ４０％ １２％ ３８％ ６２％ 

❷ 短期入所・日中一時状況 

１ 短期入所 男女比             ２ 日中一時 男女比 

 

 

 

 

 

   

 

３ 短期入所 月別利用状況          ４ 日中一時 月別利用状況 

                                                 

                         

 

   

 

    

    

 

 

 

 

  

   

    

 

 

❖支援部（入所支援課・日中支援課） 

◆入所支援課 

＜慈育寮：目標＞ 
○メンバーの視点に立ち安全、清潔で快適に毎日を過ごせるよう努める。 
 ７０ %達成 
・健康状態の確認をした（メンバーの変化に対し早期発見、早期対応。看護師・栄養士との連携）。 
・衛生面の確認（入浴、手洗い、爪切り、耳掃除、オムツの確認、衣類、寝具、居室の掃除、消臭、除菌）。週一
回の衛生支援。各居室の担当が責任を持って掃除できるようチェック表を使用した。／気温に合わせて衣類調整、衣
替えなどを行った。／居室の装飾などを担当が工夫し、少しずつ本人らしい空間を作った。季節感を感じられる装飾な

男性 

女性 

合計 

性別 成人 

１６ 
 

児童 合計 

３ 

１９ 

０ １６ 

０ ３ 

０ １９ 

男性 

女性 

合計 

性別 成人 

２０ 

児童 合計 

６ 

２６ 

３ ２３ 

０ ６ 

３ ２９ 

月 利用者数 延べ回数 

４月 ２０ 

５月 

８月 

合計 

６月 

11 月 

９月 

12 月 

10 月 

７月 

６９ 

月１６ 

月２０ 

月２２ 

 月１９ 

月２０ 

月２０ 

1 月 

２月 

３月 

月２０ 

月１７ 

月１６ 

月１８ 

月１１４ 

月 利用者数 延べ日数 

４月 月９ 

５月 

８月 

合計 

６月 

11 月 

９月 

12 月 

10 月 

７月 

２８ 

月７ 月２７ 

月９ 月３５ 

月７ 

 月１１ 

月１０ 

月１０ 

1 月 

２月 

３月 

月８ 

月９ 

月６ 

月１１ 

月９ 

月２９ 

月２３ 

月４０ 

月４０ 

月３０ 

月３９ 

月２７ 

月３５ 

月４３６ 

月１０６ 月３８９ 

延べ日数 

月 23.00 

月 21.50 

月 25.00 

月 30.75 

月 22.00 

月 23.00 
55 

月 21.50 

月 28.5 

月 24.50 

月 24.50 

月 19.00 

月 18.25 
 

00 ２２２ 月 281.50 
 

６５ 

７４ 

８８ 

８０ 

６９ 

７２ 

６４ 

６５ 

５８ 

５３ 

５５ 

８１２ 
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ど。／日中活動で季節の飾り（リースなど）を作り、飾りつけを行った／安全配慮（メンバー間のトラブルの配慮、環
境整備、インシデントレポートの提出、分析） 

○チームでの連帯感を意識し、常により良いサービスを迅速に提供できるよう意識を高めていく。 
 ５０ %達成 
・にこやかな微笑といたわりの言葉を忘れず人権を尊重し、虐待防止に配慮した対応に努めた。／メンバーへの対応には
特に配慮した。（要望などはできるだけ受け入れ、また否定的な態度はとらない。安心できるような関わりをする。特にこ
だわりの強いメンバーには統一的な関わりの徹底）／寮会議、支援会議、グループ会議にていろいろなケースについて
検討した。／毎月寮会議にてペアレントトレーニングについて対象メンバーを決めて取り組み、アンケートで集計をし、結
果を提示。しかし、アンケートの提出率があまりよくなかった。／寮会議、支援会議、グループ会議にて必要な議題の提
示及び今後の方針を検討した。／困難なケースなどチームを作り、支援に対する見直しなどした。／基本理念「未来へ
のチャレンジ！共に歩み！共に生きる町の創造！」に基づいた支援を目指し、日中活動を通して地域清掃、鹿田山で
の作業などを行い、彼らの活躍の場を作った。（誰かの役に立っているという思い）／Ｎさんのわたぼうしホームへの宿
泊体験と就労Ｂの就労体験を再開。同じ過ちを犯さないようチェック表も作成、体験の後は本人と一緒に振り返りの時
間を設けた。／Ｈさんの支援チームでのぞみの園との連携を取りＨさんの有期限入所が実現した。／新しいメンバーさん、
Ｋさんの受け入れ準備を行った。 

