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支援姿勢

①怒らない（声をあらげない）

注意しない工夫をしよう

②伝える工夫をしよう

③ルールにとらわれすぎないようにしよう

支援のふりかえり（自己点検）

・（今の支援は）自分には能力があると

感じてもらえたか

・（支援者と）私は仲間だと感じてもらえたか

支援の目標

・自立する

・社会と調和して暮らせる



 



社会福祉法人クローバー 事業所の事業目的及び運営方針 

 

相談支援事業所マロン 

▶事業目的（WAM NETより） 

障害福祉サービスの利用申請時の「サービス等利用計画案」の作成、サービス支給決定後の連絡調整、

「サービス等利用計画」の作成を行います。 

このサービスでは、障害のある方の意思や人格を尊重し、常にご本人の立場で考え、障害のある方が自

立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援します。 

▶運営方針 

・利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。 

・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、利用者の心身の状況、その置かれ 

ている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な福祉サービス等が多様な事業者から総合的 

に提供されるよう配慮して行います。 

・利用者に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業を行う者に不当に 

偏ることのないよう、公正中立に行います。 

・市町村，障害福祉サービス事業を行う者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び 

開発に努めます。 

・自ら提供する指定計画相談支援の評価を行い、常にその改善を図ります。 

計画相談支援は、面接技術、傾聴、質問力など多くのスキルが必要です。また、ご本人の希望や気持ち

を話していただくためには、信頼関係を構築することが必要です。そのため、ご本人と話をする時間を

大切にします。生活の中の表情や行動に現れる感情、好きなことに関心を持つことで信頼関係を気づき、

相談支援を行います。 

 

生活介護事業所クローバー（深谷、Begin） 

▶事業目的（WAM NETより） 

障害者支援施設などで、常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において、入浴・排せつ・食事等

の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援、創

作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。 

このサービスでは、自立の促進、生活の改善、身体機能の維持向上を目的として通所により様々なサー

ビスを提供し、障害のある方の社会参加と福祉の増進を支援します。 

▶運営方針 

利用者の意思および人権を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。また、地

域との結びつきを大切にして、地域の中で安心した生活ができるように支援します。 

横浜市、戸塚区他の障害福祉サービス事業所および保健医療サービスを提供するものとの連携に努め、

より良い暮らしができるように支援します。 



地域活動支援センター作業所型 いとぐるま 

▶事業目的（WAM NETより） 

障害のある方が、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、地域の特性や本人の状況

に応じ、柔軟な形態により事業を計画的に実施します。 

この事業は、障害のある方の福祉の増進を図るとともに、すべての国民が相互に人格と個性を尊重し安

心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することをめざします。 

▶運営方針 

通所者の自己決定及び人権を尊重して、常に利用者の立場に立った活動を努めます。 

また、地域との結びつきを重視し、横浜市、保健医療サービス及び福祉サービスを提供するものと連携

し、幅広い支援を心がけます。 

 

共同生活援助グループホームゆうきの里（みんとの家,れもんの家,みかんの家,いちごの家） 

▶事業目的（WAM NETより） 

障害のある方に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介

護、その他の日常生活上の援助を行います。 

このサービスでは、孤立の防止、生活への不安の軽減、共同生活による身体・精神状態の安定などが期

待されます。 

▶運営方針 

入居者の意思及び人格を尊重し、常に入居者の立場に立ったサービスの提供に努めます。 

地域との結びつきを大切にし、地域の中で安心して生活ができるように支援します。 

市町村、他の障害福祉サービス事業者及びその他の保険医療サービスおよび福祉サービスを提供するも

のとの連携に努め、よりよい暮らしができるように支援します。 



2021 年度の研修／認知技能、運動技能から認知技能へ 
 

2021 年 03 月 10 日 

社会福祉法人クローバー  

理事長 髙橋良壽  

 

