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１．はじめに 

  阿蘇くんわの里においては、行事等の中止及び変更、感染予防のため外出・外泊及び

面会等の制限、１日数回の体温チェックと手指消毒の徹底そして施設内毎日の消毒実施

など新型コロナウイルスに翻弄された１年間であった。このコロナ禍だからこそ一層の

利用者の重度化及び加齢に伴う能力低下等の課題に向けた支援と強化を行うとともに職

員の育成はもちろんのこと利用者の生活しやすい環境の整備に努めた。また補助金を活

用し感染予防対策整備を行ったことで、生活棟２階の居室４部屋の個室化による居住ス

ペースの見直し、プライバシーの保護が出来た。加えて多目的室をデイルームの側にプ

レハブを設置しレクレーションの幅を広げ、利用者が楽しむ事が出来ように活用してい

きたい。 

事業活動収支は就労支援事業及び介護給付費は減収したが、訓練等給付費の増収と補

助金事業収入により前年度と比較し収入が増え、全体的に当期活動収支は黒字となった。

就労事業に関してはコロナ禍の影響を大きく受け、どの事業も作業の受注が減ったこと

で大幅な収入減となった。売上及び利用者の作業と工賃の確保のため、施設内外の作業

を事業ごとに分配し、売上に繋げているが、今後は、作業種の確保・選定が急務となって

いる。 

 

２．利用者状況（令和 3年 3月 31日時点） 

  今までは利用者の確保のため、相談支援事業所や病院、支援学校等と連携を図り、実

習・体験を通じて各事業に所属していただいていたが、コロナ禍の状況下での実習・体

験の受入れが難しく、今年度の新規の方は同法人からの移動のみとなった。 

 

  実施市町村は施設入所及び生活介護事業各１２市町村、就労継続 B型事業１１市町村、

生活訓練事業２市、短期入所２市であった。障害程度区分は平均４．４、平均年齢は 54.2

歳であった。 

 サービスの種類 定員 
令和元年度 

登録者数 

令和２年度 

登録者数 
増減 

日

中

活

動 

生活介護 40名 37名 36名 -1名 

生活訓練 6名 5名 2名 -3名 

就労継続支援 B型 34名 33名 37名 +4名 

就労移行支援 ６名 ２名 休止 -2名 

居

住 

施設入所支援 40名 37名 36名 -1名 

短期入所支援 1名 5名 6名 +1名 
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３．職員の状況 

 ①会議の開催 

   全職員に対して事業計画の周知徹底及び確認事項を月１回の職員会議で報告連絡を

行った。また、コロナウイルスの対応策や重要事項等は運営会議で都度行うとともに

職員への周知徹底を図った。利用者の退院時にはドクターからの食事制限の指導によ

り給食会議、利用者個別の問題点や情報の共有を支援会議で都度行った。 

 

 ②職員研修 

 1.コロナ禍での研修の開催がキャンセルなる中で選別しながらまた、オンラインでの

参加を行った。ほとんどがコロナウイルスに関する研修ではあるものの各施設での

対応の報告など自施設で行うことができることは取り組んでいった。 

2.資格習得に関しては ・社会福祉主事任用資格 ２名 

           ・就業基礎研修     ２名 

・実務者研修に     ２名 の職員が参加している。 

 

 

 ４．施設整備状況 

  ・福祉施設整備費補助金     生活棟２階居室２部屋の個室化・分電盤設置 

  ・感染症緊急包括支援交付金   生活棟２階居室２部屋の個室化 

                  多機能型簡易居室（プレハブ）の設置 

                  備品保管庫の設置          

                  デイルームの大型エアコン設置    

                  空気清浄機の設置 ４台       

開催日 研修名 主催 形式 人数 

7/15 菊池・阿蘇ブロック会議 熊本県知的障がい者施設協会 参加 ２名 

7/2～ 熊本県障がい者施設関係者オンライン研究会 オンライン ２名 

9/4～ 就業支援基礎研修 熊本障害者職業センター 参加 ２名 

10/2 熊本県知的障がい者施設協会 日中活動部会 オンライン １名 

10/27 阿蘇圏域自立支援協議会 中部ブロック部会 参加 １名 

12/15 コロナ感染対策に係る入所系福祉サービス応援事業 オンライン １名 

12/22 コロナウイルス感染防止対策研修会 オンライン 2名 

2/20～ 強度行動障害支援者養成研修 参加 ２名 

2/26 日中活動部会意見交換 熊本県知的障がい者施設協会 オンライン １名 

3/10 施設長会議 社会就労センター協議会 参加 １名 

3/25 種別部会意見交換会 熊本県知的障がい者施設協会 オンライン １名 
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  ・居室の古くなったエアコンの取り換え 

   熊本県新型コロナ感染症緊急包括支援交付金等の助成金を受け、上記の一部に充て

る。また、衛生管理体制確保支援等事業補助金によりマスク及び消毒液等の購入、熊

本県社会就労センター、熊本県知的障がい者施設協会等による衛生用品に関する補助

金、マスク及び手袋等の備品の寄付を受けている。 

今後は、高齢化や重度化を見据えた設備や利便性や安全性を兼ね備えた福祉車両購

入等を計画実行していく。 

 