＜慈恵寮：目標＞ 

○落ち着いた環境で快適で安心できる日々を提供する。 

 ７５ %達成 

・健康状態の配慮（様子観察、検温、排便チェック、水分補給、衣類調節）に努めた。インフルエンザにかかったり疑いが

ある場合は早急に対応した。(隔離など)／メンバーさんの清潔に心がけた（爪切り、耳掃除、口腔衛生、洗面、着て

いる衣類の汚れをチェック、メンバーさんに合った衣類提供）。／季節感にあった衣類を提供。（寝具も同様）／安全

配慮（メンバー間のトラブルの配慮、異食の配慮、入浴時の見守り、環境整備、インシデントレポートの提出、分析し

て会議などで話し合う）の徹底を図ったが、誘導、入浴時の配慮や支援についてまだまだ課題が多い。／誕生日の外

出・旅行など各担当スタッフが行い、メンバーさんが喜んでいただける支援を積極的に取り入れ、充実した生活を送れる

ように支援した。／メンバーさんに最適化された居室環境の構築を目標に寮会議を始めとして職員間で意見を出し合い、環境構

築に努めた。／乾燥肌のメンバーさんには居室に加湿器を設置した。／各スタッフが積極的に掃除を行うことを意識づけ

た。 

○より良いサービスを提供できるようにスタッフの意識向上に努める。 

 ７０ %達成 

・にこやかな微笑といたわりの言葉を持って接する事を基本として、寮会議の際には必ず確認を行った言葉遣いや声のボリ

ュームなど改善点は多く感じる。／メンバーさんの人権を尊重し、虐待ゼロに向けての支援を徹底。（メンバーさんに対しての

話し掛けや対応を常に意識し、実践する）／職員間での報告連絡相談を徹底し、一貫した支援に繋げる。職員間での情報

共有の仕方を工夫し活用。不十分なケースはその都度指導など行い、徹底するよう努めた。また、情報共有促進のた

めの夜勤室ホワイトボードは継続中。 

○特記 

・Ａさん夜間時身体拘束継続。毎月、寮会議にてご本人の状況について情報共有。支援手順書の見直し、看護師、医

師と連携し処方調整。拘束時間の短縮を視野に改善案を模索していく。 

・Ｍさんの支援についてより良い環境を模索し、実行できればと思う。（施設全体で） 

＜慈愛寮：目標＞ 

～入所メンバーが日常生活を安全かつ快適に過ごせるように配慮します。 

 ８０ %達成  

・メンバーさんが落ち着いて生活できるように掃除の徹底を行い、気持ちよく寝られるように寝具等も常に清潔を心掛け衣類調整にも考

慮した。個々の好きな物を提供し支援を行うことに努めた。／メンバーさんの清潔を保つ為にチェック表を活用し、衛生（手の爪切り、

足の爪切り、耳掃除、髭剃り）・口腔ケアに力を入れて支援を行なった。（週に2回取り入れて行う日もあった。）／怪我防止に対

する配慮はしていたが発作の転倒等で怪我をしてしまうこともあり徹底しての配慮が欠けていた。→入浴での出来事であったため、早

急に入浴順番を変更するなどの対応を行った。／メンバー間のトラブルについて常に目を配りトラブルがあった場合には直ぐに対応した

為、大きな問題には至らなかった。／メンバーさんの健康状態を常に観察し看護師や栄養士とも連携を図り状況に応じた配慮や処

置等行うことが出来た。／にこやかな微笑みといたわりの言葉で接するように心掛けて支援を行なった。／情報共有促進のため夜勤

室ホワイトボードおよび連絡ノートの活用は継続。 

〇寮内で活動の幅を広げられるように工夫します。（食事会、交流会等） 

 ９０ %達成 
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・誕生日者がいる月に飾りつけやホールのケーキを購入し、音楽をかけてメンバーさん全員で、誕生日者をお祝いした。誕生日者のいな

い月はお茶会でお菓子つくり等を実施した。（ケーキ購入時には誕生日者の要望通りになるようにその月の責任者がしっかりと業務

を追行していた。）／ハロウィンパーティーを寮内で実施。バレンタインでは男性メンバーさんや職員の写真を事前に見ていただき渡し

たい人をきめてもらい、当日メッセージを書いたり包装して手渡しで渡すことができた。中には感謝の気持ちを伝えるメンバーさんもいま

した。／毎月実施ごとに寮会議で報告、意見交換を行い次月の行事に活かした。 

〇特記 

・身体拘束時間について。寮会議を重ねて現在では施錠せずに過ごしている。（緊急時や日中一時のメンバーさんの対

応で施錠することはあったが、その際には必ず日誌へ記載および上司へ報告を行った。） 

◆日中支援課 

＜かやのきグループ：年間目標＞ 

 ○計画に基づいて、それぞれのメンバーに適した日中活動を提供し、心身の安定を図れるように努める。 
  ６０% 達成 
【作業班】 
・主に清掃センターへのゴミ搬入、精米、チアフルでのホチキス針詰め作業（マックス）、農作業を行った。農作業はジャガ
イモ植え、鹿田山の作業としてフットパスの整備、さつま芋の収穫を行った。 
【ゆとり班】 
・エコーからの内職作業を行った／陶芸で作品作り、あすなろ祭への出展、金賞を取った。／アロマキャンドルをゆうあいフェ
スティバルに出展／見学。自分たちの作った作品の展示を見た。 