2021 年度の研修を次のように計画をしている。研修の概要は、オンラインによる

内部研修とコンサルティング契約を結んだ人材育成会社の講師の訪問指導による。ま

た、オンラインによる内部研修は、簡易的なスーパービジョン、支援計画作成、会議

でのふるまい、報告書の作成とする。外部講師による研修は、長期計画として 10 年

後の法人運営を意識した人材育成と、それぞれの事業所の現状に応じて育成課題を設

けて実施する。  

 

簡易的なスーパービジョン  

 

クローバーにおいては、2014 年度から「支援のふりかえり」という名称で簡易的な

スーパービジョンを展開してきた。しかし、時間の経過とともに目的が薄れた面があ

り、あらためてその目的を確認し、実施方法を練習する。  

一般的なスーパービジョンは、有効的な手段である。しかし、小規模な組織におい

ての実施は負担も大きく、また、その仕組みを理解することも難しい。  

スーパービジョンの目的は、スキルの向上と、支援者の抱える悩みを一緒に考え解

決に向けることにより良い支援を提供することにある。「支援のふりかえり」では、

カウンセラー野田俊作が唱える、対人援助における心理面の目標（Passage,1998）を

操作的定義として支援者一人ひとりが自己覚知を行う。 

 

支援計画作成、会議でのふるまい、報告書の作成  

 

対人援助職において求められる運動技能は、直接支援だけではなく、書類の作成や

会議でのふるまい等がある。また、それらの技能は、特に指導されることなく「でき

てあたりまえ」という態（てい）であつかわれ、何度もやり直しをさせられる。それ

により自己肯定感がさがり成長を止めている。  

オンラインによる内部研修においては、比較的近い職責における職員同士で集まり、

レクチャを行い、事例提供、スライド作成、会議進行、会議の参加、報告の仕方、報

告書の作成等を学び合う。この研修は、 2020 年度に実施したものであり、 2021 年度

も継続して行う。  

また、本研修では、参加者同士でエフィカシーを高め合う場面があった。なお、エ

フィカシーとは、自分は成功するために必要なスキルを持っており努力すれば成功す

るという意識で、それは他者からのポジティブフィードバックにより向上するとされ

ている。  

 



人材育成と長期計画  

 

法人の責務に、事業継続がある。社会福祉法人クローバーの 10 年後を見据えて、

その体制作りと人材育成を行い、キャリアアップに反映させる。また、そのために外

部講師とコンサルティング契約を行い、客観的な視点でそれぞれの事業所において事

業所の現状に応じた研修を行う。なお、講師選定においては、ウイリング横浜の人材

育成部門と連携をして行う。  

 

まとめ 

 

社会福祉法人クローバーの事業所は、地域が離れていること、さらに事業所の特性

が明確であることから、事業所間のつながりが弱い。さらに 2020 年度はコロナ禍に

より新規雇用職員の事業所間交流ができなかった。その克服から実施したオンライン

研修が良い成果を見せている。また、態度スキルの向上を目的に実施した接遇マナー

研修から、事業所ごとの課題が見えてきている。  

2021 年度の研修は、オンライン内部研修を強化させることと、事業所ごとの課題

解決に向けた研修を行うことで、身につけた技能を適切に選んで使う態度技能へ発展

させていくことを目指す。 



2021 年度 事業計画（法人）案 

 

2020.03.10 

社会福祉法人クローバー  

理事長 髙橋良壽  

 

１．重点項目 

 ▶ 法人理念を具現化し実践に反映させる（研修 別紙参照）  

 ▶ 支援者の倫理、価値について学ぶ（研修  別紙参照） 

 ▶ 地区社協との協働／上矢部地区（区社協に相談、依頼済み）  

 ▶ 規程の見直し（社労士との顧問契約／厚労省働き方改革推進委員会に相談済み） 

 

２．定期事業 

 

2.1.支援部門  

 ▶ 看護師訪問（月に１回づつ、日中活動事業所を巡回）  

  - 利用者の健康状態の確認  

  - 利用者主治医との連携  

  - 職員、家族へのアドバイス  

 ▶ サービス向上委員による意見傾聴  

  - 定期訪問  

    04 月 クローバー（深谷）／対応 和みの園 施設長 木内氏 

          いちごの家,みかんの家／対応 とつかわかば 所長 田所氏  

    11 月 クローバー（Begin）、いとぐるま／対応 和みの園 施設長 木内氏 

       みんとの家,れもんの家／対応 とつかわかば 所長 田所氏  

  - その他、必要に応じて訪問を行う  

 

