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Ⅰ はじめに 

  当事業所は、これまでの実績・経験をもとに生産活動・受注確保を目指してきた結果、地域 

の方々や地元企業からの理解も増え受注拡大につながり、前年度より収益が上がったが、作業 

内容の特性上受注数が大幅に減る閑散時期があり、どう新規受注を増やしていくか、もしくは 

従来の作業以外に新規事業を増やすかが課題となっており、また今後、材料費などが値上げさ 

れることを踏まえると、今まで以上に経費を削減する必要がある。 

また、異動や退職等による職員の作業技術のレベル低下も否めず、技術講習等を受講するなど 

のレベルアップを図らければならない。利用状況においては、Ａ型利用者・Ｂ型利用者とも現 

員 18 名で、実習依頼や問い合わせ等の件数が増えていることを踏まえると、今後新規利用者が 

増えていくことが予想され、より柔軟で迅速な対応、作業支援・サービスの質の向上が必須で 

あり、また定員の増減を検討する必要性もある。 

 

Ⅱ 全体状況報告 

１ 重点項目（目標）に対する報告及び考察 

   畳・襖作業においては、総合的に見ると受注件数は増えているが、作業受注毎に材料を発 

注するなどの無駄があったため経費がかさみ、生産効率向上はできていない。役務作業に 

おいては、依頼件数は前年より増えているので、さらなる受注確保に努めたい。また、今 

後も職員間の連携や意識の向上を心がけ、コスト面に反映できるような努力が必要である。 

５Ｓ活動（整理・整頓・清潔・清掃・しつけ）に至っても不十分であるため、継続して行 

っていく。 

 

２ 利用者状況 

Ａ型事業に関しては、定員 25名に対して現員 18名で利用定員を割っているが、実習依頼 

や問い合わせ件数が増えているので、今後新規利用者が増えることが予想される。Ｂ型事 

業に関しては定員 15名に対して新規利用が２名増え現員 18名であり、支援計画やニーズ 

は充足していた。しかしＡ・Ｂ型とも、年齢や体力的に作業が難しくなりつつある利用者や、 

長期入院を繰り返す利用者が若干名おり、事業変更等も選択肢に入れつつ今後の作業内容 

や、支援内容を検討する必要がある。 
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利用者状況（平成 30 年度） 

事業名 定員数 新規利用 事業変更・退所 現員 平均年齢 

Ａ型 ２５名 ０名 ０名 １８名 ４３．５歳 

Ｂ型 １５名 ２名 ０名 １８名 ４７．５歳 

 

３ 実習受入等 

支援学校や福祉機関からの紹介にて実習生の受け入れを行った。 

 

４ 行事等 

夏まつり、どんどや、忘年会、旅行等の行事計画を行い利用者へ親睦の機会や地域交流 

を図った。また、健康診断も行い利用者様の健康管理に努め、日頃から利用者の体調面 

にも配慮を行った。 

 

５ 職員状況 

福祉サービスの基本姿勢、基礎知識習得等を目的としたサービス提供者の専門的知識の 

習得や技術習得のための研修を行う事で職員の意識、技能向上に努めた。 

 

平成 30 年度 施設外研修・会議 

月 研修内容 参加人数 

5 熊本県労働基準協会阿蘇支部 通常総会 1名 

6 第 9回 日本セルプセンター研究大会 2名 

6 安全管理講習会 1名 

7 全国社会就労センター総合研究大会 1名 

8～11 サービス管理責任者研修 1名 

9 アンガーマネジメント研修会 1名 

9 第 2回 製品・サービス向上研修会 1名 

10 「働き方改革の実務対応」研修 1名 

11 九州セルプセンター研究大会 1名 

11 「働きやすさと働きがいのある職場づくり」研修 1名 
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11 社会福祉法人会計実務研修会 1名 

12 社会福祉法人制度改革対応セミナー 1名 

12 第２回 熊本県社会就労センター協議会施設長会議 1名 

12 熊本県退職共済事業規定改正等に関する説明会 1名 

1 福祉施設商品展示商談会説明会 1名 

1 「５０歳からの働き方働かせ方」研修 1名 

2 日本セルプセンター ビルメンテナンス・清掃部会研修会 1名 

2 第２回 社会福祉法人労務研修会 1名 

3 第３回 熊本県社会就労センター協議会施設長会議 1名 

3 H30年度指定障害福祉サービス事業者等集団指導 1名 

 

