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   社会福祉法人金太郎の家 平成２8年度事業計画書  

 

Ⅰ．運営方針 

１． 目的 

当法人は、友情と信頼の上に立ち、だれもが尊厳を持っていきいきと暮らせる地域社会づくりの一助と

なることを願って事業を行っていきます。福祉サービスを必要とする方々が、住みなれた地域においてそ

の人らしい生活を続けていくことができるよう支援していきます。 

 NPO 法人として行ってきた事業、及び精神を踏襲しサービスのより一層の向上を目指していきます。 

２． 運営方針  

  事業の運営は、次の点に留意して行なっていきます。 

（１）地域の身近な福祉拠点としての役割を担い、地域のニーズを受けとめ支援していきます。 

（２）サービスを提供するに当たっては、親切丁寧を旨としご利用者のご希望を伺い、ご意思に添 

  たサービスの提供に努めます。 

（３）公的機関や福祉医療機関と連携を取り、その方に最もふさわしいサービスが提供されるように支

援します。 

（４）守秘義務を遵守し、ご利用者や、ご家族の業務上知りえた情報は、サービス担当者会等正当な理

由があって事前にご利用者、ご家族の同意を得た場合を除き、決して他者に漏洩致しません。 

（５）身体拘束や行動制限は決して行わない質の高いケアを実践します。 

（６）職員は社会的責任を自覚し、自己研鑽に努め、専門的知識、技術及び倫理的自覚を持って最善の

福祉サービスの提供に努めます。 

（７）常に提供しているサービスの質の評価を行い、問題点を抽出し、改善を図り、より質の高いケア

を目指します。 

（８）法令を遵守し、適正なサービスの提供を行なっていきます。 

（９）職員は、自らの役割を遂行するとともに、他業務への理解も深め、互いに協力し合って、円滑な

事業の展開を図ります。 

３．平成 28年度の事業運営について 

○社会福祉法人を設立して 3 年目となりますが、地域の中の社会福祉法人として、当地の福祉課題解決

に向けて精一杯取り組んでいきます。地域のセーフティネットの一部として機能し、だれもが暮らしや

すい町づくりの一助となれるよう活動を続けていきます。 

○ご利用者一人ひとりを深く理解し、その方が望む生活に向けて支援していきます。日々の一つ一つの

支援を丁寧に行っていくことにより、ご利用者、家族そして地域から信頼される事業所となっていくよ

うに努めていきます。 

○認知症ケアに力を注いでいきます。全職員が研修の機会をもち、認知症についての理解を深め、ご利

用者の人権を守り、その方の状況に添った適切なケアが提供できるようにしていきます。 

○介護保険法の改正により通所介護及び訪問介護はとても厳しい環境にあります。来年度からの総合事

業への移行も視野に入れつつ、しかし私たちの活動の原点を見失うことなく、真摯に一つひとつのケア

に取り組んでいきます。 
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 ○平成 29年～３０年に障がい者支援の新規事業所を開設するため、準備を進めていきます。近隣に土地

を求め、施設整備のための補助金申請、具体的サービス内容の検討等を当事者やご家族、地域の方々の

ご協力を得て行なっていきます。 

年内に障がいの計画相談事業所等の開設を目指します。 

  

Ⅱ． 事業内容 

Ａ．第二種社会福祉事業 

（１）本部事業  

□ 重点方針 

法制度の改正も予定されており、情報を得て、法人運営が速やかに遂行できるように努めていきます。 

昨年度決定した、中長期目標により、現在の活動場所以外の近隣に土地を求めて、障がい施設を整備、

事業が開始できるよう準備を進めていきます。また、事務所の移転、第 2 活動棟内の改造についても、検

討していきます。  

地域のニーズを受け止め、社会貢献活動に取り組みます。 

 

