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Ⅰ はじめに 

 

  阿蘇くんわの里は、重度化・加齢による能力低下等の課題に向けた支援体制

の強化の為、日中の各事業の目的や役割を職員同士で共有し、職員及び利用者

の方が「働き易い体制」を目指し、年間を通じて知識・資質の向上や体制の強

化に努めた。法人理念「共に支え、共に生きる」に基づき利用者主体・個人の

尊厳をできうる限り尊重したサービスの提供に心掛けた。 

  平成 30 年度は阿蘇くんわの里の 5 事業の定員の見直しを行い、就労移行、

生活訓練、就労継続支援 B型及び短期入所の変更を行った。現在定員割れの

事業がある為、利用者の獲得に努めると共に今後は、支援学校への営業活動

や相談支援事業所との連携を図り、定員の充足を目指す。 

また報酬単価の改定があり、就労継続支援 B型事業給付費は前年度の平均工

賃月額に応じた基本報酬（３区分・25,000円～30,000円）に変更された。全

体的に定員変更等により給付費は前年度と比較し増加した。しかしながら従来

から生産活動による収益が確保できない場合は、給付費からの工賃を充当して

いたが、国の指導によりこの処理は不適切となった。このため前年度と比較し

事業収入が減少したことで工賃が若干減少した。 

 

Ⅱ 全体状況報告 

１．施設整備状況 

平成 30 年度の事業計画である風呂場の改修及び西側玄関の改修工事につ

いては、清水基金の内示決定（平成 30 年１月）を受けた後入札を行い、業

者を決定した。現在清水基金への報告、申請を行っているところである。次

年度に業者契約、事業実施となった。令和元年 8月に完成予定である。 

（１）施設整備 

      ・2人部屋居室の個室化 ６部屋１２人分（現個室１４） 

（２）支援整備（定員変更） 

・自立訓練（生活訓練）事業  定員１０名 →  ６名 4/1～ 

・就労移行支援事業      定員１０名 →  ６名 4/1～ 

・就労継続支援 B型事業    定員２９名 → ３４名 5/1～ 

    ・短期入所事業  併設型１名→併設型１名、空床型１名 12/1～ 

 

２．利用者状況 

利用者状況については、利用者確保のため、支援学校や病院・家庭からの

体験利用を積極的に行っていった。利用される方のニーズに合った事業の提

案を行い、出来うる限りの希望に沿えるよう今後も利用者の確保に努める。 

 

（１）登録利用者 ：平均年齢 51.6歳 
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 事業の種類 定員 
２９年度 

登録利用者数 

３０年度 

登録利用者数 
増減 

日
中
事
業 

生活介護 40名 40名 39名 -1名 

生活訓練 6名 0名 3名 +3名 

就労移行 6名 3名 2名 -1名 

就労継続Ｂ型 34名 34名 32名 -2名 

居
住 

施設入所 40名 36名 38名 +2名 

短期入所 
1名（併設型） 

1名（空床型） 
5名 6名 +1名 

 

（２）実施行事 

日付 行事名 参加者 場所 

4 28 春祭り 利用者・家族 阿蘇くんわの里 

9 

1 きらめき大会 利用者・家族 菊池市総合体育館 

15 くんわ祭り 
利用者・家族 

地域住民 

阿蘇くんわの里 

グラウンド 

11 20 利用者旅行（介護） 利用者・家族 柳川（日帰り） 

12 15 餅つき 
利用者・家族 

地域住民 
阿蘇くんわの里 

1 12 どんどや 
利用者・家族 

地域住民 
阿蘇くんわの里 

2 
28 

1 
利用者旅行（Ｂ型） 利用者・家族 

長崎（一泊二日） 

一班 

3 
14 

15 
利用者旅行（Ｂ型） 利用者・家族 

長崎（一泊二日） 

二班 

 

３．職員の状況 

（１）会議の開催 

    全職員を対象に施設の基本方針及び案件の確認・周知徹底するため、

職員会議を毎月 1回行った。また、各事業の担当者にて構成している

運営会議（1回／月）、支援会議、就労会議及び給食会議を都度行い、

サービス提供等の向上を図った。 

 

（２）研修会 
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 施設内外の研修会に積極的に参加し、知識やスキルの向上を図った。