2.2.会議 

 ▶ 理事会／定款細則第 11 条に基づき、 06 月、12 月、03 月に開催する  

   その他、定款に基づき、必要に応じて開催する  

 ▶ 評議員会／定款に基づき、決算終了後に行う他、必要に応じて開催する  

   その他、理事会開催後に資料送付を行う  

  なお、理事、監事、評議員、評議員選任解任委員については、任期満了につき  

  改選を行う  

 ▶ 経営会議／月に１回以上開催し、法人の経営状況の確認と法人運営に影響をお  

   よぼす諸業務の協議や決裁を行う  



 ▶ 管理者・施設長会議／月に１回以上開催し、日常業務に関する協議および決裁  

   を行う 

 ▶ 事業所会議／月に１回、全事業所の管理業務にあたる職員と直接支援業務に当  

   たるリーダーの情報交換、情報共有を行う  

 ▶ サービス部門会議／月に１回、サビ管、サービス担当職にて、支援計画通りの  

   支援が適切に提供されているかどうかの確認を行う  

   また、権利擁護委員会を兼ねる  

 ▶ 運営協議会／年２回、事業所の管理者等と利用者代表、ご家族代表、地域住民  

   代表、地域の支援機関代表が集まり、意見交換を行う  

 ▶ 事業説明会／年１回、ご家族や後見人向けに法人事業の説明を行う  

   ただし、オンライン等による開催に変更あり  

 ※メンバー会議、職員会議は各事業所の計画参照  

 

2.3.地域連携  

ハートプランに基づき、地域福祉の発展に貢献できるようにかかわる。  

 

３．その他 

  

コロナの状況の落ち着きに応じて旅行を計画する  



2021 年度 事業計画案 

報告事項   相談支援事業所 マロン 

作成者  相談支援専門員 川端 亜希子 

提案内容 1. 事業内容  

 ① 計画相談支援の目的（「横浜市 業務ガイドライン」より抜粋）  

   利用者の希望や目標を聴き取り、その希望や目標を実現するための課

題や必要な社会資源などを明確にしたプランを作成する。そのプラン

をご本人および関係する専門機関等のすべての支援者が共有し、同じ

目標に向かって支援を実施する。  

 

 ② 業務内容  

  (1) 基本相談：障がい者等の相談に応じ、必要な情報提供や助言を行う。 

  (2) サービス利用支援：面接によるアセスメントを行い、サービス等利

用計画の作成を行う。  

  (3) 継続サービス利用支援：サービス等利用計画が適正であるかの見直  

しを行う。  

 

 ③ 事業計画  

  ・基本相談  

   必要に応じて対応する。 

  ・サービス等利用支援・継続サービス利用支援  

    年間 8 人の受け入れを目指し実施する。 

   ・サービス利用支援：支給決定期間に合わせて計画作成を実施 

   ・継続サービス利用支援：当初 3 ヶ月は毎月実施  

以降 3 ヶ月に 1 回実施  

 

2. まとめ  

 利用者のみな様には、ひとりひとりに「こんな風に生活をしたい」とい  

う想いがあります。 

相談支援でご本人の希望や想いを知るにつれて、ご本人の望む生活と、 

支援者が捉えているご本人の望む生活に違いがあることが分かりました。

そしてその差が大きいほど、利用者は頑張らなければいけなかったり、と

きにはつらい思いをしていることが分かりました。 

 なぜならば、支援者はその事業所の事業形態や事業方針、支援者の思い 

から利用者の支援について考えることがあるからです。しかしそれでは、  

利用者の希望する生活を実現することはできません。 

そのため、相談支援の中で、利用者の「こんな風に生活をしたい」とい  

う想いを聴くことを大切にしていきます。また、どんなふうに毎日を過ご

しているのかという行動、ご本人が発する言葉、話しているとき、やって

いるときの表情にも注目をしていきます。そして、その情報を利用事業所

と共有して、利用者の望む生活を実現することができるようにしていきた

いです。  

社会福祉法人クローバー  

 