１．役員会・評議員会の開催 

  理事会、評議員会を開催し、法人運営にかかる重要事項について討議、決定します。年５回程度の開催

を予定しています。 

  第１回 平成２８年５月下旬   平成２６年度事業報告、決算報告について 

  第２回 平成２８年１０月下旬  平成２７年度補正予算について 

  第３回 平成２９年３月下旬   平成２８年度予算、事業計画について 

  その他、法人運営にかかる重要事項が生じたとき。（土地の取得を予定しており、その協議のための開

催） 

２．監事会の開催 

 法人の事業運営状況及び会計について監査を行ないます。 

監事会の開催 年１回以上。その他、法人運営にかかる重要事項が生じたとき。 

３．役員、評議員研修の実施 

社会情勢の変化、社会福祉制度の改正等に対応した法人の運営ができるように、法人役員、評議員の

研修を行なっていきます。外部研修への参加、当法人の職員研修への参加により行ないます。 

詳細は別紙の通りです。 

 

４．福祉啓発活動の実施 

① 介護の集いの開催 

 実施日及び時間： 年３回 ７月、１１月、２月 １９：００~２１：００ 

 場所： 金太郎の家第２活動棟 2回。外部で 1回。 

 参加予定人数： １回  １０名～２０名 

 内容： 介護をされているご家族や地域の方、近隣の介護事業所職員を対象とし、「介護」についてとも

に学び、家庭での介護の苦労、悩み等も共有し、介護についてともに考えていきます。講師を招いての勉
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強会、介護家族とのリフレッシュ旅行も計画します。 

② 夏休みこども交流会の開催 

 夏休みに、地域の子どもたちと、金太郎俱楽部の皆さんとの交流会を行ないます。駅、道路のクリーン

活動、作品の製作などを行ないます。 

③おちらとウォーキングの開催 

 金太郎の家利用者や地域の方々と一緒に、年１回ウォーキングを計画します。昨年に引き続き、近くに

住んでいても意外に知らない史跡めぐりなど計画します。 

④ 地域行事への参加 

 １０月に荘原コミュニティセンターで開催される、地域の文化祭に事業所として参加し、地域との交流

を深めます。作品の展示や焼きそば等のバザーを行なう予定です。 

⑤一人暮らし等応援活動 

昨年に引き続き、一人暮らし高齢者世帯の支援に取り組みます。 

①買い物等の支援（熊のふろしき隊活動の継続、拡大） ②交流の場の提供（食事会等の開催）③配食 

サービス受け入れ人数の拡大 ④緊急時のための安心カードの発行 ⑤緊急時対応、安否の確認のための

定期訪問 ⑥相談支援等、できることから取り組んでいきます。 

⑥もんぺ市の開催 

 第３活動棟の居室、前、西側庭を会場にしてもんぺ市を開催します。地域で作られた苗もの、野菜、手

作りの作品などを展示、販売し、地域の方々との交流を図ります。 

⑦広報活動 

広報紙「金太郎便り」「金太郎便りライト」を発行します。またホームページ、フェィスブックによる情

報発信も引き続き行ないます。金太郎の家での様子や、施設の行事、福祉に関する情報、法人としての方

針などを発信します。これを通して、法人への理解を高め、地域の福祉啓発にも役立てればと思います。 

 

（２） 老人デイサービス事業の経営 

１． 地域密着型通所介護（介護予防）事業 

□ 事業方針 

ご利用者一人ひとりを深く理解し、その方が望む生活に向けて、日々の一つひとつの支援を丁寧に

行っていくことにより、地域から信用される事業所となっていくよう努めます。特に認知症ケアにつ

いて理解を深め、人権を守りご本人の状況の変化に添った適切なケアができるようにしていきます。 

□ 今年度の事業重点方針 

① 一般の民家を活用しているという利点を生かし、心安らかに気ままに過ごせる居心地の良い空間づ

くりに努めます。 

② 地域社会の一員として、地域との交流の機会を多くもてるようしていきます。 

③ 個別ケアについては、引き続き重点的に取り組みます。縫い物、刺し子、雑巾、お手玉作り、習字、

ちぎり絵など、ご本人の希望に合わせた余暇活動ができるよう支援していきます。 

④ リハビリ的視点に立ち、生活の活発化に向けた支援に力を入れていきます。特に全体的に下肢筋力 

の低下が見られるので、下肢の運動を重点的に取り入れていきます。 

⑤ 第 2 活動棟について、今よりゆったり過ごしていただける空間、リハビリができる場の確保に向け 
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居室の改造等も検討していきます。 