日付 研修内容 主 催 参加 

4/9 ＦＦＧ新人研修 ＦＦＧ経営者クラブ 1 

4/27 第 1回知的障がい者施設協会施設長連絡会 知的障がい者施設協会 1 

5/8 知的障がい者施設協会第 1回理事会 知的障がい者施設協会 1 

5/18 熊本県社会就労センター協議会施設長会議 熊本県社会就労センター協議会 2 

5/22 経営者協議会経営研修会・総会 熊本県社会福祉法人経営者協議会 1 

5/29 知的障がい者施設協会第 1回評議員会 知的障がい者施設協会 2 

6/1 ジョブコーチ支援事業推進協議会 独立行政法人高齢障害求職者雇用支援機構 1 

6/5 就業支援基礎研修 独立行政法人高齢障害求職者雇用支援機構 1 

6/7 日本セルプセンター研究大会 日本セルプセンター 2 

6/11 第 1回製品サービス向上研修 熊本県社会就労センター協議会 1 

6/13 リーダーの心得と秘訣 ＦＦＧ経営者クラブ 1 

7/12 全国社会就労センター総合研修大会 日本セルプセンター 2 

7/21 強度行動障害者支援者養成研修 菊愛会 1 

7/26 九州知的関係施設職員研修大会 知的障がい者施設協会 2 

11/9 平成 30 年度青年部会総会 熊本県物産振興協会 1 

11/27 福祉サービス苦情解決研修会 熊本県運営適正化委員会 1 

11/28 商品開発セミナー 熊本県物産振興協会 2 

12//10 社会福祉法人制度改革対応セミナー 熊本県社会福祉協議会 2 

12/13 熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業説明会 熊本県社会福祉協議会 2 

12/14 九州コスメセミナー ジャパン・コスメティックセンター 1 

12/17 社会就労センター協議会施設長会議意見交換会 熊本県社会就労センター協議会 2 

12/17 就労支援部会 阿蘇圏域自立支援協議会高森町役場 1 

1/17 農福連携推進ブロックシンポジウム 農林水産省九州農政局 1 

1/18 知的障がい者施設協会第 3回理事会 知的障がい者施設協会 1 

1/21 ＦＦＧ研修会 ＦＦＧ経営者クラブ 1 

1/29 サービス苦情解決事業第三者委員会研修会 熊本県社会福祉協議会 1 

2/7 ＥＣビジネス基礎セミナー 熊本県物産振興協会 1 

2/21 施設職員・家族合同研修 知的障がい者施設協会 3 

2/27 上田事務所研修会 上田事務所 1 

3/4 阿蘇地域療育ネットワーク会議 阿蘇地域振興局総務福祉課 1 

3/8 パッケージデザインセミナー 熊本県物産振興協会 1 

3/15 社会就労センター協議会施設長会議 熊本県社会就労センター協議会 1 

3/20 特定給食施設等栄養管理担当者研修会 阿蘇保健所 1 

3/26 熊本県栄養士会阿蘇地域事業部会 熊本県栄養士会阿蘇地域事業部 1 
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また、福祉関係の研修会のみならず一般企業の研修会にも取り組んだ。

特に虐待等を含め利用者への対応やあり方の研修については施設内研

修を行った。資格習得の支援を積極的に行った。 

（３）職員の資格取得 

① サービス管理責任者   1名 

② 社会福祉主事任用資格 1名 

 

４．実習受入状況 

山鹿回生会病院入院者 体験実習 1名 

阿蘇やまなみ病院入院者 体験実習 1名 

熊本県立菊池支援学校 体験実習 1名 

熊本県立小国支援学校 体験実習 1名 

 

５．職場体験 

福岡こども短期大学 10日間 1名 

      

Ⅲ 個別事業報告 

１．障害者支援施設 阿蘇くんわの里 

（１）施設入所支援・生活介護事業・短期入所支援 

【サービスの取組み】 

障害の重度利用者が増えたことで、居室棟からの飛び出し、支援員

や利用者への暴力、利用者同士のトラブルへの対応に追われた。また

これに伴い入院の機会が増え長期間に及ぶケースも出てきた。このた

め、１階居室及び 2階一部分の居室の個室化とともに食堂に一人スペ

ース（３名分）の確保を行い、生活介護事業と合わせて支援員を充足

させるだけでなく、施設入所の日課の習慣化を徹底し、メリハリのあ

る生活習慣の充実を図ることで、徐々にではあるものの改善傾向にあ

る。 

【課題・次年度への提起】 

利用者の高齢化及び障害の重度化など多様化しており、対応に追わ

れることが増えてきているが、支援技術を高めるとともにトラブル予

知と観察力の強化、薬剤の理解等を深め、心身の安定が図れるよう取

り組んでいく。また、職員や利用者の安全性、利便性の高くなるよう

な、風呂場の改修工事を行う。その他、居室も 2人だったところを個

室にし、プライベートの確保、同室利用者の言動を遮断し精神状態の

安定を図っていく。そして、支援の体制の構築を目指すため、利用者

の状態に合わせたグループを編成し、各班での活動内容を計画し実行

していく。加えて日中活動においては、生産活動の幅を広げ、利用者
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の個々に合った作業の提供、生きがい作りとメリハリのある生活を提

