
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０ 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（２０１９～２０２０） 

 

・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、はーとふるチハヤ創作品より選出） 
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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。 

❖ 2020年度 事業計画 

☆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（もっとも私らしい暮らし計画）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。 

☆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。 

☆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。 

☆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。 

☆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。 

☆セクション・ワーキンググループ（通称：WG）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。（ＩＣＴ導入・ＨＰリニューアル） 

☆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。 

☆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。 

☆「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。 

☆5 年先～10 年先のチハヤ会（チハヤスタイル構想）を実現するための人材育成（OJT／ＣＯＰ／e-ラーニン

グ等）は職場の全てのスタッフが機会をとらえて実施します。 

 

 

❖ 機 構 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人本部（理事長／理事会）評議員会 

統括管理者／事務長／事務 

施設長（統括兼務） 

次長（サービス管理責任者） 

支援部長（副サービス管理責任者） 

ＣＲＰ 

●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  

日中活動／日中一時 

入 所 支 援  

入所支援／短期入所 

健 康 管 理 

栄養管理／医療管理 

ＣＯＰ ※ＣＯＰ～チハヤおむすび

プロジェクトの略 

・リーダー各者参画しワークシ

ョップなどを開催します 
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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 

●互隣ネット行事の調整 

チハヤリフォームプロジェクト（ＣＲＰ）＆チハヤおむすびプロジェクト（ＣＯＰ） 

未来のチハヤ構想（チハヤスタイルの確立）～障がい福祉分野の価値創造・発信／人材育成 

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／マニュアル等検討する 

虐待防止委員会 Ｒ２年度より法人本部に設置し各事業所にマネージャーを配置する 

次長 サービス管理責任者 

 部長 副サービス管理責任者 

健 康 管 理  

●栄養管理 ●医療管理 

入 所 支 援 （短期・日中一時） 

●慈育寮●慈恵寮●慈愛寮 

日 中 支 援  

●生活介護（日中一時） 

共同生活援助（ＧＨ） わたぼうしホーム    サービス管理責任者 狩野康秀   管理者 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：藍原宜之 

相談支援事業所：はーと                相談支援専門員  藤生 誠    管理者：藍原宜之 

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：藍原宜之 
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❖ 各課・係り計画 

◆入所支援課（日中活動も含む） 

＜慈育寮＞キャッチフレーズ 「基本と発展」 
１ 目標（必ず達成を目指します） 

障害福祉の基本、業務の基本、はたらく基本を原点回帰しながら基本を大事にしていく。その上でこれらすべてを発展さ

せていく。現状維持はあり得ません。変化し進化していくチーム。メンバーさんにとって良いと思うことはすぐに実践し改善で

きるチーム。「１０の約束」中期計画にそったチーム運営をしていきます。 

２ 内容 

●慈育寮方針  

①慈育寮方針として「指針」を常に意識し行動します。 

②リーダーとして「指針」に沿った考え方で育成していきます。                  

③リーダーとして「行動規範」を守り手本になります。 

●具体的な課題 

④チーム運営ではチームケア、意思決定のルール、ミニカンファレンスの導入、担当制の廃止、会議の合理化を実践していきます。 

⑤メンバーさんのニーズ把握では個別支援計画い則った支援、気付く力、広い視野を持つことに力を入れていきます。 

⑥日中活動ではすべてをゼロベースで考え、アールブリュットの視点、地域貢献、スポーツサークルを加え実践していきます。 

⑦高齢化対策・リスクマネジメントではバリアフリー、介護予防の観点、ノーサンダル宣言を実践していきます。 

●人財育成の視点 

⑧専門職としての覚悟 福祉専門職から高度専門職へ働く意識を上げていく 

⑨市場価値の向上では慈育寮方針をベースに育成していく 

⑩チハヤの魅力発信では１人１人が広告塔となり発信していく 

これらを実現できるようチーム一丸となり楽しく取り組んでいくことをお約束します。 

＊詳細は別紙「令和２年度 中期計画 “１０の約束”参照 

 

＜慈恵寮＞キャッチフレーズ 「今は TRY！！！～常に考え、実行する～」  

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かつ安心できる日々を送れるよう考え、実行していく。 

②にこやかな微笑みといたわりの言葉で接し、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 

a.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）。 

b.季節感、本人に合った衣類を提供。 

c.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

トや事故報告を分析して会議などで話し合う）の徹底を図る。 

d.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。 

e.誕生日の外出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 

a.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。 

b.メンバーさんの人権を尊重し、不適切な支援や虐待ゼロに向けての支援を徹底。寮会議にて話し合い見直していく。 

c.ケアコラボを有効活用し職員間での報告連絡相談や情報共有を徹底し、一貫した支援に繋げる。 

③について 

a.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
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徹底する。(ケアコラボ有効活用) 