⑥今年度から地域密着型通所介護に移行します。また来年度からは、要支援者が総合事業へ移ります。

情報を入手し、適切に対応していけるようにしていきます。 

□ 事業概要 

営業日： 月～土  但し、１２月３０日、３１日、１月１日、３日は除く 

営業時間： ９：１５～１６：３０（提供時間区分７時間～９時間） 

実施地域：出雲市     場所： 第２活動棟 

対象者： 要支援～要介護の認定を受けた方 

定員及び利用見込み：定員 1日 １２人 利用見込み 1日 11人、月 300人 

職員体制：管理者１人、生活相談員１人、看護師１人、訓練指導員（兼務有）、介護職員２～３人 

加算：入浴加算、認知症加算、介護職員体制加算、処遇改善加算 

事業内容： 

ア．運動、体操、リハビリの充実を図るため、現在行っているリハビリ体操に加え、新しい楽曲の体 

操の創作、道具を使った体操等を実施していきます。 

イ．刺し子や雑巾縫い、お手玉作りなど、継続して出来る作業を取り入れ、作品を作る楽しみを感じ 

ていただくとともに、作品を公民館祭りへの展示、小学校や保育所当へ寄贈など、地域へと発展させ

ていきたいと思います。 

ウ．地域の催しにできるだけ参加し、季節を感じていたいたり、地域の方との交流が図れるよう支 

援していきます。 

□サービス内容及び実施上の留意点： 

ア．ケアプランに基づき、個別援助計画を作成し、ご利用者がその能力に応じて自立した日常生活を

営めるように援助していきます。定期的及び必要時にモニタリングを行い、計画を見直し、ご利用者

の状況、希望に添ったケアの提供に努めます。 

イ．集団及び個別の機能訓練計画、アクテビティ、レクレーション計画を作成して、身体機能の維持

向上を図るとともに、充実した日々を過ごしていただけるよう支援していきます。個々の歩んでこら

れた歴史や特技などを知り、一人ひとりが主役となれる場面や、輝ける場面がもてるよう支援します。 

（管理者 竹内一子） 

２．地域密着型認知症対応通所介護（介護予防）事業 

□ 今年度の事業重点方針 

① 昨年度に引き続き、個別ケアに力を入れていきます。縫い物、習字、編み物、絵等を個々の興味

に応じて取り組みます。中でも、雑巾等の仕上がったものは学校に寄贈する予定で、ご利用者に目

標を持って取り組んでいただき、又それを通して地域との繋がりへと発展させていきたいと思いま

す。 

② 畑仕事や、野菜や花作りに力を入れていきます。外気浴も兼ね金太郎畑に出かけたり、身近にプ

ランターを活用したりして、植物を育てる楽しみや、収穫の喜びを一緒に味わいたいと思います。

自然と触れ合う時間を多く持つようにしていきます。 

③ 認知症について深く理解し、その不安を受け止め、安心してのびのびと過ごせる場を提供し、そ

の特性に合った支援を心がけます。個別の密なかかわりを必要とする認知症重度の方の受け入れも
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積極的に行っていきます。 