 

Ⅲ 個別事業報告 

１ 各事業 

（１）就労継続支援Ａ型 

Ａ型利用者には、生産技術や生産知識の習得をはじめ、職業社会人として必要な知識・ 

意識・技能の習得ができるよう支援を行った中で、能力的な格差や就労に対する意欲 

の個人差が生じ、結果賃金の格差に繫がった。次年度は個人に合わせた技能の習得・ 

作業の割り当て・就労意欲の向上にさらに努め、利用者全体の賃金アップを目指す。 

  

（２）就労継続支援 B型 

各自の能力・希望等を考慮し、作業配置に努めることで就労意欲・技術など社会生活に 

必要な支援を行い工賃向上を目指したが、目標工賃額 39,000円に達することはできなか 

った。さらなる事業の安定化を目指し、就労意欲の向上を図り、工賃アップにつなが 

るよう努める。 
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利用者賃金・工賃（平成 30 年度） 

事業名 支給総額 平均額 平均利用者数 

就労継続支援Ａ型 21,935,471円 101,553円 18名 

就労継続支援Ｂ型 7,107,020円 36,260円 16.3名 

  

２ 各部署 

就労継続支援Ａ型 

（１）事業の取組み 

  ア 畳製造作業 

   阿蘇圏域から熊本市内方面まで活動を展開しており、個人宅・事業所等の受注や顧 

客からの紹介が増えている。 

  イ 役務事業 

   昨年からの年間契約も継続している中、新たに個人宅などの除草作業・片付け作業 

等の受注が増えている。また、顧客からの紹介も増えてきている。 

 

（２）課題・次年度への提起 

ア 畳製造作業 

手直しや納期の延期などが発生していた。信用に掛かる課題であるため、より専門 

性・技術力の向上を図るよう、外部研修等に積極的に参加する。 

また、在庫数をなるべく抑える様、より一層のコスト削減を図る。 

イ 役務作業 

 技術講習会等に参加し技術習得を行いお客様のニーズに応え、満足していただける 

よう技術向上に努め新規顧客獲得へ繋げる。 

また、雨天時や閑散期など作業が出来ないことがある為、年間契約等での受注確保 

や、単発的でもできる代替作業種の確保を行っていく。 
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就労継続支援Ｂ型 

（１）事業の取組み 

ア 襖・障子作業 

不動産業者や他施設等の受注は今年度は増えたが、個人宅の受注や紹介件数は落ちこ 

んでおり、全体の受注としては減少傾向にあった。 

イ 清掃作業 

飲食店や官公需の受注が昨年から継続的に続いている。新たに個人宅や地元企業から 

の依頼もあり、丁寧に作業を行う事でお客様からも満足いただける様務めた。 

 

（２）課題・次年度への提起 

ア 襖・障子作業 

畳作業と同様に、やり直しや納期延期などの課題があった。顧客満足度を上げられる 

よう技術力の向上を図る必要があるので、講習会等に積極的に参加し、スキルアップ 

を図る。また、在庫数をなるべく抑える様、より一層のコスト削減を図る。 

イ 清掃作業 

不動産業者・飲食店などの地元企業や官公需などから、今後も継続して受注が来るよ 

う丁寧に作業を行い、満足いただける作業を行う。 

また、研修、技術講習などへ参加し技術向上を行い新規顧客獲得へ繋げる。 

 

 

就労支援事業収益（平成 30 年度） 

くんわ技研Ａ型収益  34,593,806円 

内
訳 

畳作業収益 12,136,404円 

役務作業収益 22,457,402円 

くんわ技研Ｂ型収益  4,473,900円 

内
訳 

襖作業収益 2,079,300円 

清掃作業収益 2,394,600円 
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３ 防災・防火訓練報告 

   総合訓練を３０年１１月と３１年３月の計２回実施し、職員、利用者への防災意識向上を行 

った。次年度も引き続き行っていき防災意識向上に努めていく。 

また、地震等の大規模な災害が発生した場合でも速やかに動けるよう連絡網の確認等を行う。 
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