b.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。緊急搬送などの判断も

的確に出来るよう努める。 

c.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。 

※来年度担当制を廃止することを目標として今年度は準備期間とする。各スタッフがその意識を持って支援に取り組んで

いく。 

＜慈愛寮＞キャッチフレーズ「見つけよう、支援の笑（わ）！！」 

支援で躓いてしまってもチームで支え合い、メンバーさんが楽しむだけでなく、「メンバーさんに携われて良かった！」と支援

者から笑みがこぼれるように。そんな期待をこめた言葉です。 

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）  

○職員間連携を図ります。 

２ 内容 

a.安全面の配慮（メンバー間のトラブル及び怪我防止の配慮、入浴時の見守り、環境整備、インシデントから分析し

て会議などで話 し合う）の徹底を図る。 ・衛生面の配慮（爪切り、耳掃除、口腔衛生等） ・健康面の配慮

（様子観察、検温、排便チェック、水分補給、衣類調節）に努める。 ・栄養士や看護師、医療機関との連携を図

り、状況に応じた配慮や処置を行う。 

b.誕生日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。また誕生日者の写真を憩に飾り付けできるよう

模索する。 ・季節行事（納涼祭、ハロウィン、芋煮会、クリスマス会等）を大切にし季節感を味わってもらえるよう取 

c.会議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。 ・ケアコラボを活用し、職員同士

の報告・連絡・相談を行う。 ・１人で抱え込まずに相談できる場の提供、積極的なコミュニケーションを取っていく。 

◆健康管理課 

＜医療管理係り＞ キャッチフレーズ 「Ｉ・Ｌｏｖｅ看護は続くよ、どこまでも」 

１ 目標（必ず達成を目指します） 

○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 

a.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 

b.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） 

c.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} 

d.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 

e.問題提起など速やかにきめ細やかな対応を行います。 

f.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） コロナウイルス感染予防 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」 口腔衛生健診 ３月 「春に向かって身体を動かそう」 

＜栄養管理係り＞ キャッチフレーズ  「～Don’t be afraid to change～変化を恐れるな」 

１ 目標（必ず達成を目指します） 

 ○新しい風を受け入れる時 新しい衛生方法も取り入れ、より安全で美味しい食事を提供する 

２ 内容 
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a.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 

b.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  

c.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   

d.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  

e.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  

f.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 

g.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 「誰かのために熱くなれ！！  未来を見据えた行動力 VOL.2」 

１ 目標（必ず達成を目指します） 

○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）  

○チハヤスタイル、ＣＯＰのイメージと具現化を始めていく。  

○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 

a.「チハヤスタイル」 日本財団への申請へ向けてアイデア提案 、ＣＯＰチハヤおむすびプロジェクトのアイデア創出と実

践 ・ＩＣＴの進化、ｅ－ラーニング 

b.法人連携（いちの倉、咲福祉会等） 

c.若手、新人育成  

d.実習受入れ、アルバイト、採用 

【研修】 施設内研修について令和２年度ではコロナウィルスの影響で外部研修や訪問、出張が制限される中チハヤ内

でｅ－ラーニングをベースに研修体制を構築。 職員会議・意見交換の時間では若手・新人職員の育成を主眼に、

自主性を促しテーマや探求内容を決め主催してもらう。 チハヤスタイルの構築に向けて全職員で熱くアイデアを出し合

い創り上げていく。ＣＯＰの根幹である外部の様々な機関との繋がりもしばらくは動き出せないた め、若手育成も踏

まえチハヤ内での意見交換・研修として担当してもらい説明力、発信力を付けていく。 さらにターゲットとする機関にニ

ーズ調査やアンケートも実施したい。コロナウィルスの収束や外部との交流が可能となり次第ＣＯＰは本格的に始動。 

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】 実習担当職員は高田 S、福本Ｓが担当。人財確保・啓発の観点からも顔の見える関係づくりは継続。交

流が可能となり次第始動。 

 行事（プログラム）  行事（プログラム） 

４月 春のミニイベント→中止 ・ 誕生会 10月 十五夜 ・ 十三夜 ・ 誕生会 

５月 子供の日（おやつ）チハヤ祭→中止（代わりに誕生会） 11月 誕生会 

６月 誕生会 12月 クリスマス会 ・ 餅つき？ ・ 大晦 

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 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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４月 研 WG 会議（４/１実施済み） 10月 研ＷＧ会議 

５月 研究フォーラム テーマ決定 11月 意見交換・若手育成プログラム 

６月 地域交流会  意見交換・若手育成プログラム 12月 意見交換・若手育成プログラム 

７月 意見交換・若手育成プログラム １月 意見交換・若手育成プログラム 

８月 意見交換・若手育成プログラム ２月 意見交換・若手育成プログラム 

９月 意見交換・若手育成プログラム ３月 チハヤ研究フォーラム２０２０ 

 

◆活ＷＧ キャッチフレーズ 「限界を決めず、その先へ」 

１ 目標（必ず達成を目指します） 

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。  

◇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）各行事でのボランティアの有無判断（研ＷＧ、事務と連携） 

◇苦情解決・虐待防止システム機能化・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  

◇メンバーの会の活躍サポート・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  

◇地域生活移行の視点から幅広い取り組みを実施する 

２ 内容 

○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）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を行う。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

活用し検討していく。 ・相談支援事業所「はーと」や地域の他相談事業所との連携を行い相談支援技術の向上を目

指す。 ・サビ管・相談員の定期相談の他に、定期相談支援ＷＧメンバーが月一回、交代で定期相談支援の機会を

設け、聞き取り相談体制の充実を図る。  

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。 ・不適切な対応などのケースを収集して、寮会議や支援会議で検討できるように仕組みを検討し、機能させてい

く。 ・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 ・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していく。 ・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（発信に向けてフレンドリング便りの作成）  

〇個別外出 ・メンバーさんの意見に基づき個別外出を検討、実行。 ・感染症などのリスクを考慮し、計画していく。（状

況をみながら判断）  

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） 

○ボランティア（地域住民巻き込み） ・近隣ボランティア 近隣の行事・施設の行事等での相互のボランティア活動により、

近隣住民との結びつきを強くし、開かれた施設として地域の中で共 生していく。  

４月 活WG 会議 10月 活WG 会議、日帰りバス旅行 

５月 フレンドリング作成・発送 11月 フレンドリング作成・発送、地域生活移行啓発活動、ゑびす講 

６月 七夕飾付け 12月 クリスマス 

７月 フレンドリング作成・発送、花火大会 １月 喫茶室 

８月 喫茶室 ２月 フレンドリング作成・発送 

９月  ３月 年度末カラオケ大会 

※通年 メンバーの会ミーティング、相談支援、苦情解決ミーティング etc. 