□ 事業の概要 

 営業日：月～土  但し、１２月３０日、３１日、１月１日、３日は除く 

営業時間： ９：１５～１６：３０（提供時間区分７時間～９時間） 

場所： 第１活動棟 

 対象者： 要支援～要介護の認定を受けた方で、認知度２以上の方 

定員： １２人 

 職員体制：管理者１人、生活相談員１人、看護師、訓練指導員（兼務）１人、介護職員３人配置 

 加算：サービス提供体制加算Ⅰ、入浴加算、介護職員処遇改善加算、時間延長加算Ⅰ、Ⅱ 

 利用見込み： １日１０人、月 ２５０人 

 事業内容： 

ア．来所時にはバイタルチェックを行い、ご本人に体調を伺います。異常があればご家族、主治医

等に連絡し対応します。 

イ．集団で行うレクレーションや歌、壁面やその方の得意分野に合わせた個別の手作業（刺し子や 

雑巾縫い、習字）季節に応じた活動（笹巻、、干し柿作り、餅つき等）畑仕事等、多様なプログラ

ムを用意し、ご利用者のご希望を伺い、個々に合った提供できるようにしていきます。 

ウ．男性の利用者が増えているので、木工作業や畑仕事等、意欲的に取り組んでいただけるような

プログラムを用意していきます。 

エ．積極的に地域に出かけていきます。周辺散歩やドライブ、地域のお祭りや餅つき大会、小学校

の運動会等の催し物にもできるだけ参加し、地域の方と交流を図っていきます。 

オ．活動に運動や体操を積極的に取り入れていきます。リハビリが必要な方は、個別にメニューを

考え実施していきます。 

カ．回想法を取り入れ、その方が輝いていた時代を振り返り語っていただける場を作っていきます。 

   実施上の留意点： 

ア．ケアプランに基づき通所介護計画を作成し、ご利用者がその能力に応じて自立した日常生活を

営めるように支援していきます。定期的及び必要時にモニタリングを行い、計画を見直し、ご利

用者の状況、希望に合ったサービスの提供に努めます。 

イ．できるだけ日常生活に結びついた活動を取り入れていきます。 

                              （主任 阿食羊志子、阿食玲美） 

 

３． 居宅介護支援事業 

□事業方針 

 介護保険法令の趣旨に従い、ご利用者の方々が、在宅で可能な限り自分らしく日常生活を営むことが

できるよう支援していきます。また、ご家族の相談にものり、無理のない介護が続けられるようお手伝

いします。 

□ 今年度の事業重点方針 

① ご本人が、頑張ってみようと思う目標を、ケアプランの中に具体的に入れていきます。 

② ご家族のご苦労や悩みを傾聴し、アドバイスや、介護保険制度や地域の資源を活用したサービスに
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つながるように支援していきます。 

③ ご利用者の要望や体調の変化に対して迅速に対応していきます。 

④ ご利用者の意思を尊重するとともに、ご利用者の心身の状況や、置かれている環境に応じて適切な

保健医療サービスを提供し、多様な事業者を総合的に選択していきます。 

⑤ フォーマル、インフォーマルサービスを個々の利用者ごとに考え、公平中立な情報提供を行ってい

きます。 

⑥ 研修会に積極的に参加し知識を得たり、他事業所のケアマネとの交流や情報交換も行っていきます。 

□ 事業概要 

 営業日： 月～土１２月３０日、３１日、１月１日、２、３日は除く。（必要な場合は、休日も可。） 

 営業時間： ８：２５～１７：２５ 

 実施地域： 出雲市、松江市     対象者： 介護保険の認定を受けた方 

 定員： １人 ３５ケース以内      利用見込み： ９０ケース程度   

 職員体制： ４人の介護支援助専門員を配置（内２人は兼務あり） 

 事業内容： 

  ア．月１回以上自宅を訪問し、状況の把握を行ないます。ご利用者の思いを受け止め、家族の相談に

ものり、家族や地域の方などと一緒になってご利用者を支えていきます。 

イ．新規利用開始時や、介護保険の更新時、プランの変更が必要になった時、サービス担当者会を開

催し、ケアプランを作成します。これに基づき、毎月モニタリングを実施します。 

ウ．行政及び各機関、事業所との連絡調整を行ないます。 

エ．給付管理、認定調査、入退院時の医療機関との連携、サービスの調整等を行います。 

オ．出雲市、松江市から予防プランを受託します。 

                                       （主任 錦織淑子） 

４． 自主デイサービス事業 

有償デイサービス 

□ 事業概要 

 営業日： 日～土    営業時間： 利用者の希望に合わせて提供 

 場所： 第１活動棟、第２活動棟   対象者： 支援の必要な方 

 定員： 介護保険営業日についてはその定員以内 

 利用見込み： 月 １人～３人  年間 ２０人 

 サービス内容：  

ア．介護の必要な高齢者が、家族の病気や冠婚葬祭等緊急に支援が必要になった場合等に、有償の

デイサービスを提供します。 

イ．安心できる居場所、食事の提供、必要に応じて身体の介助、送迎等行ないます。 

 

 地域高齢者「集いの場」の活動 

□ 今年度の事業重点方針 

高齢者、障がい者の集いの場、活動の場を提供します。ご利用者が、自分の趣味、興味により活

動を選択して参加できるように５グループ（金太郎俱楽部、金太郎大学、川柳会、歌う青空の会、
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木曜会）に分かれて活動します。アイデアを出し合って地域に根ざした活動を、利用者の方々と一