【手工芸班】 
・紙ちぎり、貼り絵などの製作をした／メンバーそれぞれが年齢や障害の特性、その日の状態に合わせて本人のできる範囲
で活動した。 

【その他】 
・月に２回（第２・４金曜日）にヨガを行い、心身ともにリラックスできるように努めた。／月に２回（第１・３金曜日）にアロマキ
ャンドル、ワックスバーの製作を行った。／週に１回（月曜日）に映画 DVD 鑑賞を行った。／週に一度、体力維持の
ためのウォーキングを行った。／月に 1 度、または２度地域清掃として桐生競艇場のゴミ拾いに出かけた。／月に１回
買い物など外出の機会を設け、社会経験をしてもらった。／グループ会議で日中活動の確認や見直しをした／３月に
社会見学を実施。／収穫したさつま芋で干し芋を作り、スタッフや他の寮にも食べて頂いた。また庭で焚火をし、焼き芋
を作った。／働くことで収益があることを実感していただく為、メンバーへ工賃の支給を行い、それを伝えた。／Ｈさんについ
てのチーム会議を行い、本人に合った支援などを考え、またのぞみの園との連携を取り、１月より有期限の入所となる。 

＜かたくりグループ：年間目標＞ 

○計画に基づいてサービスの向上を目指し、高い満足が得られる日中活動のサービス提供に努める。 
  ８０% 達成 
・偶数月にグループ会議（日中支援会議）を開催し日中支援の現状や今後の確認を話し合った。／口腔衛生、爪切り耳掃除支援を
日中活動として実施した。／かたくりグループのメンバーさんに楽しみを提供する目的で社会見学、食事会を企画実施した。／ホチキ
ス針詰め作業に関しては高橋政、遠藤、渡辺の３名が定着しており、効率良く行う事が出来ている。昨年度より多く完成品を作成
できている。／スヌーズレン環境を整備。～視覚、聴覚、臭覚に対してのリラックス環境の構築。／歩行訓練やバランスボールで運動
している。／ペットボトルのラベル剥がしを行い、とりせんで回収～ドライブを兼ねて持っていきリサイクルを行いポイントを貯め、そのポイ
ントで携わったメンバーさんにお菓子を提供。（慈愛寮）／牛乳パックは、数は少ないが行った。（慈愛寮）／訪問歯科、マッサー
ジは継続して実施されている。／火曜、木曜の入浴実施。定着している。（慈恵寮）／カラオケ機導入にて、日中活動にもカラオ
ケを導入したが唄うメンバーさんがいなく、効果は少ない。／誕生日もしくはその付近での外出を各担当スタッフで行った。（慈恵寮）
／外出を兼ねたお茶会を実施。(慈恵寮)／エージレスを月に２回実施。／定期的に検温も行っている。メンバーさんの状態であった
り、平熱を知るために行っている。（慈愛寮）／お茶会の代わりに誕生日のメンバーさんがいる月は誕生日会を実施。（慈愛寮） 

○特記 
・各スタッフに担当業務を割り当てることで、前期同様、日中活動を充実する事が出来ている。（慈恵寮）／Ａさんの午
後の日中活動のマンツーマン対応継続。／活動内容を増やすことも検討したが、スタッフの確保など考えると現状を継
続となった。／Ｍさんの日中活動もたのしくメンバーと同様に提供出来ている。 

◆ 健康管理課 

＜栄養管理係り：年間目標／実施状況＞ 

〇衛生管理の徹底 

９０% 達成 

◇食中毒・ノロウィルス・インフルエンザ等の予防 

・電解水による野菜・器具の消毒、 グリーンアクア噴霧による全身・器具の消毒、次亜塩素酸ナトリウムによる布巾・まな

板の消毒、食器保管庫による食器の殺菌、殺菌庫によるまな板、包丁の殺菌、週 3回（月・水・金）オゾンによる厨
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房・食品保管庫・休憩室の消毒等、用途に応じた消毒を徹底／食材受け入れ時の温度・品物の確認、保管時の管