2021 年度 事業計画案 

事業所名  生活介護事業所クローバー（深谷）  

作成者 クローバー 管理者 宮川貴子，リーダー 鈴木優梨  

実施形態  ・クローバー  

 製菓グループ、受注グループ、創作グループにわかれて活動する  

提案内容 1. 利用者の状況  

(1）  利用開始・退所  

クローバー（深谷）  

合計 23 名（男性 14 名、女性 9 名） 変更なし 

  

 ※生活介護全体の利用者  合計 33 名 

 

2. 活動の状況  

(1）  工賃収入につながるプログラム  

①  クローバー  

【受注作業】 

メール便（書類搬送業務）、  

クロネコＤＭ便（ポスティング）  

釜寅・銀のさら（袋折り）、議員事務所のポスティング  

司法書士法人の封入作業、ラベル貼り、付箋へのハンコ押し  

【製菓作業】製菓製造（バナナブレッド、チョコチップクッキー、  

マフィン）・販売 

【創作活動】天然石・ガラスビーズのブレスレッド、キーホルダー作成・

販売、 

      手づくりカレンダー（卓上、壁掛け）作成・販売、 

卓上機織り（コースター等）、缶バッチ作成  

 

(2）  生活プログラム  

①  クローバー深谷 

  買物（食材や日用品、製菓の材料や備品）、プール、音楽鑑賞  

  洗濯、施設内の環境整備、地域清掃  

 

(3）  地域との関わり  

①  クローバー深谷  

・地域のイベントに参加・出店  

・お菓子の外注販売（近隣の放課後キッズクラブ）  

・地域清掃（施設周辺）  

・音楽活動をしている地域の方をクローバーに招待し、演奏を披露

していただく  

  



 
(4）  社会貢献的な取組  

①  クローバー  

・深谷地区のポスティング、地域清掃をしながら地域の方に挨拶を

することで防犯に貢献していく。  

・災害時の地域住民受け入れ態勢と備蓄品配布の準備を行う。  

 

(5）  行事 

①  クローバー  

・地域の盆踊り、クリスマス会、豆まき、お花見、果物狩りなど  

 

(6）  防災 

①  クローバー  

・横浜市民防災センター見学を行う。 

どのような時に避難が必要なのか、また避難方法を知るためによ

り身近に感じることができる防災センターの見学を行う。 

・各避難所（広域、地域防災拠点、いっとき避難場所）への避難訓練 

などを行う。 

・避難訓練はクローバー全体または各グループで行う。 

 

3. 会議、研修  

(1）  メンバー会議  

①  クローバー  

・年間行事内容の希望の聞き取りや意見交換をする。  

・製菓の製造方法、作業環境、取り組み方、販売方法をよりよくす  

るための聞き取りや意見交換をする。                                                                                                                                                                                                           

・創作新製品開発、作業環境、取り組み方、販売方法をよりよくす

るための聞き取りや意見交換をする。  

・作業の取り組みへの各メンバーの満足度調査を実施する。  

 

(2）  研修 

①  クローバー  

・各職員の勤務年数に伴ったスキルアップにつながる研修を受講す  

る。  

 

4. その他  

(1）  看護師に相談したいこと  

①  クローバー  

・月１回実施（巡回は第２水曜日）する。 

・利用者や家族からの健康に関する相談  

・普段の活動の様子から健康面で気になる点を相談  

・各利用者の健康診断の結果をもとにアドバイスをしてもらう  

 