緒に作っていきます。 

□ 事業概要 

 営業日： 毎週 火金曜日、第１と３の木曜日 

 営業時間： ９：３０～１３：３０ 

場所： 第３活動棟    対象者： 地域の方々    定員：  なし 

 職員配置：２～３人配置     利用見込み： 月 １２０人  年間 １４００ 人 

□ 各グループの活動の内容 

① 金太郎倶楽部（営業日：第１，４，５火曜日、第１，２，３，５金曜日） 

全体的に高齢化が進み、機能が低下しているので、無理のないゆっくりとしたリズムで活動を

進めていきます。「自分たちのクラブ」をモットーに、ご利用者が自発的活動をしていただけるよ

うに支援していきます。 

活動内容としては、元気体操、脳トレ、季節を楽しむ散策、お茶会、歌、利用者からの話題提

供等。また、年に２回は遠足と称して、遠くへ出かけます。 

 介護保険を受けている方も増えてきたので、状態の把握、情報の共有を十分に行い、事故がな

いように気を配っていきます。 

「来てよかったわ」と言っていただけるよう、内容を充実させていきたいと思っています。 

（担当 目黒代志子） 

② 金太郎大学（営業日：第４金曜日 参加者 １４名～１６名） 

『 出雲風土記』をもとに、池田敏雄先生、川上茂先生を講師に郷土史を学びます。毎回先生が

参考資料を準備して下さり、進められるので、専門的な内容になりますが、物語風に話されたり、

時にはクイズ形式にしたりといろいろ工夫して下さり、とても興味深い講義になっています。 

講師の講義を一方的に聴くのではなく、疑問点を尋ねたり、また違う方向から自分の意見を述べ

るなど、お互いに気軽に意見を言い合える明るく、自由な雰囲気の大学にしていきます。また、講

義だけではなく、ご利用者の交流の場の役割も果たしていきます。 

室内だけではなく、講義に出てきた史跡をめぐる等、現地に実際に足を運び確かめるなど、魅力

ある勉強会を目指しています。                  （担当 目黒代志子） 

③ なごみ川柳会（営業日：第３火曜日 参加者 ５人～７人） 

    松本文子講師の指導のもと、地域の方々に川柳について学び親しんでいただくとともに、交流の

きっかけ作り、絆作りを目的に開催します。また、川柳を通して、人生とは何か、生きるとは・・・

という大きなテーマにも話が及んでいます。 

    毎回、兼題 2 題を 3 句ずつ、自由吟を８句ずつ提出し、講評していただく形で進めています。作

品は、なごみ川柳会会誌、山陰中央新報、出雲川柳会誌などにも発表し、一般の方々にも広く見て

いただいていますので、今年度も継続したいと思います。 

    年に１～２回は、花見や地域の散策などに出かけ気分転換をはかります。ともすれば、作品作り

に熱中され、場が緊張しますので、楽しみながら川柳に親しめるよう雰囲気作りにも心を配ります。 

    現在、参加人数が減っているので、いかに川柳が楽しく、心を温かくしてくれるものか、自己表

現の文学であるか等、皆さんに知っていただき、参加していただけるように働きかけていきます。                                  



8 

 

（主任 西博美） 

④歌う青空の会（第２火曜日 参加者 １０名～１２名） 

尾原先生を中心に、季節の歌、演歌などをみんなで楽しく歌います。先生のキーボードによる演

奏から、DVD、ラジカセまで活用し、楽しく進めていきます。 

先生が、歌に纏わる背景やエピソードなど語って下さっています。ある参加者の方が「歌は、歌

そのもののよさもあるけれど、その歌が流行っていた頃のことを思い出すから好き」と話されてい

ましたが、歌うことを通じて、過去の大切な思い出やこれからの夢にも触れることができたらと思

います。                                 （担当 嘉藤敬） 

⑤ 木曜会（第 3 木曜日 参加者：１３名） 

「大笑い」「気合だ！」に始まり、相撲甚句、ハーモニカの伴奏による懐メロ、唱歌の合唱、雑学 

 クイズに脳トレ、健康体操など、会員の皆さんの要望を取り入れながら「今日は楽しかったわ！」 

 と言ってもらえるよう、また、大いに笑い、大いに歌う活動を目指します。 

更なる相撲甚句のレベルアップもですが、何より、楽しんでいただくことを旨としています。 

外部での発表の機会も設け、自信をつけていただければと思います。 

視覚障がいなど、体に障がいのある方も参加されているので、気配り、目配りを忘れずにその人

に必要な支援していきます。                       （担当 坂本道夫） 

 