◆防ＷＧ キャッチフレーズ 「みんなで作ろう 安心できるチハヤを！」  

１ 目標（必ず達成を目指します） 
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○メンバーさん、スタッフの防災意識を高め、有事の時にも対応できるよう、訓練や講習会の機会を設ける。また災害時の準備、備蓄など行う。 

○スタッフが働きやすい職場を目指す。 

○美化営繕に努め、メンバーさんが過ごしやすい場所にする。 

２ 内容 

a.避難訓練や防災訓練、不審者対応訓練の実施及び説明会。 

b.救急法・ＡＥＤの使用方法の講習及び模擬訓練の実施（動画なども活用） 

c.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。 

d.様々な場面でのマニュアルを作成。 

e.ＳＮＳなどを活用した連絡手段の構築。 

f.インシデントレポート、事故報告の把握。 

g.各スタッフに防災、防犯機器（ＡＬＳＯＫなど）の使用法の周知。 

h.スタッフへのストレスマネージメントの実施。（地域産業保健センターの活用） 

i.月 1回の各安全点検場所の確認。  

j.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。（ケアコラボに載せる） 

 ※講習などは出張だけではなく動画も活用 

4月  10月 総合防災訓練（通報・避難・消火訓練等） 

5月  11月 救急法講習会 

6月 新人を中心とした防犯機器などの使用説明・災害時用 USB 情報更新 12月  

7月 救急法講習 1月  

8月  2月 日中の火災を想定した避難訓練 

9月 避難訓練 3月 不審者対応訓練 

 

◆親睦会担当 キャッチフレーズ「親睦会！笑顔が広がる親睦の魔法」 
１ 目標（必ず達成を目指します） 

 チハヤ会スタッフが、お互いを尊重して働ける風通しの良い職場環境を築けることを目指す。円やかでリラックスしな

がら「参加して良かった！」と思ってくれるように努めたい。 

２ 内容 

①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＆パステル職員との交流を深める） 

②互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） 

・大会前には練習の機会を設けたり、スタッフ間のコミュニケーションを深め大会に参加して頂けるように努力する。 

※新型コロナウイルス感染症の状況により互隣施設での開催が出来ない場合には時期を見計らいチハヤ会のみ

でボウリング大会等の実施を検討する。 

③春季、夏季、冬季の懇親会・歓送迎会の準備・進行（景品・レク等）景品については会員全員に準備する。

※新型コロナウイルス感染症の状況により懇親会が実施できない場合には親睦会費にてジャンパーなどの注文 

を検討する。 

④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。 

⑤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 互隣施設フットベースボール大会  

５月  11月  

６月 歓迎会＆懇親会  12月 冬季懇親会 

７月 互隣施設ボウリング大会 １月  

８月 夏季懇親会 ２月  

９月  ３月 食事会 

※新型コロナウイルス感染症の状況により延期・中止あり（互隣関係は法人間で検討します） 
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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】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 

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。 

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。 

リスクマネジメント 
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○2020年度の実践について 
 ◇令和 11月に不適切な事案を援護地に通報 1件（虐待認定受ける）R2.3.19県指導（管理者・サビ） 

a.法人全事業所連携強化のために中央に虐待防止委員会を設置／各事業所に虐待防止マネージャー配置 

b.新書式虐待防止チェック表にて全事業所スタッフに定期自己点検（管理者は管理者用にて行う） 

c.グレーゾーン等についてみどり市虐待防止センターへ相談する（連携強化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「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。 

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 

◎２０２０ 虐待防止委員会 

はーとふるチハヤ 

虐待防止マネージャー：松村 

        サブ：千吉良 

虐待防止マネージャーの役割 

・各職員のチェックリストの実施 

・倫理綱領等の浸透、研修の実施 

・ヒヤリハット分析等 

チアフル＆パステル 

虐待防止マネージャー：藍原 

           サブ：加藤 

虐待防止マネージャーの役割 

・各職員のチェックリストの実施 

・倫理綱領等の浸透、研修の実施 

・ヒヤリハット分析等 

わたぼうしホーム 

虐待防止マネージャー：狩野 

           サブ：石戸淳 

虐待防止マネージャーの役割 

・各職員のチェックリストの実施 

・倫理綱領等の浸透、研修の実施 

・ヒヤリハット分析等 

虐待防止委員会 

委員長：石戸 

委員：虐待防止マネージャー（松村・藍原・狩野） 

   千吉良・加藤・石戸淳 

事務・看護師・利用者（家族の代表者） 

第三者委員会等 

役割 

・研修計画の策定 

・職員のストレスマネジメン

ト・苦情解決 

・チェックリスト集計・分析

と防止の取り組み検討 

・事故対応の総括 

・他事業所との連携等 

緊急な対応が必要な

場合は委員長とマネ

ージャー３名（サブ

でもよい）が素早く

集まり検討すること

とする 

職員 職員 職員 職員 職員 職員 職員 職員 職員 
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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」 

多機能型センター「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 稲垣 栄男 

 

            ●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 
2019～2020 
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❖ 利用者の状況（２０２０／３／３１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
16

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 

１０ 

６ 

７ １６ 

１６ 

８ 

２４ 

２ 

１ 

３ 

３３ 

１８ 

５１ 

４７．９ 
 

30 歳～ 40 歳～ 50 歳～ 合計 平均 

４８．８ 

４８．２ 
 

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 
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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 