(2) 自主的な改善点  

①クローバー  

  ・施設内で安全かつ作業効率をよくするための配置改善や備品の購

入 

   新型コロナウィルス感染症対策のための、備品の購入と収納する

た 

   めの棚などを購入する。  

・製菓作業の効率化のための備品購入  

 出入口ドアのマジックミラーの導入、工程可視化のためのホワイ

ト 

ボードを購入する。 

  ・創作で使用する備品の整理整頓  

   使用する備品整理のための小物を購入する。 

 

(3）  その他  

①  クローバー  

・製菓担当利用者・職員の検便を実施する。 

・創作活動に取り組んでいる事業所、卓上さおりの製品化を行ってい

る事業所の見学を実施する。  

・室内の受注活動を増やしたいと考えている。そのため室内の受注

活動に活発に取り組んでいる事業所が、どのような受注を行って

いるかを知るため、他事業所の見学を実施する。  

 

5. まとめ  

①  クローバー  

  ・製菓、創作は、新型コロナウィルス感染症による新しい生活様式の

中での販売方法を利用者と一緒に考えていきたいと思います。  

・創作は、利用者一人一人の個性を生かしたカレンダーづくりやビー

ズ製品づくりに取り組むようにします。また、卓上のさおり織り機

を導入したので、販売につながるような製品作りに取り組みます。 

・受注は、昨年度新しくいただいたお仕事（ポスティングや封入作業）

をより利用者が取り組みやすいような工夫をし、間違いのないよう

に取り組んでいきたいです。  

・年間を通し、利用者の皆様が安心に通えるような事業所として新型

コロナウィルス対策を十分にとりながら、今できる活動にしっかり

取り組んでいきたいです。  

 

 

 



 

 

2021 年度 事業計画案 

事業所名  生活介護事業所クローバー  従たる事業所Ｂｅｇｉｎ  

作成者 管理者・サービス管理責任者  鎌田 功 

実施形態  ・クローバー（Ｂｅｇｉｎ）  

 製菓、ビーズ作業他を 2 階スペースにて実施する。  

提案内容 1. 利用者の状況  

(1）  利用開始・退所  

 Ｂｅｇｉｎ  

合計 10 名（男性 6 名、女性 4 名） 

  

※生活介護全体の利用者  合計 33 名 

 

2. 活動の状況  

(1）  工賃収入につながるプログラム  

①  Ｂｅｇｉｎ  

製菓、ポスティング、カレンダーの制作・販売・その他の受注作業 

【製菓】  

プレーンクッキーの製造・販売を行う。作ったクッキーを売り切

ることを目標に、クッキーの知名度を上げる。そのために法人の

ホームページでの紹介や、チラシを地域に配り販路の拡大を目指

す。具体的には、企業や団体に向けた案内をしていく。また、お

客様に関心を持っていただけるよう、休止中のクッキー（1 種類）

の再開を目指す。  

  【ポスティング】 

    配布方法を工夫して、全員が参加できるようにする。 

  【カレンダーの制作・販売】  

カレンダーは新作の絵画作品を多数使用したものを制作する。  

  【その他の受注作業】  

室内作業を増やすため、「よこはま障害者共同受注相談センター  

わーくる」に登録し、新規受注作業の獲得を目指す。  

 

(2）  生活プログラム  

①  Ｂｅｇｉｎ  

運動・レクリエーション、創作（絵画、ビーズ等）、音楽、買物、 

地域清掃  

利用者の健康を考えて、公園での運動や室内でボール等を使っ

たゲームをして、体を動かす機会を増やしていく。  

創作活動は季節を感じられる作品を作る。ビーズは創作活動と

して継続する。  



 

 

(3）  地域との関わり  

①  Ｂｅｇｉｎ  

・クッキーの注文販売 

・隣接する公園での美化活動（ゴミ拾い・分別作業）  

 

(4）  社会貢献的な取組  

①  Ｂｅｇｉｎ  

・災害時の地域の要援護者の受け入れ態勢と備蓄品配布の準備。 

・日本財団チャリティー自販機を設置し、飲料 1 本につき 10 円を 

社会貢献プロジェクトに寄付する。  

    