５．訪問介護事業の経営 

 ① 訪問介護、介護予防訪問介護事業 

□ 事業方針 

ご利用者の立場に立って訪問介護計画を作成し、それに基づいた訪問介護サービスを提供します 

ご利用者の自立支援、疾病の悪化防止、安全への配慮を行い、在宅生活を支援していきます。 

□ 今年度の重点方針 

    ヘルパーの専門性を以って、本人のできる機能を維持、向上させていけるよう支援していきます。

ご利用者の話を傾聴、コミュニケーションをとって信頼関係を築き、在宅生活の継続に向けた相談

助言にも力を入れていきます。 

□ 事業概要 

 営業日： 日曜日、年末年始はケースにより対応します。月～土  

営業時間： ８：２５～１７：２５ 

 実施地域： 出雲市（旧斐川町、出雲市、平田市）松江市（旧宍道町） 

 対象者： 介護認定を受けている方 

 職員配置：管理者１人兼、提供責任者２人（１人兼務）訪問介護職員１８人（兼務有） 

 利用見込み： 月 400 件、 年間 4800 件 

 サービス内容： 

ア．身体介護～ ①食事の介護 ②排泄の介護 ③衣類着脱の介護 ④入浴の介護 ⑤身体の

清拭、洗髪 ⑥通院の介助 ⑦その他必要な身体の介護 

イ．生活援助～ ①調理 ②買物  ③食材等の保存確認 ④居住等の掃除、整理整頓 ⑤衣

類の洗濯⑥ベットメーキング、シーツ交換 ⑦ゴミだし ⑧環境整備 ⑨体調確認 
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ウ．～通院等乗降介助   