＜慈恵寮：目標＞ 

○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 

  ９０ %達成 

・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、会議などで話し合う）の徹底を

男性 

女性 

合計 

性別 成人 

１３ 
 

児童 合計 

３ 

１６ 

０ １３ 

０ ３ 

０ １６ 

男性 

女性 

合計 

性別 成人 

１６ 

児童 合計 

７ 

２３ 

２ １８ 

０ ７ 

２ ２５ 

月 利用者数 延べ回数 

４月 ２１ 

５月 

８月 

合計 

６月 

11 月 

９月 

12 月 

10 月 

７月 

６３ 

月２０ 

月１６ 

月１５ 

 月１７ 

月１５ 

月１５ 

1 月 

２月 

３月 

月２０ 

月１９ 

月１８ 

月１７ 

月１１３ 

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 

３０ 

月７ 月３０ 

月９ 月２９ 

月１１ 

 月１０ 

月１１ 

月１０ 

1 月 

２月 

３月 

月６ 

月７ 

月７ 

月７ 

月２ 

月５４ 

月４０ 

月６０ 

月３５ 

月２３ 

月２７ 

月２９ 

月２７ 

月４１２ 

月９６ 月３８９ 

延べ日数 

月 21.00 

月 23.25 

月 19.75 

月 23.75 

月 23.50 

月 23.00 
55 

月 23.25 

月 21.75 

月 23.75 

月 21.50 

月 23.50 

月 11.25 
 

00 ２０６ 月 581.75 
 

６６ 

５８ 

７２ 

６２ 

６２ 

６２ 

６６ 

６８ 

７１ 

６６ 

３５ 

７５１ 
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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。 

・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努めた。 

・各スタッフが積極的に掃除を行うことを意識づけた結果、清潔感のある環境となっている。  

・入浴時の入浴剤の使用。 

○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。不適切と思われる支援など寮会議で話し合い、よりよい支援が行えるよう確認した。 

・職員間での報告連絡相談を徹底し、統一した支援に繋げる。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。ケアコラボにて情報共有を行った。情報共有、統一した支援は形としては出来つつあるが結果としてまだまだ不

十分なケースがある。 

○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。 

  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。変化を常に見極め早急な(通

院など含め)を徹底したが、体調面で緊急搬送を行うかの判断が難しく、大きな課題になっている。 

・乾燥肌のメンバーさんには居室に加湿器を設置。／体調変化、ケガや傷などケアコラボにて情報共有している。 

○特記 

・阿多さんの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。拘束時間の短縮を適時行い現在は５時間の拘束となっている。 

・曲澤さんの支援についてより良い環境を提供。居室を個室に変更した。 
＜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）。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。朝の洗面時については 2 月より 2 人体制にしてリスク面を配

慮している。 

・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ど。 

・創作活動で月ごとに作るものを決めて（夏祭り、ハロウィン、クリスマス、節分、ひな祭り）の物を作り、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、分析）、居室変更についても行っている。 

○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。 

  ６０ %達成 

・にこやかな微笑といたわりの言葉を忘れず、メンバーの人権を尊重し、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。必要な議題の提示及び今後の方針を検討した。 

・寮での行事を増やし、夏祭り、ハロウィン、クリスマス会を行った。又中庭を利用しテント購入。夏場プールを行った。 

・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（桐生ボート）、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） 

・内藤さんのわたぼうしホームへの宿泊体験と赤城の家の就労体験。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。自分の希望を言って頂き、誓約書を書いてもらった。 

・10月より入所となった加藤圭一さんの受け入れについての個別会議を事前に行い準備した。 

・有期限でのぞみの園に入所している半田さんの会議に定期的に参加。半田さんの状況を確認した。 

○内容の修正 

・入浴については 12月より 13：30～実施。入浴時の職員数を増やしリスク面を強化。衛生については入浴日に実施。 

・入浴時間変更に伴い、金曜午後のウォーキングを、第１、３の午前に変更しドライブで公園等に行きウォーキングを実施。 
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○特記 

・10 月より加藤圭一さんが入所となり 5 ヶ月が経過。作業班での仕事を頑張っている。個室から 2 人部屋に移動し、食

事についても 2 月より食堂で食事を摂っている。特定のメンバーさんの声に反応する事もあるがチハヤでの生活に慣れて

きている。 

・寮の申し送りは職員室のボードを活用していたが、ケアコラボでの寮の申し送り及び伝達事項を各自密に活用で出来れ

ばよかった。 

＜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。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）や口腔ケアに力を入れて支援を行なった。 

・怪我防止に対する配慮について入浴や食事への誘導時に怪我をしてしまうことはなかった。メンバー間のトラブルについて

は、すぐに対応できた場面もあったが、職員不在時の職員間連絡不足により他害行為による発見が遅くなってしまった

場面もあり、トラブルへの配慮は不十分であった。 

・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。 

・担当任せではなく職員全員で取り組むように努めた。（会議では困りごと悩み事を聞き、各職員からの助言、声掛け対

応、情報収集、個別支援の話し合いに参加する等。） 

○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 

・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簡単なお菓子作り（パフェやベビーカステラ等）を行いメンバーも職員も一緒に楽しめる

内容を実施した。・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。にこりほっとを取り入れるこ

とにより、会議後 はピリピリした雰囲気ではなく、和やかな雰囲気で終わるように努めた。また、にこりほっとを活用してメ

ンバーさん支援の工夫ができた。・後期は憩で食事会や寮でのクリスマス会実施もあり企画を責任者に押し付けずに職

員間で検討しながら取り組めたことで、職員間連携の向上や活動の幅が広がったと感じた。 

○特記：7 月に新任職員が入職したことにより、各職員が徐々にではあるが気持ちに余裕が持てるようになった。後期は

日中にチーフ、サブの不在時に困惑させる場面が多々見られていたが、資料提供やケアコラボを活用し各自がしっかりと

報告を行ったことで、前期に比べ情報共有や職員間連携が向上したと感じた。今後も伝達不足で各職員が不安にな

らないようケアコラボを活用し取り組んでいく。 

◆日中支援課 

＜かやのきグループ：年間目標＞ 

○個別支援計画に基づいて、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。 

  70% 達成 

【作業班】 

・主に清掃センターへのゴミ搬入、精米、Ｍａｘに代わり今年度より本格的に農作業に取り組んだ。チハヤファームと名づ

け取り組んでいる。農作業はジャガイモ植え、落花生、とうもろこし、大根、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、ナイスハート、ゆうあいフェスティバル出展、銀賞を取った。見学に行き