理、加熱時の中心温度、喫食 2 時間前調理の徹底→業者さんの商品に異物混入が多かった為、現在は袋でなくバ

ットに入れて納品／検品を実施している。／調理員は手洗い（爪ブラシ使用）の徹底・消毒、マスク・エンボス手袋の

使用 ※二次汚染の防止／調理員の健康管理（厨房に入る前には健康チェックを行う）、月 1 回の検便実施、下

痢・嘔吐時は受診状況に応じ勤務交代→人員不足の為、簡単には勤務交代できないのが現状／胃腸炎・ノロウィル

ス等感染者の下膳されたトレー・食器は次亜塩素酸ナトリウムにより消毒を行う。／インフルエンザ感染者の下膳につい

てはグリーンアクアを噴霧し二次感染を防止する →平成 30年度 4月～3月現在までは胃腸炎・ノロウィルス患者は

でていない→平成 31年 2月前半 インフルエンザ時はメンバーさんの配膳なし・慈愛は寮で食事を摂っていただいた 

○栄養ケアマネジメントを実施し各人に合った食事を提供する 

５０% 達成 

※各メンバーさんに適した食事を提供する。食事摂取状況・体重の増減等を確認し、必要に応じ変更を行う。治療食

はストレスにならない程度の穏やかな食事を提供する。個人からの要求への対応、代替食については保護者と相談し

有料対応とする→月 1 度の栄養ケア会議を実施するようになり看護師・支援員より意見もいただけ以前よりも情報

が入るようになった→各部署との連携をより強め即座に対応していく 

○体調不良者への早期対応 

７０ %達成 

※疾病者には早めに対応して健康の早期回復に繋げる。→松沢さん 口内炎ありしばらく刺激物禁（看護師からの

指示の下） 

○皆に喜んでもらえる食事の提供 

８０ %達成 

※ 誕生会食は誕生月のメンバーさんにリクエストを聞き、できる範囲で対応し喜んでもらう 

→ケーキの写真一覧も作成し、言葉がでないメンバーさんにも選んで貰えるようにした・食堂のホワイトボードに予定献立

を貼り楽しみに待ってもらう→新しいメニューは写真に撮りラミネートしている 

・季節に応じた食材、メニューを取り入れる。行事食により季節感を味わってもらう→メンバーの会で冬に食べたい食事を

聞いてもらい、そのうちの小籠包、あんまん（あんぱんがあるので→ピザまんに）、けんちん汁、焼き芋（厨房では焼け

ないので蒸かし芋）、誕生日会ですき焼きを提供した 

○特記 

＊汚染区域と非汚染区域を隔てる扉、汚染区域と休憩室を隔てる扉は常に閉めておく。 

＊食事摂取状況、体重の増減等の確認をもっと細目に行う 

＜医療管理係：年間目標／実施状況＞ 

〇メンバーのみなさんが、健康で楽しい生活が送れるよう支援します。 

◇観察、支援者からの情報をもとに、的確な看護を提供していきます。{日々の検温・月一の体重測定・必要に応じ血

圧測定} 

９０％ 達成 朝の検温測定時に、体調不良者、発熱者に対し薬など投与し支援者と連携し対応した。 

◇支援部・栄養管理係りとの連携をして対処します。（感染症対策等） （誤嚥性肺炎予防） 

８５％ 達成 うがい、手洗いなど丁寧にして、感染症の予防に連携しました。 

◇病状によっては、かかりつけ病院や他の医療機関への連絡・調整をして速やかに対応します。  

{かかりつけ医との連携も現状の良い関係を持続していきます} 

９０％ 達成 体調不良時など各医師に連絡し、薬や診察など必要な指示で連携できました。 

◇急変時対応については、スタッフ全員が対処できるよう適時実践指導をおこないます。｛セキュリティーＷＧの協力を得て｝ 

 ７５％ 達成 適格な動きで対応できました 

◇問題提起など速やかにきめ細やかな対応を行います。{医療管理委員会の協力を得て} 

 ８０％ 達成 医療管理委員会議が出来ず、支援会議で必要な事項は対応できた。 

❖セクション・ＷＧ 

◆イベントサポートＷＧ 

□年間目標／取り組み状況 

○円滑な行事の計画及び実施。 

 70 %達成 

・日帰りバス旅行、クリスマス会の打ち合わせ会議を相談し、出来る範囲での設定と調整を行った。／各行事の実施要綱

と担当者には担当者用の実施要項を作成し、円滑に行事が行われるように配慮した。／日帰りバス旅行の下見をし、
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実施要項を作成し、他のスタッフにも確認してもらった。／日帰りバス旅行の長瀞では小雨が降っており天候には恵まれ

ませんでしたが、長生館からの眺めは良く商店街への距離も近く、岩畳や買い物し、各々時間を過ごす事ができた。／ク

リスマス会の出し物については職員が行う。今年の流行を取り入れていてメンバーさん職員からも好評であった。／イベン

トWG以外の職員の協力も得て行事を無事実施できた。／行事実施後はアンケートを集計し、改善点などを抽出した。

また保護者にもアンケートの協力をしてもらった。 

○行事以外の部分で利用者の方の気持ちをリフレッシュさせられるような取組みなどを考える。 

 80  %達成 

・施設内にクリスマス、カラオケ大会などの装飾を行った。 

○特記 

・年度末慰労会についてはカラオケ大会を実施、その後食事会を食堂で行っている。食事会後も時間がありカラオケを

行っていた。メンバーさんの意見を取り入れながら今後に繋げていきたいと考える。／日帰りバス旅行については保護

者にアンケートを取り今後についても実施を考えている。来年度は 3班に分けて実施を考える。 

＜施設行事・日中活動行事・その他行事＞ 

行事名 日にち 参加人数 備考 

慈育寮 未外泊者食事会 ５／２ １３名 いっちょう 
未外泊者食事会 （慈愛寮） ５／２ １７名 いっちょう 
メンバーの会喫茶（どら焼き） ５／７ ６９名 どら焼き 
メンバーの会お楽しみ会（水族館） ５／１５ １２名 アクアワールド茨城県大洗水族館 
サッカー観戦 ５／２０ ９名 ザスパクサツ群馬ＶＳFC東京 
はーとふるチハヤ チハヤ祭 ５／２６ ２７９名 模擬売店・ボランティア出し物等 
鹿田山クリーン大作戦 ６／２ ３名 草むしり・ゴミ拾い 
慈恵寮男子（八王子農園） ６／２８ ２０名 バーベキュー 
群馬の名湯を堪能しよう(宿泊温泉) ７／3.4 ４名 草津温泉 