□ 実施上の留意点 

ア．担当者会でのアセスメント情報確認（生活状況、身体面の状態その他）をし、訪問介護計画

書を作成、訪問手順書でヘルパーに周知しサービスに当たります。常に情報を共有し、実績報

告書をケアマネージャーに提出します。小さな気付きも都度連絡、共有し、適切なサービスが

提供できるようにします。 

イ．訪問時間の変更等希望された場合、できるだけご本人の希望に添うよう、調整します 

ウ．苦情、ヒヤリハットの報告をし、これを活かして、安心して日常生活が継続できるよう支援

していきます。 

                                    （管理者 吉岡弘枝 ） 

 ② 有償ホームヘルパー、ガイドヘルパー事業 

 □ 事業概要 

 営業日：日～土（日曜日、年末年始は相談による。） 営業時間： ８：２５～１７：２５ 

 対象者： 支援の必要な方   利用見込み： 月 58件、 年間 700件  

 サービス内容： 

公的サービスの対象にならないが、訪問介護を必要とされている方に対し、有償ヘルパーにて

支援します。家事援助や身体介護、見守り、外出のサポートなどを行います。 

                                  （ヘルパー管理者 吉岡弘枝） 

６．障がい福祉事業の経営  

 □ 事業方針 

   在宅生活をされている障がい者（児）等に対して、生活上の支援を行い、在宅生活が継続で

き、地域とのかかわりを持ってより豊かな日常生活ができるように支援していきます。 

  ① 居宅介護、同行援護 

 □ 今年度の重点方針 

利用者の状況の変化、利用者の思いを把握しご利用者のニーズに添ったサービス内容、時間を提供

していきます。職員間で情報を共有し、深めて、統一したよりよいサービスの提供に努めます。同行

援護については、外出先での安全に特に留意します。 

 □ 事業内容 

営業日： 日～月   営業時間： ８：２５～１７：２５ 

 実施地域： 出雲市（旧斐川町、旧出雲市、旧平田市）松江市（旧宍道町） 

 対象者： 障がいがあり、支給決定を受けている方  職員体制：介護保険 訪問介護事業に同じ 

利用見込み：居宅介護 ２０名   同行援護 ６名 

サービス内容： 

○居宅介護～ 障がい者（児）のご自宅に訪問し身体介護（入浴、排泄、食事等の介助、利用者と共

にする調理や掃除）や家事援助（調理、掃除、買い物、育児支援）生活等に関する相談及び助言、

その他の生活全般にわたる支援を行ないます。 

○同行援助～視覚障がい者に対し、外出等において、移動に必要な情報を提供すると共に、移動の援

助、排泄及び食事等の介護、その他の外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行ないます。 
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□ 実施上の留意点  

   ○障がいについて理解し、個人に合った的確な援助を行ないます。 

   ○自立支援を目的とした援助を基本とするサービスを行います。 

   ○相談支援専門員など他事業所との連携を図り情報共有を行ないます。 

                                     （主任 竹内淳子） 

② 移動支援 

□ 今年度の重点方針 

ご利用者個人の要望に合わせた個別の支援を行っていきます。外出先での安全に十分配慮し、安

心して外出していただけるように支援していきます。 

外出による社会との交流、生活圏の拡大による、より豊かな生活に向け支援していきます。 

  □事業内容 

営業日： 日～土 １２月３０日、３１日、１月１日、２、３日は除く。（但しケースにより、必要

な場合は対応します。） 

営業時間： ８：２５～１７：２５    実施地域： 出雲市、松江市 

対象者： 対象市町から委託のあった身体、知的、精神等に障がいがあり、単独での移動や活動が

困難な方   利用見込み：33名 

 事業内容： 

移動が困難なご利用者が、充実した日常生活を営むことができるよう、社会参加等に必要な外出

時の支援を行います。通勤もしくは通学、福祉施設への送迎、買い物等の生活支援、付き添い、ウ

ォーキング、バトミントン、プール等スポーツの付き添い、食事、映画鑑賞などの余暇活動、帰省、

旅行などの外出先での付き添い等を行います。 

□ 実施上の留意点 

○外出先で、ヘルパー1人が付き添いを行なうサービスなので、安全面での配慮やサービスの質（丁

寧で的確な対応）を大切にしたいと思います。 

○サポート方法、手順等を職員間で共有、確認し合いよりよい支援に繋げていきます。 

○余暇活動など、ご利用者にとってとても楽しみな大切な時間なので、明るく楽しい雰囲気作りに

も心を配ります。                       （主任  竹内淳子） 

 

③ 福祉移送サービス事業 (一般乗用旅客自動車運送事業    自家用自動車有償運送事業) 

□事業方針  

道路運送法の許可を受け、心身に障がいがあり、移動が困難な方の輸送を行い、よって移動困難 

者の移動の自由を守り、生活圏の拡大、生活の質の向上に向け支援していきます。 

  □今年度の重点方針 

   無事故、無違反、安全運転の遵守を図っていきます。 

   報告、連絡、相談を徹底し、ご利用者により良いサービスを提供していきます。 

 □事業概要 

営業日： 月～土 １２月３０日～１月３日は除く。（但しケースにより、必要な場合は対応します。） 

営業時間： ８：３０～１７：３０（但し、ケースにより必要な場合は対応します） 
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実施地域：出雲市、松江市 