自分たちの作った作品の展示を見た。あすなろ祭の作品は作成していたがあすなろ祭が中止になり出展できず。・アロマ

ワックスバー、ハーバリウム、陶芸作品は健康福祉祭り、にっこにこカフェで販売している。 

【手工芸班】 

・紙ちぎり、貼り絵、プレゼントボックスなどの製作をした。・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。 
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・月に２回（第１・３金曜日）に創作活動で月ごとに作成するものを決めていたが、１２月より第１、３のヨガの参加

者以外で創作活動を行った。・体力維持のためのウォーキングは週に１度を行っていたが、１２月より第１、３金曜に

変更となった。・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。１月より作業班、ゆとり班で月１回の買い物に変更。・グループ会議で日中活

動の確認や見直しをした。・７月、１１月に社会見学を実施。１１月についてはゆとり班、作業班と分けて社会見学

実施。・落花生はピーナツバターの試作を作っている。収穫したさつま芋は庭で焚火をし、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。 

○内容の修正：作業班、１０月より内藤さん、阿久沢さんがトラブルある為、車の乗車を分けている。手工芸班は慈愛

寮憩で行っている。 

○特記：創作活動の内容を月ごとに決めて行っていたが、１２月より慈育寮の金曜日の日課が変更になり、女子と一

緒に創作が出来なかった。 

＜かたくりグループ：年間目標＞ 

○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。 

 ８５% 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。・衛生面を考慮し口腔衛

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。・スヌーズレン環境を整備。２１０室、１０９室を利用し視覚、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。・訪問歯科、マッサージは継続して実施されている。・ペットボトルリサイク

ルは７２９６ポイント貯まった。（慈愛寮）・牛乳パックは、今年度は行わなかった。(慈愛寮)・エージレスを月に２回実施。

(慈愛寮)・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）・新たに音楽活動を行っている。(慈愛寮)・毎日の

入浴を継続して実施している。(慈恵寮)・ホチキス針詰め作業に関しては高橋政、遠藤、渡辺の３名が行っているが、参加

状況で完成品の出来が大きく左右されている。・誕生日もしくはその付近での外出や個別外出を行った。(慈恵寮)・昼食やお

やつ時にわたぼうしホームを利用した。(慈恵寮) 

○内容の修正：強度行動障害のある特定配慮者の夜間時身体拘束、継続中。 

○特記 

・慈愛寮は大型の運転が出来ないのでドライブになかなか行くことが出来なかった。・強度行動障害のある方の午後の日中活動

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。・特定配慮

者の日中活動も他のメンバーと同様に提供出来ている。・男女のメンバーさんが一緒に活動する事が少なかった。 

◆ 健康管理課 

＜栄養管理係り：年間目標／実施状況＞ 

○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

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 

→肉屋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してもらい肉 1枚 1枚はがして中まで

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 →令和２年３月現在までは胃腸炎・ノロウィルス患

者はでていない。令和元年 2 月前半インフルエンザ時はメンバーさんの配膳手伝いはなし・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 
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  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） 

○メンバーさん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＞ 

●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。 

a.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} 

  ８０％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。 

b.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。 

c.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} 

  ８０％達成 ：体調不良時など素早く医療機関に連絡し、薬や診察など必要な指示で連携できました。  

d.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ＷＧの協力を得て｝ 

  ７５％達成 ：適格な動きで対応できました 

e.問題提起など速やかにきめ細やかな対応を行います。 

  ８０％達成 ：栄養ケア計画会議 、支援会議で必要な事項は対応できた。 

 

❖セクション・ＷＧ 

◆活ＷＧ（イベント） 

□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 

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

・各行事の実施許可願い・実施要綱・実施報告書を作成した。 

・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

を設定した。 

・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ことができた 

（チハヤ祭では 4名の学生にボランティアを要請し来て頂いた。） 

・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メンバーの会と連携し企画した。 

・活ＷＧ職員の中で積極的に動いてくれた職員とそうでない職員の差が出てしまった。 

・活ＷＧの中でもイベント、メンバーの会と分けずに行った方が円滑に進むのではないかと感じた。 

○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。 

  ７０%達成 
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・七夕についてはメンバー、スタッフに願い事を短冊に書いてもらい雰囲気を演出した。・クリスマス時期は玄関等にモールや