供することが求められる。 

（２）生活訓練事業 

【サービスの取組み】 

生活訓練においては、限られた期間で生活リズムや身なりを整 え

るなどの社会的マナーの確立、集中力の向上を利用者個人に合わせた

メニューで自立に向けた能力向上を目指した支援を行った。少しでも

集中できる様に作業前後に傾聴し落ち着いた状態で作業参加できる

ように心掛けた。その結果、少しずつではあるものの集中でき、本人

の自信にもつながってきている。 

【課題・次年度への提起】 

利用者の確保に努めると共に個別の訓練プログラムを立て、本人の

気づき、やる気、目標、将来の希望につなげるため、利用者と支援員

が一緒になって、達成感を持ち、次に進むなどゆっくりと一つ一つを

確認しながらステップアップを図り、自信を持たせていくことが大事

である。また、本人の考えを時間かけて聴き、寄り添っていく姿勢を

職員が見せることも必要である。 

 

２．多機能型事業所 

（１）就労継続支援Ｂ型事業 

【サービスの取組み】 

      請負作業等の見直しにて単価交渉を行った。その結果１社につい

ては取引を中止した。また実習については、施設稼働日、稼働時間等

体制について譲歩してもらったが、利用者の高齢化による継続の可能

の是非、実習先の人材不足による補てんのための施設受入問題等を検

討した結果、令和元年以降は１社（阿蘇ホテル）のみとした。 

馬油製品の材料代が高騰する中、経費の見直しを重点的に行うとと

もに作業工程の見直しを行い、製品の品質向上をすることができてい

る。展示時の商品の見え方、変色防止等を考えパッケージを一部変更

し、併せてポスターの作成を行い、店舗に置くこととした。また販売

会時は、ビデオを流しアピール度を上げた。しかしながら店舗周りや

納品が十分に行う事ができず、売上につなげることが出来ず、売上が

前年度より減少した。工賃は２６，８２４円となった。 

【課題・次年度への提起】 

原価意識をもって利用者指導、作業のチェック等を全職員ができ

るようにする。馬油化粧品については、店舗周り・商品の補充が十

分にできず、売上の確保が難しいため営業職の増員を検討しなけれ

ばならないし、ホームページ、パンフレットの作成を早期に行い、
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売上を増やすとともに、より高い工賃を目指していく。また利用者

の障害程度が多様化しており、現在の作業品目を増やす必要がある

が、職員の数、資質に係っており厳しいが、挑戦していきたい。 

（２）就労移行支援 

【サービスの取組み】 

就労移行支援に関しては、実習に従事した利用者は、体験を通じ

て、就労への理解を深める事ができた。利用者の就職に対しての意

識・意欲が低く、また、企業に対しての説明も不十分で就職につな

げることが出来なかった。工賃１６，９９２円となった。 

【課題・次年度への提起】 

今年度は、今後は、利用者のニーズに合わせた職業体験ができる

場所の確保を行うとともに就職できる様、企業から求められる人材

の育成に努めていきたい。具体的に育成プログラムを作成する必要

がある。 

 

３．医務 

【サービスの取組み】 

平成 30年度年間医務計画に基づき、利用者の毎日の生活の中で食事、 

入浴、排泄、睡眠等あらゆる面での支援に取り組んだ。また、各医療

機関の定期的な受診、月 1回の身体測定（身長・体重・血圧・脈拍 ※

ただし、身長に関しては 4月のみ）、年 2回の健康診断及び歯科検診（入

所利用者は、2回・G.H利用者は希望者のみ）、感染予防には特に気を

配り、インフルエンザ、ノロウィルスの時期には徹底的な予防策を講

じた。 

   

（医療機関） 

   

【課題・次年度への提起】 

利用者の高齢化、重度化の比率が上がってきており、日常の心身状

況を観察し、医療機関との連携を強化しなければならない。また生活

支援員等に対する薬剤の種類、作用、使い方等の周知を図りたい。そ

の上で細心の配慮を持って安心して家庭的な生活が送れるよう個人の

ペースに合わせてお手伝いできるように支援していく。また職員との

1ヶ月毎 1・2ケ月毎 その他 

・菊池有働病院 

・国立菊池病院 

・市原胃腸科外科 

・古嶋眼科 

・阿蘇やまなみ病院 

・ピネル記念病院 

・阿蘇医療センター 

・坂梨ハートクリニック 

（３回/週） 

・きずな歯科 

（１回/週） 
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連携を密にし、口腔ケアの徹底及び疾病の早期発見に努める。 