プロ野球観戦 ７／７ ７名 西武ドーム 
高校野球観戦（桐生第一ＶＳ伊勢崎） 7／９ 4名 桐生球場 
慈愛寮１班社会見学ココ・ファームワイナリー ７／１０ ８名 自然と触れ合い、体験しよう 
慈愛寮３班社会見学 ７／１２ 13名 桐生温泉湯らら ぐんまこどもの国 
慈恵寮 （夕食） ７／１７ １８名 喜美久 
群馬ダイヤモンドペガサス招待  ７／１８ ９名 野球観戦 
お楽しみクラブ：ボランティア ７／２１ ３名 わたらせ特別支援学校納涼祭 
お楽しみクラブ（カラオケ） ７／２４ １５名 シダックス桐生 
慈育寮社会見学（果実の里原田農園） ７／２５ ２５名 美味しさくらんぼを沢山食べよう 
温泉＆遊園地を楽しもう ７／２７ 7名 湯らら 
お楽しみクラブ（外食） ７／２８ １０名 ９区納涼祭が台風で中止のため 
お楽しみクラブ（桐生八木節祭り） ８／３ 6名  
群馬ダイヤモンドペガサス招待  ８／４ 9名  
第３回 みんな一緒にウキウキ交流会 ８／５ 6名  
お楽しみクラブ（大間々町祇園祭り祭） ８／５ 5名  
選択行事 小平の里鍾乳洞散策 ８／７ ４名 野球観戦 
慈愛寮未外泊者食事会 ８／１１ 17名 いっちょう 
未外泊者食事会（かやのき男子寮） ８／１１ 17名 やまもと 
メンバーの会喫茶（かき氷） ８／１６ 59名 想い出の邑楽へ行こう 
県）障害者スポーツ大会ボウリング競技 ８／１８ 4名 パークレーン高崎 
ゆとり班（食事会） ８／２１ 15名 お弁当 
メンバーの会お楽しみ会（花火大会） ８／２１ ３１名 チハヤ庭 

選択行事 大草原で動物と触れ合おう。 ８／３０ 6名 グリーン牧場 
県障害者スポーツ大会２０１８ ９／２  フライングディスク競技 

お楽しみクラブ（電車の旅） ９／４ 11名  
選択行事 話題の作品を大画面で！！ ９／１１ 4名 銀魂２ 
ナイスハートフェア見学 ９／１３ 17名 県庁 
日帰りバス旅行 第１班  ９／２０ 17名 八王子農園 

サークル企画第一弾（小旅行） ９／２７ 15名 秋の小布施を散策・蕎麦懐石味わおう 
選択行事 たまには違った場所で BBQ １０／４ 12名 花園グリム 
日帰り旅行 2班 １０／１１ 84名 長瀞「長生館」 
かやのきグループ食事会（男女で交流） １０／２３ 34名 ぐりーんふらわー牧場 
選択行事 ディズニーランド １１／６ ９名 夢の国を満喫しよう！ 
お楽しみクラブ（遊園地） １１／９ 7名 横浜・八景島シーパラダイス 
選択行事 ん男子温泉同好会の旅 １１／１３ 10名 東武動物公園 
選択行事 男子温泉同好会の旅 １１／１３ １０名 ふせじま 
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みどり市スポーツフェスティバル １１／１８ 8名 みどり市グリーンアリーナ 
ポップサーカス鑑賞 １１／１９ ２７名  
お楽しみクラブ（恵比寿講） １１／２０ ４名  
大日本プロレス 観戦 １１／２３ 5名 みどり市グリーンアリーナ 
９区民グランドゴルフ大会 １１／２５ 6名 あすかグラウンドゴルフ場 
選択行事 女子温泉旅 １１／２７ ８名 ふせじま 
お楽しみクラブ（イルミネーション） １２／４ １３名  
慈育寮 クリスマス会 １２／５ ２３名 お寿司とマック、ピザ、ケーキ 
第６回 みどり市福祉スポーツ大会 １２／９ １９名 みどり市グリーンアリーナ 
慈愛寮１班社会見学 １２／１１ ８名 グリコピアイーストにて工場見学 
慈恵寮クリスマス会 １２／１３ ２２名 チキン・ケーキ、プレゼントを貰って 
クリスマス会 １２／２０ ８１名 桐生グランドゴルフ 
メンバーの会喫茶（まるごとバナナ） １／４ ７１名  
ゆうあいフェスティバル見学 １／９ ２３名 県庁 
お楽しみクラブ（映画鑑賞） ２／１９ ９名 シティーハンター 
お楽しみクラブ（温泉１） ３／４ ８名 あいの山の湯 
お楽しみクラブ（温泉２） ３／７ １５名 あいの山の湯 
第３２回あすなろ祭ステージ部門見学 ３／９ １１名 ベイシア文化ホール 
慈育寮小旅行（アグリタウン） ３／１２ ２４名 旬のいちごを食べてリフレッシュ 
お楽しみクラブ（食事） ３／１４ １１名 道楽園 
サークル企画第二弾 ３／１５ １５名 那珂湊で海鮮料理 
年度末カラオケ大会（慰労会） ３／１９ ７１名 懐石弁当 
慈恵寮食事会（スタッフ送別会） ３／１９ ２１名 美喜仁 

 
 