ツリーを置いてクリスマス感を演出した。・施設内は異食してしまうメンバーさんもいるので飾付けはせず。 

○内容の修正：クリスマス会は各寮で実施した。・年度末カラオケ大会はコロナウイルスの影響で規模を縮小して実施予定。 

○特記：チハヤ祭でメンバーの会合唱時、ずっと立っていることが困難なメンバーさんの為に椅子を準備した。（好評）・

バス旅行は 3班に分けた。良い部分、改善点あり。次年度に繋げたい。・選択行事はメンバーさんの希望する場所に行

けるよう配慮した。（メンバーの会と連携）・コロナウイルスの影響で行けなくなってしまったメンバーさんが複数いるので、

次年度は優先的に参加出来るように進めたい。 

＜施設行事・日中活動行事・その他行事＞ 

行事名イベント・お出かけ内容 日にち 参加人数 備考 

外泊しない方の食事会（慈愛） 5／2 ９名 はなぜん 

外泊しない方の食事会（慈育） 5／2 12名 はなぜん 

故郷で思い出に浸り、ラーメンを食べよう 5／5 ２名 邑楽 

メンバーの会喫茶（ロールケーキ） 5／7 70名 外泊からの帰寮に合わせ 

チハヤ祭 5／18 270名 はーとふるチハヤ庭 

美味しいデザートを食べる旅（個別） 5／30 ３名 太田イオン 

鹿田山クリーン大作戦（ボラ） 6／1 3名 草刈りゴミ拾い 

サッカー観戦（ザスパクサツ群馬 ＶＳ ガイナーレ鳥取 ） 6／9 8名 悪天候で中止（スマークで食事） 

個別外出第一弾。セ・パ交流戦を楽しもう。 6／11 7名 西武ドーム 

外食(夕食を食べに行こう) 6／19 4名 いっちょう 

八王子農園ＢＢＱ） 6／25 11名 八王子農園 

慈恵寮お菓子パーティーイベント 7／2 53名 チハヤ内 

小旅行慈育寮（旬の味覚を味わおう） 7／4 22名 原田農園 

地域巡りで地域貢献（鹿田山クリー） 7／6 3名 鹿田山／つばさ祭り 

小旅行慈愛寮１班（美術鑑賞をしてリフレッシュしよう） 7／9 8名 群馬ガラス工芸美術館到着 

群馬ダイヤモンドペガサス招待 野球観戦 7／13 6名 桐生球場（大間々マックで昼食） 

ボランティア（渡良瀬養護学校納涼祭） 7／20 ３名 ジュース売り子 

小旅行慈愛寮２班（八王子農園ＢＢＱ） 7／25 16名 八王子農園 

９区納涼祭 7／27 5名 9区公民館 

お楽しみクラブ（大間々祇園祭） 8／1 5名  

お楽しみクラブ（桐生八木節祭り） 8／3 5名 お祭り後いっちょう 

慈愛寮：外泊しない方の食事会 8／11 11名 いっちょう 

慈愛寮：外泊しない方（弁当班） 8／11 6名 フライングＧ（ハンバーグ弁当） 

慈育寮：外泊しない方の食事会 8／11 14名 麦の花 

県）障害者スポーツ大会 2019 ボウリング競技 8／17 4名 高崎パークレーン 

美味しいデザートを食べる旅 8／26 3名 にっこにっこクラブ 

演歌コンサート「細川たかし＆長山洋子」 8／29 6名 桐生市市民文化会館／いっちょう 

慈育寮納涼祭（暑さを吹き飛ばし夏思い出を作ろう） 9／３ 23名 カキ氷・焼きまんじゅう等 

福祉パレード、啓発活動お疲れ様食事会 9／10 6名 すずき（カレー） 

楽しくナイスハートフェア見学をしよう！ 9／12 12名 県庁北側ホール 

海の生き物と触れ合おう 9／19 7名 那珂湊、アクアワールド茨城県大洗水族館 

大好きなご家族と外食 9／20 2名 ご実家 

日帰りバス旅行 １班  9／24 15名 八王子農園 

令和最初の誕生日を盛大に迎えよう（個別） 9／25 2名 はやぶさ食堂（昼食）日光駅周辺(散策など) 

日帰りバス旅行２班 10／3 29名 みなかみ聚楽 

鹿田山クリーン大作戦（ボラ） 10／5 4名 草刈り等 

県障害者スポーツ大会 2019フライングディスク競技 10／6 3名 ふれあいスポーツプラザ 

日帰りバス旅行３班（家族） 10／13 59名 みなかみ聚楽 

誕生日おめでとう外食 10／21 2名 スマークバケット 

サッカー観戦（ザスパクサツ群馬 ＶＳ カターレ富山 ） 10／27 7名 正田醤油スタジアム群馬 

気分転換に外食に出掛けよう 10／28 2名 いっちょう 

誕生日を盛大に迎えよう（個別） 11／1 2名 松本楼（温泉） 

作業班：小旅行さあ！楽しく秋の紅葉を楽しもう！ 11／12 13名 伊香保グリーン牧場・小野上温泉 

選択行事ディズニーランド（夢の国を満喫しよう！） 11／14 9名 東京ディズニーランド 
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ゆとり班社小旅行（素敵な作品できるかな） 11／21 13名 月夜野びーどろパーク  

ＳＧチャレンジカップ観戦（招待） 11／23 5名 桐生ボートレース場 

誕生日祝いの外食（デート） 12／5 4名 ココス・スマーク（デザート） 

お楽しみクラブ（夜景・イルミネーション鑑賞） 12／10 12名 太田市北部運動公園 

9区グラウンドゴルフ大会 12／15 5名  

慈育寮 クリスマス会 12／17 24名 施設内 

慈愛寮クリスマス会 12／19 24名 施設内 

慈育寮：外泊しない方の食事会 12／28 15名 はなぜん 

慈愛寮：外泊しない方の食事会   12／28 16名 洋食屋さんのデミバーグ 

☆令和 2年 2月～3月まで感染症（新型コロナウイルス等）防止のため自粛となりイベント中止となる 

◆活ＷＧ（相談支援） 

□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。 

a.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）  

  ８０% 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もありなかなかとる事が出来なかった。 

②苦情解決・虐待防止システム機能化 

  ９０％ 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、

施設で虐待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しっかりと伝え

た。・外部から講師の方を招いて、メンバーさんと一緒に虐待に関する勉強会を実施した。来年度も実施出来たら良い

と考えている。 

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。・今年度はイベントＷＧと協力をして個

別外出という形をとった。様々な場所の計画、実施しメンバーさん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。(５・８・１月) ・フレンドリング便りを（５・７・９・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。（３月） 