(5）  行事 

①  Ｂｅｇｉｎ  

・季節の行事（クリスマス会など）、旅行（法人全体）  

お菓子工房見学  

製菓作業に取り組んでいる他事業所の見学、試食等を行い、製

菓作業への関心を深める。  

 

(6）  防災 

①  Ｂｅｇｉｎ  

・火災を想定した通報訓練の実施 

・水災害を想定した避難訓練の実施 

 

3. 会議、研修  

(1）  利用者会議                                                                                                                                                

①  Ｂｅｇｉｎ  

・行事等年間計画の確認  

・活動内容、活動方法についての意見交換  

・昼食メニューについての希望調査  

 

(2）  研修 

①  Ｂｅｇｉｎ  

・初任者研修  

・記録の書き方、読み方研修  

・リスクマネジメント研修 

 

4. その他  

(1）  看護師に相談したいこと  

①  Ｂｅｇｉｎ  

・毎月１回実施  



 

 

・利用者や家族からの健康に関する相談  

・普段の活動の様子から健康面で気になる点を相談  

・高齢化に伴う配慮に関する相談  

・各利用者の健康診断の結果を基にアドバイスをいただく  

 

(2) 自主的な改善点  

①   Ｂｅｇｉｎ  

・新型コロナウイルス感染防止に必要な備品の購入  

・鍵付きロッカーを購入する。それにより利用者は、自分のものを

安全に管理することができる。支援者は、鍵の管理方法など必要

な支援を行う。  

 

(3）  その他  

①  Ｂｅｇｉｎ  

・製菓担当利用者・職員の検便を実施  

 

5. まとめ  

①  Ｂｅｇｉｎ  

Ｂｅｇｉｎの活動は、2020 年 9 月に製菓（注文販売）を再開し、ポ

スティングを開始しました。活動はおおむね定着し、利用者の皆さん

もやりがいを持って取り組んでいると感じています。  

しかし、今後展開していくには、製菓は作業収支、ポスティングに

は作業の継続や職員体制などの課題があります。また、4 月には新規

利用者が加わり、工賃支出が増えることから、販路の拡大と受注作業

の拡大を目指していく必要があります。  

利用者の支援については、中高年の利用者の健康管理と安全配慮に

一層の支援が必要です。身体機能の低下による転倒事故を防ぐために

は、職員は利用者のことをよく見て、次に起こりうる危険を予測する

ことが求められます。職員は楽しい雰囲気づくりに努めながら、冷静

に全体を見渡せる眼を養っていけるよう、支援の振り返りを充実さ

せ、職員研修にも参加して、専門性の向上を図っていきたいと考えて

います。 

 



2021 年度 事業計画 

報告事項  地域活動支援センター作業型 いとぐるま  

報告者 施設長 泉 和真 

内容 1. 利用者の状況  

(1）  利用開始・退所  

4/1 女性利用者 1 名 新規利用開始  

合計 14 名（男性 7 名、女性 7 名） 

 

2. 活動の状況  

(1）  工賃収入につながるプログラム  

機織り作業（マット作品・製品の種類を増やすために、ミニバックな

どを試作） 

受注作業（保険パンフレット封入作業）  

 

(2）  生活プログラム  

私プログラム（利用者希望プログラム）、買物、 

音楽活動（月 1 回、音楽療法士が来所）  

園芸活動（季節の花や野菜を育てる） 

運動（あおぞら公園や上矢部ケアプラザ体育館での運動） 

 

(3）  地域との関わり 

・フリースペース：新型コロナウイルス感染拡大防止のため休業して

いる。機織り作品販売広告を店頭掲示し、連絡の

上販売する。  

・美化活動（あおぞら公園を中心に、施設周辺の地域清掃）  

  ・上矢部町第三町内会から届く、町内広報誌、広報よこはま、などを

回覧板に入れ配布する役割。 

 

(4）  社会貢献的な取組  

・ペットボトルキャプと使用済み切手を回収：途上国にワクチン  

を送る事業に協力。利用者と、回収したペットボトルキャップの選

別や整理をする。 

  ・日本財団の自動販売機設置（フリースペースドア付近）  

   季節にあった人気商品を定価より 20 円引きで販売し、 1 本 10 円が

日本財団に寄付。難病をお持ちのお子さんやご家族の為に使われる。 

 