◆相談支援ＷＧ 

□年間目標／取り組み状況 

障害のある人々が社会の構成員として地域の中で共に生活が送れるように、総合的な相談支援・情報提供等を行い

ます。まためまぐるしく変わる社会情勢や各種制度を把握し、権利擁護の視点を持って相談者や家族等の抱える様々

なニーズ関係機関と連携しながら対応していきます。 

①相談支援事業所「はーと」との連携強化（聴き取り相談体制の実施） 

 ８５ %達成 

・相談支援においては遅出相談を設け行った。出来る限り固定されたメンバーでなく、色々なメンバーに相談支援出来る

様に努めた。／相談支援における要望や困ったこと等をメンバーの担当に伝え、情報共有に努めた。また、要望については叶えられ

る様に、困りごとについては改善出来る様に努めた。／相談支援事業所「はーと」との連携は、施設が離れてしまった事で半減した。 

②苦情解決・虐待防止システム機能化 

 ８０ ％達成 

・苦情解決・虐待防止は虐待防止プロジェクトと連携を取って新たなアンケートや虐待防止につながる取り組みを行う事を

計画していたが、出来ていないのが現状である。／メンバーの会ミーティングで虐待についての話を毎月行っている。また、

施設でグレーゾーンと思われる行為等について市に相談し、回答を得た内容についてもメンバーの会ミーティングで伝えた。

／前期に継続して苦情や虐待と言ったマイナスの事項ばかりではなく、各スタッフの良いところ、良い支援について毎月ア

ンケートを配布。少人数に分けて、書いてくれるスタッフの負担にならないように考慮した。より細かい内容が提出されてお

り、スタッフの意識向上と自信にも少しはつながったのではないかと感じた。 

③メンバーの会の活躍サポート 

 ９５ ％達成 

・メンバーの会ミーティングを毎月実施し、メンバーの自己決定のサポートを行った。／お楽しみクラブとして映画鑑賞、イルミ

ネーション鑑賞、温泉、お祭り参加（えびす講）、遊園地（八景島シーパラダイス）、食事会（道楽園）を実施しメ

ンバーが楽しく過ごせるよう努めた。／喫茶室を帰寮日に設け保護者も参加する形で実施した。(１月・5 月・8 月) ・

フレンドリング便りを２ヶ月に一度（１１・１・３月）発信した。／手足に不自由な子供たちを守り育む運動の寄付と

して、親睦会と連携し募金を集めた。（２月）／みどり市スポーツフェスティバル（１１月）に参加した。 

④地域生活移行の視点から幅広い取り組みを実施する。 

 ９０ %達成 

・11 月に事業所見学（社会福祉法人 桑の実福祉会）実施。入所施設からホームに出た人の地域の日中活動の場所であり新し

い他の法人のホームなどを見学できスタッフについても良き研修の機会となり、新たな可能性を発見することが出来た。 
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苦情受付内容 対応・改善（過程等） 

●Ａさんのご家族より 
5月 12日に 
◆ご家庭で使用していた春夏秋冬衣類ケ
ースを使用して欲しい 

◆髭剃りはしてくれないのでしょうか？（外泊
時に髭剃り残し） 

◆ステテコ（ズボン下）をはいていないで外泊とな
り、はかせていない理由を教えてとケアの内容に対
してのお電話をお受けいたしました。 

○衣服ケースについては、５／１４月曜日に持ち込んでも大丈夫ですよと
お伝えしました。 

○髭については謝罪し今後このようなことがないように改めることをお伝えしま
した。 

○ズボン下についてはちょっと前に30度近くから15度以下など微妙な季節
であり、施設内は冷暖房による気温差が少ないことで穿かせていかった可
能性を伝え、しかし外泊の際には考慮して準備していくことをお約束しまし
た。 

●Ｂさんのご家族より 
12月 1日に 
◆衣服の着用について、半袖の下着を着
ているのは季節的にどうか？ 

◆衣類ケースなどはどうなっているのか、部
屋を見せて欲しい。とケアの内容に対し
てのお電話をお受けいたしました。 

○謝罪し、今後は長袖の下着を着用する事を徹底する旨をお伝えした。 
○来訪された際に部屋の様子を見ていただきました。タンスなど整頓されて
いる点についてはお褒めの言葉をいただきました。あまり部屋をご覧になっ
たことが無かったとお聞きしましたので、今後もご希望あれば見ていただくこ
とは可能であることをお伝えしました。 

 

●Ｃさんのご家族様より 
12月 22日に 
◆特定の男性職員に家はどこなんですか？な
どと聞かれ、非常に不快な想いをされてい
る。また、来訪時や迎えに来た時の対応につ
いてもご指摘を受けました。 

〇謝罪し、対応について今後は改めていくことを伝える。 
〇部長に報告。ご家族様の希望は本人に伝えなくても良いとの事でしたが、改善する為には
本人に伝える必要がある事とそれ以外の不快な想いをされている事がないか、部長よりご家 
族様に対して電話で聞き取りを実施。許可を得て特定の職員に対して注意・指導を行う 

〇職員としては玄関対応での間を繋ぐ為、何気なく会話をしたと推測されますが、個人情報に
関わる点と異性に対してそれを聞いているという点で不注意であったと言わざるを得ません。 