① 地域生活移行の視点から幅広い取り組みを実施する。 

  ３０% 達成 

・事業所見学の企画を計画するのが遅くなり、流行の病気などと重なり実施する事が出来なかった。来年度は行えるように

早めに計画をしていきたい。 

苦情受付内容 対応・改善（過程等） 

●Ａさんのご家族より  ５月１８日に 

a.ウエスト、丈があっていないズボンを履いており、歩いていて

落ちてきてしまう。 

b.しっかりとサイズの合った服を購入して欲しい。とケアの内容

に対してお受けしました。 

〇謝罪をし、早急にズボンの交換を行いました。今後

は本人に合った服を提供できるように努めることを説

明しました。 

〇後日、寮のチーフにこういった要望があったことをお伝

えしました。 

●Ｂさんのご家族より  ７月１８日に 

a.ご本人の入院先が精神病院（内科あり）で初めての場

所ということもあり、心配が高まり、いてもたってもいられない、

不安を解消したい。 

b.一人で寂しいのではないか、遊具の持ち込みを検討して欲

しい。とご本人様を心配されての内容のお電話をお受けしま

〇１３：３０に施設長と看護師でご本人様と面会

し、お母様の寂しい気持ちや不安な気持ちに寄り添

い、現状の状況をお伝えしました。 

〇精神病院へ初めての入院ということもあり、お母様の

不安の払しょくを考え、看護師と一緒に面会しました。 
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した。 

●Ｃさんのご家族様より  １月３日に 

a.外泊日に来ていた下着が薄く夏用だったので、もう少し厚

手の物を着せて欲しかった。 

b.持参した冬用の下着を着せて欲しい。 

c.本人は暑い寒いが中々言えないので気にして見てほしい。

とケアの内容について指摘を受けました。 

〇謝罪し、持参した物を着用して頂くように配慮する

事をお伝えしました。 

〇後日、担当職員にお話ししました。 

 

●メンバーさんより（ＤさんとＥさん） １月２６日に 

a.まだ寝ていたいが、特定の男性職員に朝方３時に起こされ

てしまう。 

b.起床は自分で出来るので声掛けは大丈夫。６：３０過

ぎに確認程度でお願いしたい。と支援内容についてお受けし

ました。 

〇お二人には謝罪し、今後このようなことがないように

改めていくことを伝えました。 

〇部長へ報告し、モニターチェックの指示を受け、確認

しております。 

〇夜勤マニュアルについてもその時間に起床支援を開

始することになっておらず、５時以降に行うことを基本

としております、そのため、特定の男性職員に対して

注意、指導を行いました。 

●メンバーさんより（Ｆさん） ２月６日に 

a.特定の男性職員とドライブに行くが、途中で近くのお店に駐

車し、「他メンバーさんの買い物をする。」ということで同乗のメ

ンバーさんと一緒にエンジンがかかった状態で１０分ほど車

内で待たされた。 

b.今後、このようなことはしてほしくない。車内で待たされたくな

い。決まっているのだからドライブをしてほしい。と支援および

関わりについてお受けしました。 

○謝罪し、今後このようなことがないように努めていくこ

とをお伝えしました。 

○車内に残された両名が車から降りて事故に遭うケー

ス、車を運転して事故を起こすケース、何者かが両名

を連れて車を乗り出すケース、体調不良になるケー

ス、不穏な状態になり無断外出や投石等様々なケ

ースが考えられる中で取った行動に対して、特定の男

性職員には厳重に注意、指導を行い、単独で車使

用での施設外支援を自粛してもらいました。 

◆研ＷＧ 

□年間計画／取り組み状況 

a.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） 

  ９５%達成 

今年度、職員会議内研修実績  

５月 福本「高齢化に伴う介護技術について 導入編」    ６月 高田「ケアコラボについて」   

７月 千吉良「人材獲得・定着の為に私たちが出来ること」  ８月 福本「障害者の性について」 

９月 福本「ケアコラボ研修」２回               １１月 川島・福本「移乗・移動について」 

２月 川島「高齢化に伴う介護技術について 実習編」    ３月 福本「新プロジェクトのご提案について」 

b.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。 

  ９５%達成 

記録のスマホ化と高齢化対策に注力することを計画し、ＨＰリニューアルも加え精力的に取り組み実現出来た。各メン

バーを担当制とし主体性を持った取り組みが出来た。未来を考えること。意識改革を実践できた。 

☆チハヤ研究フォーラムを開催。寮発表では慈育寮が１位。各部門では事務が１位。 

  ９５%達成 

・実習からアルバイトへの繋がり、そこから採用までのプロセス構築（千吉良） 

・通常の実習受け入れに加え、人財獲得や障害福祉の啓発にむけてこちらからいかに出向き、チハヤを知ってもらうことを

目的とし学校訪問にも力を入れてきた。来年度には必ず効果が表れてくると確信する。 

c.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。 

○残された課題や次年度に向けての提案等：次年度は新プロジェクト ＣＯＰ「チハヤおむすびプロジェクト」の準備に入る。 

ｅラーニングを試用し有効であれば実現を目指す。 

○特記：③に人材獲得のための顔の見える関係づくりを追加した。 
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月 研修名 内容 人数 