対象者：一般旅客自動車運送～介護保険法、身体障害者福祉法による対象者及び、障がい等に     

より単独で交通機関を利用することが困難な方 

自家用自動車有償運送～介護保険及び自立支援法のケアプランに位置付けられた乗降介助等と組み

合わせた利用の方。 

   利用見込み：月 420人、 年間 5000人 

職員配置：２種免許保持運転手１日２名と、訪問介護員のうち、研修を受け有償運送の登録がなさ

れている職員７人～１０人 

□ 事業内容：道路運送法の許可を受け、車椅子使用者、視覚、精神、知的等に障害のある方や内部

疾患のある方の通院、通学、外出等のサポートを行います。 

□ 実施上の留意点 

 道路運送法を順守し、安心、安全な運転を徹底します。 

 事故発生時は、けが人の救助、警察への通報等、冷静適切な措置を講じます。 

 車両の整備、清掃に心がけ、安全に気持ちよく乗車していただけるように心がけます。職員間の情

報交換を行い、ご利用者の注意事項を全員が把握して対応します。都度、運行記録等諸記録書類の

記載を行います。 

事業所内外の研修に参加し、介護技術、病気や、障がいに対する理解を深め、より質の高いサー 

ビスが提供できるようにしていきます。 

□その他 

出雲市福祉推進課、高齢者福祉課、松江市の障害福祉課から発行されるタクシーチケットの取

り扱い業者として登録し、チケット利用にも応じます。 

                                  （主任 坂本道夫） 

Ｂ．公 益 事 業 

（１） 地域生活支援事業 （日中一時支援事業） 

□ 事業方針 

個別に、それぞれが希望されることを支援し、安心して過ごせる居場所の提供に努めます。 

□ 今年度の重点目標 

   ○安全面への配慮・・・支援時の安全の確保 

   ○ご利用者にとって、楽しい居場所になるよう活動内容をご利用者と一緒に考え工夫していきます。 

  □ 事業の概要 

   営業日：月～土   営業時間：８：３０～１８:００    実施地域：出雲市、松江市 

   対象者：出雲市、松江市から委託のあった障がい者（児） 

   定員及び利用見込み：定員８名 登録１４名 延べ利用人数 1140人 

職員体制： 利用者の状況に応じた配置 

  □ 事業内容： 

   ○小学校、養護学校学童の放課後や長期休暇中の一時受け入れし、見守り支援を行います。 

   ○生活支援、余暇活動、作業等 
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     室内外での遊び、散歩、外出、クッキング、ネギ栽培農家の箱の組み立て、収穫の手伝い、ス

タンプ押し、体育館、公民館、駅の清掃等の活動を行ないます 

□ 実施上の留意点 

    ○安全面の配慮を行います。また、体調の観察、確認を行なっていきます。 

○個人のニーズに合わせた個別対応をしていきます。個々の特技、興味のあることを伸ばせるよ

うに、集団及び個別の活動を組み合わせていきます。 

○分科会を定期的に実施し、個々の情報を共有し、よりよい支援方法について話し合い、サービ

スの向上に繋げます。                        （主任 竹内淳子） 

           

厨  房 

□ 事業方針 

○ご利用者の方々に、新鮮で安全な食品の提供と、栄養面を考えた食事の提供を行います。 

○個々の食事形態や思考を考えた調理を行います。 

○季節感のある献立を作成します。 

○常に、衛生的に調理を行っていきます。 

□ 今年度の重点方針 

○ご利用者の方々が高齢となられ咀嚼機能が低下したり、病気、偏った嗜好があるなど、様々な課

題を抱える方にも対応していくことで、安定した食生活に向け支援していきます。 

○厨房職員が、体調を崩さず仕事ができるように健康管理を行い、互いに助け合って仕事に取り組

んでいきます。 

□ 業務内容 

調理を行なう日：月～土 

食事を提供する方：介護保険デイサービス利用者（一般型 12人、地域密着型 12人、集いの場 ５人

～15人、日中支援 1人～8人） 

職員体制：1日 2名（主 1人 8：25～17：25、補助 1人 9：30～14：00） 

業務内容： 

○献立の作成、食品の発注、給食日誌の記入  

○午前、午後のお茶口、昼食、遅番、宿泊者の夕食の調理、片付け 

○デイサービスでのクッキングの準備、実施補助 

○検便の実施 

□実施上の留意点 

○食品の管理、調理器具、食器、厨房、厨房、食堂内を衛生的に保ち、決して食中毒を出さないよう

にしていきます。 

○食事形態を個々に合わせ、嚥下等の事故がないように配慮していきます。 

○特別食が多くなっていますが、その調理方法等のバリエーションを増すことができるよう学びを深

めます。 

○ご利用者の「クッキング」時など刃物を取り扱うときには、安全面に気を付けます。 

○ 行事食、季節感（旬の食材使う）を食事に取り入れたメニュー作り提供していきます。 
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                                 （主任 原淳子） 