◆ステップアップＷＧ 

□年間計画／取り組み状況 

①スタッフの意識改革、育成を目指す。（常に高い向上心を持ち、またメンバーへの対応の改善など） 

 ９０ %達成 

・職員会議内研修 ／12 月 川島 S「高齢知的障害者の現状と課題について」／１月 福本Ｓ「すぐにやっちゃいな

よ！～恋する豚研究所を視察して～」／３月 千吉良「アンガーマネジメント入門編について」／群馬県強度行動障

害支援者養成研修（実践）に講師として千吉良が参加した。／恋する豚研究所視察から、業務の効率化を図る事

を目的とし、スマートホンを用いた記録システム「ケアコラボ」導入について具体的に提案。 

・チハヤ研究フォーラムを開催。サークルでは１位 come up smile、２位ミールプレート、３位 smile days。／寮では１

位慈愛寮、２位慈育寮、３位慈恵寮。評価点数の詳細に関しては別紙に記載。 

②実習生に対しサポートを行い円滑に実習できるよう努める。 

 ９０ %達成 

・オリエンテーションを行い、マニュアルを使ってメンバーさんへの対応の説明を行った。／ステップアップＷＧ担当者間で連携し、実習日誌

などの記録について確認を行った。／実習日誌を記録する時間（16:30～17:30）を新たに設け、実習生をサポート。 

○特記 

・ケアコラボ導入に向け、セクションが中心となって推進していく。 
月 研修名 内容 

４月 施設内研修（小川） 相談技術「体験学習：２つのことに、同時に、注意を払える力をつけよう」 

５月 施設内研修（吉田／高草木） 「知っておきたい肝炎について」「Ｍさんの人権やチハヤでの暮らしについて」  

6月 
施設内研修（担当：林） イベント～「チハヤ祭及び今後の行事について」ディスカッション 

第 9回チハヤ地域交流会 講演「 幸せとは 」 講師： 塚田 一晃 氏 70名参加 

7月 施設内研修 「専門職論理と接遇について」～本音トーク～ 

8月 夏季特研振り返り 一人一実践のための作戦会議 

9月 施設内研修 「Ｓさんにおける対応について」（拒食・意欲低下について）ディスカッション 

10月 研究視察 恋する豚研究所～6名 

 施設内研修 「強度行動障害者への対応についいて」国立のぞみの園を施設見学して！ 

12月 施設内研修（担当：川島） 「高齢知的障害者の現状と課題について」 

1月 施設内研修（担当：福本） 「すぐにやっちゃいなよ！～恋する豚研究所を視察して～」 
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2月 施設内研修（担当：林） 「メンバーさんへの話しかけについて～心の揺れを受け止める対応 

３月 
施設内研修（担当：千吉良） 「アンガーマネジメント入門編について」 

チハヤフォーラム 2017 ●寮ごとの研究発表 ●サークル活動報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     【チハヤ研修フォーラム２０１８風景】            【職員会議：チームディスカッション風景】 

◆セキュリティＷＧ 

□年間目標と取り組み状況 

○防災（火災・地震・事故等）への意識付けとそれらに対する訓練等の徹底。 

 ３０%達成 避難訓練の実施は出来たがミーティングが全く行えなかった。また防災のＤＶＤ講習も実施できなかった。避難

訓練については日中を想定して行ったが皆で協力して行うことが出来た。 

○スタッフのリスクに対する意識向上の強化。 

 ５０%達成 たくさんのインシデントレポートや事故報告を提出してもらい、集計結果をまとめ掲示することでスタッフにリスクの

意識付け、情報共有してもらった。これからもより多くのスタッフにインシデントレポートの提出をしてもらえるようにしていきたい。 

○その他、スタッフサポートとしてストレスマネージメントに取り組み、各スタッフがいきいきと前向きに支援に臨めるようサポートしていく。 

 ２０ %達成 スタッフヘのストレスマネージメントの実施を行えなかった。新任スタッフへのサポートが十分に出来なかった。第

三者の活用への申請を行うことが出来たが取り掛かるのに時間が掛かってしまい、まだ実施されていない。 

◆特記：来年度はミーティングの機会を充実させていきたい。また総合防災訓練などの準備等に早い段階で取り組んでいけるように努めていきたい。 

月 実 施 名 内  容 

５月 継送訓練 ６月２日土曜日 １９時３０分～利用者無断外出ケース 

７月 ＡＥＤ講習・事故模擬訓練 ７月 19日応急手当とＡＥＤ使用 

１０月 総合防災訓練 10 月 19 日 夜間想定（地域防災協力委員・分団員・消防署員協力） 

通年 ・インシデント（ヒヤリ・はっと報告）月まとめを全スタッフに配布・事故報告の管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆はーとふるチハヤ親睦会担当（スタッフ） 

□年間目標と取り組み状況 

○チハヤ会スタッフが気持ちの良い仕事が出来る様な人間関係の構築を目指したい。何分にも無理強いすることが

ない様配慮しつつ、和やかで楽しい雰囲気作りに努めたい。 

 ８０ %達成 

◇互隣ネットワーク ボーリング大会～個人上位３位をチハヤ会が占めるという偉業を達成。初めての各レーン混合チー

ムであったが、会話する時間、称える時間をゆっくりとる事が出来た。 

◇年末の親睦会ではやまもと（閉店間近）にて実施～ゲームと景品に趣向を凝らした。ジェスチャーゲームは大変好評を頂き盛り上がった。 

（避難訓練） （炊き出し訓練） 

（消火訓練） 
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◇年度末の親睦会は 2 班に分かれ、割烹中川にて実施した～皆初めての店でフグ料理ということで盛り上がりお酒も美