4月 防ＷＧ（防災） 「避難訓練の流れの確認と見直しについて」万が一の災害に備える！ 17名 

5月 研ＷＧ（介護技術向上） 「高齢化に伴う介護技術について 導入編」  15名 

6月 
研ＷＧ：地域交流会 

地域交流会「アンガーマネジメントについて」 

講演 産業カウンセラー・アンガーマネジメントファシリテーター 関 利香 氏 
70名 

研ＷＧ（ＩＣＴ導入） 「ケアコラボについて」～スマホ記録システム 18名 

7月 研ＷＧ（チーム向上） 「人材獲得・定着の為に私たちが出来ること」  15名 

８月 研ＷＧ（専門知識） 「障害者の性について」 15名 

9月 
ケアコラボ導入研修１ ＰＣモニターにて遠隔操作で実体験 20名 

ケアコラボ導入研修２ ＰＣモニターにて遠隔操作で実体験 21名 

10月 HOSPEX2019 視察 ハイテク介護機器  福本・髙田・藤尾・川島 4名 

11月 介護技術の向上 「高齢化技術 移乗・移動について」：介護用品トマト 17名 

12月 活ＷＧ：虐待防止 最新の虐待防止情報 20名 

1月 管理：法蓮遵守 チハヤ会就業規則について（職業人としてのルール） 19名 

2月 研ＷＧ（介護技術向上） 「高齢化に伴う介護技術について 実習編」  17名 

3月 
研ＷＧ 「新プロジェクトのご提案について」 18名 

チハヤ研究フォーラム 2019 各寮より研究発表、サークルより活動報告 20名 

 

 

 

 

 

 

 

 

    【チハヤ研修フォーラム２０１９風景】                【虐待防止出前講座風景】 

 

◆セキュリティＷＧ 

□年間目標と取り組み状況 

①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。 

 ６０%達成 

・火災に対する避難訓練、総合防災訓練の実施。救急法、AED の講習会の実施。また不審者侵入に対する訓練を行

えた。不審者侵入に対するマニュアルを作成。慈育寮の火災報知器のダミーの取り付け、カバーの設置、またその扱い

方の説明を書面で周知。 

②スタッフのリスクに対する意識向上の強化。 

 ７０%達成 

・今まで紙面での提出だったインシデントレポートがケアコラボの導入により、写真なども添えてたくさん挙げられるようになり、

スタッフ全体に周知されやすくなった。 

③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。 

 ４０%達成 

・地域産業保健センターから保健士さんを依頼し「心と体の健康相談」の実施。 

④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。 

 ５０%達成 

・月に一度の安全点検、修繕か所の発見、対応。 

○内容の修正・特記 

ミーティングの機会を増やしていきたい。 

色々な場面での訓練やマニュアル作りをする必要あり。 
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月 実 施 名 内  容 

５月 心と体の健康相談 地域保健センター（保健師） 

７月 ＡＥＤ講習・事故模擬訓練 応急手当とＡＥＤ使用 

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

2月 防犯訓練（不審者への対応） 桐生警察協力：シュミレーション訓練・講義 

通年 インシデント（ヒヤリ・はっと報告）・事故報告～ケアコラボによる周知・情報共有 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆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 

チハヤ会のスタッフが、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。 

  ８０%達成 

a.互隣ネットワーク ボーリング大会～個人１位がチハヤ会でした。各レーン他の施設との混合チームで行いました。会話

する時間、交流する時間をゆっくりとる事が出来、充実した時間を過ごせました。 

b.互隣ネットワーク フットベースボール大会～他の施設との混合チームで行いました。和気あいあいと楽しく行い途中モグモ

グタイムがありお菓子を食べながら他の施設と交流し充実した時間を過ごしています。 

c.年末の親睦会では庄屋久兵にて実施～ゲームと景品に事務長等に協力して頂き趣向を凝らしてみました。じゃんけん

ゲームは少しわかりずらかったようですが皆さま思い思い楽しんで頂いたと思います。 

d.年度末の親睦会はコロナウイルス感染防止の為中止となりました～今年は、途中幹事一人不在でしたが、皆さまのお

かげで一年終わる事が出来ました。来年度はコロナもおさまるといいですが、先の事は分かりませんが、来年度の幹事に

お願いしたいと思います。 

e.職員の参加、不参加の偏りが出てしまい残念でした。 

 

◆虐待防止プロジェクトチーム 

□年間目標と取り組み状況  スローガン：「虐待はしない！させない！見過ごさない！」 

研修等ではアンガーマネジメントの内容で実施、セクション等でも専門職として多くの学びは企画できたが、不適切な対

応というものは存在した。素早い通報を行いメンバーさんの権利擁護を最優先できたことやチーム全体で原因分析でき

たことは良かった。（県にも素早い通報は法令を理解され好感が持てると評価をうけております） 

○特記： 

法人全体で 2件の不適切対応を援護地に通報している（1件認定・1件認定されず）3/19県の指導へ管理者・

サビ管が訪問 

〇令和２年度 虐待防止 PT実施計画について 

 a.虐待認定を受けた関係で法人本部で強化（虐待防止委員会／虐待防止チェック表の実施） 

 b.ストレスマネジメント（引き続き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 

 

 

（避難訓練） 

（炊き出し訓練） （消火訓練） 
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○慈育寮 「農業活動を拡大した効果について」     ～金賞☆☆☆ 

○慈恵寮 「Ｈさんの環境改善から行動の変化分析」 ～銀賞☆☆ 

○慈愛寮 「チーム連携の仕組みで命を守る実践効果」～銅賞☆ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

①       コスト削減・効率化について 

 
           事務 

テーマ 

部 門 発表者 

高齢化に備える食事体制 

 

テーマ 

調理                            阿部恵美    銀賞☆☆ 部 門 発表者 

ＡＲシステムによる医療支援 テーマ 

■部門ごとの未来をテーマにプレゼンテーション 

石戸涼子    金賞☆☆☆ 
 

参考資料：チハヤ会～スマイル＆ハッピー研究会 

スタッフのみなさんは、専門職としてメンバーさんの暮らしの「質」向上のために様々な研究や実

践を行っております。この実践が「障害福祉専門職の未来」を結びます。 

■チハヤ研究フォーラム２０１９（各寮研究テーマ） 

令和元年度は地域清掃・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元年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なりますように！ 

「我が事」「丸ごと」地域共生社会の実現のために！ 

看護                            吉田玲子    銅賞☆ 部 門 発表者 
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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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