 

４ 給食 

【サービスの取組み】 

事業計画に基づいて嗜好調査（アンケート）や給食会議等を実施し、

結果を参考にして、献立作成に取り組んだ。また毎月工賃支給日 15

日には調理師による特別メニューの提供など満足度の向上に努めた。

また成人病予備軍の方が増加傾向にある為、平均 1 日 1,600cal での

献立作成を行い、腎臓食等の特別食、カロリー制限食、減塩食及びア

レルギー対応食、補助食に高カロリーゼリーの提供、咀嚼に応じて刻

み食、粥食などの提供や体調不良の方には別メニューの提供など個別

的に対応した。食堂には、一人で干渉されずに食事ができるスペース

を設置した。 

衛生面では、月一回の業者による害虫駆除及び消毒を実施、定期的 

な検便及び拭き取り調査を実施し、食中毒、ノロウィルス等の防止に

努めた。 

 

（年間行事食）  

毎月１５日 調理師による特別メニューランチを実施 

 

提供月日 イベント 提供メニュー 

4月 28 春祭り 
唐揚げ・焼きそば・焼き鳥・サラダ・ポップコ

ーン・デザート・おにぎり 

5月 5 

バイキング 

（ 端 午 の 節

句） 

オムライス・唐揚げ・ウィンナー・ミートボー

ル 

・エビフライ・スパゲッティ・デザート 

7月 25 
お好み焼き 

（七 夕） 

お好み焼き・焼き鳥・おにぎり・スイカ・ 

ジュース 

8月 13 
バイキング 

（土用の丑） 

焼きそば・ミートボール・厚焼き卵・エビフラ

イ 

・コーンスープ・ケーキ・ジュース 

9月 2 くんわ祭り 
焼きそば・焼き鳥・あげたこ・綿菓子・ポップ

コーン 

12月 

15 餅つき大会 豚汁・ぜんざい・おにぎり・お餅・ジュース 

25 クリスマス 
から揚げ・エビフライ・サンドイッチ・フライ

ドポテト・コーンスープ・ケーキ 

31 大晦日 年越しそば 
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【課題・次年度への提起】 

    厨房業務は交代勤務である為、調理員一人ひとりが衛生管理の知

識・意識をもって努めなければならない。そのため、マニュアルの読

み合わせや外部研修等の参加を積極的に行い、意識の向上に努める。

また、利用者の精神状態・体調の把握を看護師や支援員と連絡を密に

し、利用者の体調・状態にあった食事提供を心掛けていきたい。 

 

５ 防犯・防災訓練報告 

    利用者の高齢化・重度化が進む中、職員はもちろんのこと利用者にも

防災の意識を持ってもらい、火災時や災害時の対応能力・知識の向上を

身につけると共に各職員の役割を周知徹底できる様、2回の訓練を実施

した。 

   １回目  日 時 ：平成 31年 1月 17日（木） 13：15～  

        参加者 ：阿蘇くんわの里 利用者：80名 職員：2名  

         立ち会い：阿蘇広域行政事務組合消防本部 

   ２回目  日 時 ：平成 31年 3月 5日（火） 13：15～  

        参加者 ：阿蘇くんわの里 利用者：81名 職員：2名  

        立ち会い：阿蘇広域行政事務組合消防本部 

 

（指摘事項及び全体報告） 

     夜間の想定出少ない職員体制でより実践を意識した環境で実施。二

人の職員で連携を図り、出火場所、避難経路の確認を行い、利用者に

伝えることが出来、慌てずに避難誘導することが出来た。しかし、ベ

ルの音に反応された利用者もおり、職員が付き添いを行いながら誘導

した。消防の方からは、マイク誘導が出来ておらず、食堂の利用者の

誘導が遅れたとの指摘があった。 

【課題・次年度への提起】 

防災訓練は、年 2回は義務化されているが、熊本地震から 3年が過

ぎ、少しずつ自然災害についての意識が薄れつつある。未だに自然災

提供月日 イベント 提供メニュー 

1月 

１ 元 旦 おせち・お寿司 

12 どんどや 焼肉・豚汁・おにぎり・ぜんざい 

7 七 草 七草粥 

2月 １ 
節分 

豆まき 
恵方巻き・とろろそば・唐揚げ・デザート 

3月  ひな祭り ちらし寿司・お吸い物・雛あられ 
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害に対しての訓練が出来ていないので事業所ごとするのではなく法人

で行う必要性を感じる。また、備蓄食料や備品の再度見直しを行うと

共に福祉避難所としての備蓄数を確保しなければならない。今後も保

管場所やライフラインの確保などできうる限り行っていきたい。 

 

 