味しく頂けた。駐車場が狭いという事でチハヤからの送迎を実施し利便性も好評だった。 

※今年は運動種目前に事前練習を取り入れた。予想以上に参加者も多く、怪我なく、ルールのおさらいもでき、当日の

緊張感が和らぐなど効果があった。ゲームや景品、弁当、飲食店となるべく新しいこと、趣向を凝らして行った。参加さ

れた方々、幹事も楽しく企画・実施出来た。 

◆虐待防止プロジェクトチーム 

〇年間目標／取り組み  スローガン：「虐待はしない！させない！見過ごさない！」 

〇３０年度実施計画の実践内容 

① 研修強化（強度行動障害／自閉症／アンガーマネジメント等） 

  障害者虐待防止リーダー職員研修会（リーダー派遣）研修実施 

② グレーゾーンとされる事項を市の虐待防止センターへ確認してもらい改善へ 

○特記 

a.スタッフへ専門職として自己覚知してもらう機会（課題書：レポート） 

  b.新人・実習生への指導のために作成（注意/助言の大事な事） 

  ※分かっていても、知識あってもできない人が大半である。繰り返し反復して自分のものにしていくことが大事。また専門職として自己

覚知できるように。よき専門職の上司が常に助言やサポートできる環境をつくる 

〇３１年度 虐待防止 PT実施計画について 

  a.虐待防止チェック表の実施を検討 

  b.ストレスマネジメント（地域産業保健センター申し込み済み） 

  c.対応の仕方レベルアップ（１：１対応でジレンマ）責任感によるところ大きいためトレーニング（日頃の支援にて積み上げていく 

d.県）権利擁護センター活用（研修）みどり市虐待防止センター活用 

e.新人・実習生への指導マニュアルの作成（ベテラン・専門資格保持者にて作成）※それを用いて指導できるリーダーづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料：チハヤ会～スマイル＆ハッピー研究会 

平成 30 年度は地域清掃、9 区公民館清

掃ボランティア・鹿田山ボランティアを行いまし

た。町の住民として、出来ることからコツコツと！

「ありがとねー!」「助かるわ―」なんて声を掛けて

もらいパワー全開です。 

手足の不自由な子供たちへの運動に 30 年

度も協力しました。「大人として当たり前ですよ

ね」地域みんなが幸せに！ 

「我が事」「丸ごと」地域共生社会の実現のために！ 
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○慈愛寮 「Ａさんの不適切行動について～」 ～最優秀賞☆☆☆ 

○慈育寮 「Ｈさんの日中活動について」～優秀賞☆☆ 

○慈恵寮 「現在取り組んでいるMAX について」～奨励賞☆ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

①      支援においての悩みごと（人間関係も含め）相談。（アンケート等も活用）。 

 

           ほのぼのサークル 

テーマ 

サークル名 メンバー 

専門職としてのスキルアップ／支援の質向上／職員同士の人間関係の向上を目指す。 

 

テーマ 

Ｃｏｍｅ ｕｐ ｓｍｉ                 福本 石井 大橋 村山 吉田 千吉良 サークル名 メンバー 

外出困難ケース／男女コミュニケーションなどをテーマにお出かけ企画 

           Ｓmile days             高田 川島 藤尾 小河原 高草木 

テーマ 

サークル名 メンバー 

     虐待防止を基本テーマとして活動します（グレーゾーンを考える） テーマ 

             Trust                   ：狩野 林 藤尾 小川 小松 伏島 

 

               大谷、小河原 

サークル名 メンバー 

  最 優 秀 賞  サークル名 Ｃｏｍｅ ｕｐ ｓｍｉ 

優 秀 賞      サークル名 ミールプレート 

奨 励 賞      サークル名 Ｓmile days 

■サークル活動内容 

川島、中村、大谷、吉田、石井、彦坂 
 

スタッフのみなさんは、メンバーさんの暮らしの「質」向上のために様々な活動をおこなっていた

だいております。令和元年度も素晴らしいアイデアでスマイル＆ハッピーな暮らしを！ 

■各寮研究テーマ（チハヤ研究フォーラム２０１８） 

 誰でも簡単かつ間違えずに配膳が出来るように食札を作成する（効率アップ） 

 

テーマ 

            ミールプレート                  ：阿部・大島・岩崎・島・近藤・柳川 サークル名 メンバー 

❤ ２０１９年 ３月 １９日「チハヤ研究フォーラム２０１８」開催 ❤ 



28 

 

 

 

 

 

     ing・・・・・・・・・ 

 

 

 

社会福祉法人 チハヤ会本部（障害者支援施設 はーとふるチハヤ） 

〒３７９－２３１３ みどり市笠懸町鹿３６０９ 

TEL（０２７７）７６－２３３５  FAX（０２７７）７６－９４２３ 

E-mail：chihaya@asc.ne.jp     URL http：//www.chihaya.asc.ne.jp 
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