(5）  行事 ＊新型コロナウイルス感染症の状況よる。 

・4/8 花まつり  

・12 月クリスマス会  

 

 

― ―  



(6）  防災訓練  

・消防署の立ち合いによる消火訓練を実施する。 

 

3. 会議、研修  

(1）  利用者会議 

毎回、各利用者にご意見（プログラム内容、好きな事、困っている事

など）を聞き取る議題を設ける。  

 

(2）  研修  

・福祉制度に関する研修  

・利用者の障害に関する研修 

 

4. その他  

(1）  看護師に相談したい事 

・健康診断や通院の結果について  

・生活習慣について  

 

(2）  自主的な改善点  

  ・作業室に、感染症対策や利用者の精神的な安定のために  

空間を分けるパーテーションを設置。  

 

(3）  その他  

・戸塚区ふれあい助成金を申請する（5 万） 

 音楽活動での音楽療法士への謝礼として使用  

 

5. まとめ  

   機織り作業では、商品に付ける値札や紹介カードを見直し、商品の

魅力を分かりやすく伝えられる工夫をしていきます。機織り作品は、

フリースペースの他に、弥生台の雑貨店（なかやリフォーム）に出品

します。 

受注作業は、前年度から減少しているため、利用者の作業の幅を広

げるために、よこはま障害者共同受注総合センター（わーくる）を活

用して、新しい受注作業を探していきます。  

今年度は、新規利用者 1 名の受け入れをいたします。前年度に体験

利用を重ねた結果、いとぐるまの活動にご興味をもち利用につながり

ました。支援者として大変うれしく思います。 

今後も、新型コロナウイルス感染症対策をしながら、いとぐるまの

活動を通して、利用者が充実した生活を送っていただけるように支援

をしていきます。  

 

 

社会福祉法人クローバー  

― ―  



2021 年度 事業計画案 

事業所名  共同生活援助ゆうきの里  

みんとの家、れもんの家、いちごの家、みかんの家 

作成者 共同生活援助ゆうきの里  

管理者 春田恵吏加  

みんとの家：リーダー荻津聡   れもんの家：リーダー  松下文彦 

いちごの家：リーダー宗像真理  みかんの家：リーダー  加藤学 

提案内容 1. 利用者の状況  

(1）  利用開始・退所  

★4 ホーム共通 … 6 名（変更なし）  

 

2. 支援の状況  

(1）  日々の支援で気をつけること 

 ★4 ホーム共通  

・日々の会話,仕草,行動から希望や困り事などを汲み取る意識をもって  

 支援する。  

・ご本人が出来る事はしていただき、ご本人の能力が活かせるよう支援  

する。  

・何事も言いやすい関係を築きつつ、敬意を持って接する。  

【みかんの家】  

・夜間の起きだしや、夜間の騒音によって目が覚めてしまった入居者に  

対し、それぞれの気持ちに添った支援をおこなう。  

 

(2）  健康管理（食事を含む）で気をつけること 

 ★4 ホーム共通  

・共用部のアルコール消毒、空気清浄機・オゾン発生器の設置、ペーパ  

ータオル・ペーパーウエスの使用、こまめな換気と検温を励行するこ  

とで感染症予防を徹底する。  

・ホーム内でのソーシャルディスタンスを保ち、対面に座らないなど引  

き続き入居者の皆様にお願いをする。  

 【いちごの家】  

 ・月経を記録することで女性特有の体調の変化 (更年期)を見逃さないよ  

う注意する。  

 

(3）  金銭管理で気をつけること 

 ★4 ホーム共通  

 ・ガイド利用の前後にご本人と一緒に金額確認をする等、お金の取り扱  

いに携わっていただく。  

 ・ご本人管理のお金は、定期的に所持金額をご本人と確認する事で安心  

していただく。  



・小遣い帳をつけている入居者とは一緒に所持金の確認をし、生活費管  

理表を使って収支状況の説明を行うことで安心していただく。  

・生活保護を受給している入居者やご家族からお金の使い方について相  

談を受けることがあるため、区の生活支援課とも相談しながら正しく  

使えるよう支援する。  

また、ご家族から受け取る金品は収入とみなされる場合があることを  

説明し、ご本人の所持金額を意識した支援を行う。  

 

3. 事業、会議、研修  

(1）  行事 

★4 ホーム共通 … 旅行、夏のイベント、クリスマス会など。  

 

(2）  防災訓練  

①  みんとの家  

夜間の避難訓練を実施する。町内の防災訓練に参加する。 

②  れもんの家  

夜間の避難訓練を実施する。町内の防災訓練に参加する。 

③  いちごの家  

以前賞味期限切れ直前に気付く事があった為、防災備蓄品リストを

貼り出しリストに日付を記載することで、賞味期限切れ、使用期限

切れを防ぐ。  

④  みかんの家  

避難訓練時に避難経路を変えるなど様々なシチュエーションを想定

し、繰り返しの訓練を行う。また感染症対策として、訓練時に３密に

ならないように気を付ける。  

 

(3）  メンバー会議  

★4 ホーム共通  

・外出自粛によりホームで過ごす休日が増えたので、ホームでの休日を  

楽しく過ごすための案を一緒に考える。  

 

(4）  研修 

★4 ホーム共通 … 内部研修(中堅職員向け研修，人権研修) 

 

4. その他  

(1）  地域との関わり  

①  みんとの家 … GH 内の草取りも兼ね秋頃ホーム周辺を清掃する  

②  れもんの家 … GH 内の草取りも兼ね秋頃ホーム周辺を清掃する  

③  いちごの家 … 月１回、休日の日中に地域のゴミ収集場所を含め  

たホーム周辺の清掃  

 



④  みかんの家 … 月 1 回、休日の日中に地域のゴミ収集場所を含め  

たホーム周辺の清掃  

 

(2）  社会貢献的な取組  

★4 ホーム共通  

・途上国にワクチンを送る明治安田生命の事業に協力するため、ホーム 

内でペットボトルキャップを集める。 

 

(3）  自主的な改善点  

 ★4 ホーム共通  

 ・古い家具，家電を計画的に処分し買い替える。  

 ・入居者の寝具類もご本人と相談して、必要に応じて買い替える。  

・障害の特性 ,生育歴,性格,活用している社会資源等を踏まえた、入居  

者の支援に関する情報共有シートの作成に着手する。 

 

5. まとめ  

①  みんとの家  

入居者の健康管理と軽微な怪我の予防と把握に努める。体重測定、  

検温、身体管理簿への細かな記載を実施する。  

外出自粛による運動量の低下や、入居者様のリフレッシュを目的に

職員付き添いで近隣散策や買物等の支援を行う。  

みんとの家リーダー：荻津聡  

②  れもんの家  

手指消毒，ホーム内の消毒，交通機関利用時の帰所後すぐの入浴な

ど、感染症の予防に努める。  

外出自粛による運動量の低下や、入居者様のリフレッシュを目的に、

可能な範囲で、職員付き添いで近隣散策や買物等の支援を行う。  

れもんの家リーダー：松下文彦  

③  いちごの家  

感染症予防の一環で外出自粛をお願いしているので、ホームで過ご  

す時間が増えている。楽しく穏やかにホームで過ごせるように、明 

るい話題，楽しい雰囲気作りを心掛ける。見守り，声掛けを徹底し、 

安全で安心して過ごしていただけるよう支援する。  

いちごの家リーダー：宗像真理  

④  みかんの家  

感染症が収束しない中、どうすれば入居者が安全で安心して健康的

に生活を送る事が出来るかを第一に考えて支援していく。感染症対

策をしながらでも、ストレスを溜めず楽しく過ごせるよう創意工夫

をしながら支援する。 

みかんの家リーダー：加藤学  

 

社会福祉法人クローバー  