５．実施行事 

日時 行事 参加者 場所 

4月 6日 花見 利用者・職員 グラウンド 

8月 14日 焼きそば・お好み焼き 利用者・職員 入所利用者 

8月 21日 かき氷 利用者・職員 就労 

10 月 16日 秋祭り 利用者・職員 職員駐車場 

11 月 21日 焼き芋会 利用者・職員 事業ごと 

12 月 17日 餅つき 利用者・職員 食堂裏車庫周辺 

12 月 24日 クリスマス会 利用者・職員 入所利用者 

２月 14日 抽選会 利用者・職員 入所利用者 

２月 21日 バーベキュー 利用者・職員 事業ごと 

３月 17日 弁当（アピカ散歩） 利用者・職員 アピカ 

 

６．部門別活動状況報告 

（１）障害者支援施設 阿蘇くんわの里 

●施設入所支援 

●生活介護事業 

●短期入所支援 

入所者が高齢化してきており ADL の低下や認知症がみられる利用者が増加してきて

いる。施設入所支援と生活介護事業と併せた中で食事や入浴、居室の清掃や洗濯など

の日常生活支援を行っており、その支援に看護師も加わって疾病の早期発見や体調変

化の確認を行うなど細かな健康管理に努めている。各病院との連携を図り利用者の状

態に合わせた食事形態、日常生活における注意点、簡単に行えるリハビリ的な軽運動

の指示を仰ぎ、利用者個人に見合った支援に努めている。また常時車イスの利用者が

３名となり見守り、介助が必須な方が増えた為、支援の強化が必要とされ早番２名・日

勤１名・遅番３名以上の勤務体制に変更を行った。しかし、今後、更なる重度化や ADL

の低下が懸念され、夜間帯及び緊急時の対応や対策についても十分に検討し、再構築

の必要性・重要性が考慮される。 
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   作業に関してはコロナウイルス感染や自然災害の為、受注が伸び悩んでいるが、現

状維持できるよう努めている。レクレーション活動やリハビリ的機能訓練を継続して

行うことができるよう体制を整え、計画実行を行っているが今後は定着して行ってい

けるよう努める。 

   短期入所に関してはご家庭の都合もあるものの、感染症対策として、通所利用者の

方のみ行っているが、毎月３名程度の方の利用があっている。今後も受入れには規制

が考えられるが状況を見ながら受入れを継続していきたい。 

 

●自立訓練（生活訓練） 

   継続している利用者については支給終了時に就労継続支援 B 型に所属できる様に作

業面・生活面のフォローに努めた。作業面については集中力、作業能力の向上を図れ

るよう実際に B 型利用者と同じ様に作業に従事することで本人の自信につなげている。

生活面では情緒の安定が図れるよう傾聴することはもちろんの事、精神科ドクターや

入所担当職員、看護師との連携を築き、支援の統一化に努めた。また、音や声、他利用

者の行動等に反応する利用者に対しては家族と連絡を密にし、パーテンションを利用

しながら個人の空間が出来るよう環境整備に努めた。今後も引き続き他事業に必要な

能力の向上及び生活リズムの維持、情緒の安定を目指し、利用者一人ひとりに合った

支援に努めていく。 

 

（２）多機能型事業所 阿蘇くんわの里 

●就労継続支援 B型 

阿蘇くんわの里全体に言える事ではあるが、コロナの影響が大きく受注が大幅に減

少それに伴って売上及び作業の確保が厳しい状況ではあるものの、施設内の消毒や清

掃、公用車の洗車、除草作業、剪定等を含めた役務作業を受注し、減少した作業量の確

保に努めた。 

工賃 一人当たり平均 ２３，３４３円 （令和元年度２６，８３２円） 

 

① 自主生産班 

販売サイトのデザイン等の見直しを年度中旬より行い、令和３年１月より運用開

始した。ネットショップで新たに決済方法としてクレジット決済を導入した事によ

り、現在では８割の方がクレジット決済に切り替わってきている。今後は新たな決

済方法等の導入を検討し、さらに売り上げを伸ばせるようにしたい。ネットショッ

プの見直しに伴い、プレゼント企画を行ったことでネット注文も伸びてきている。

また、新商品として石鹸２種類、お試しセットを追加した事で商品の幅が広がり顧

客への購買意欲の構造を行った。 

販売店舗については販売状況等を勘案し商品の在庫やポップの見直しを行ってい

るが、コロナ禍である為、訪問を控え電話連絡等に取り組んだ。また、ふるさと納税
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や熊本逸品物語冊子、熊本阿蘇の逸品ネットショップ等へも掲載していただき商品

の認知や販路拡大にも努めた。 

 

② 下請班 

コロナ禍での国内外の旅行客の減少によりお土産としてのゼリーの発注数が前年

の３分の１程度に落ち込んできている。業者との連絡をこまめに行う事で受注も少

しずつではあるが出てきている。また、阿蘇市からの内牧駅のトイレ掃除を受託（年

契約）、施設内の除草、剪定作業の受注、年度末より公用車の洗車や施設建物の維持

管理としてガラスや壁の清掃を受注し新たな作業を行う事で利用者のスキルアップ

に繋げてきた。 

 

③ 縫製班 

タオル作業を行っているが、ホテルや旅館への宿泊客が殆ど無い事から受注が殆

ど無く旅館のみのであった事から売り上げが減少している。枕カバーについても宿

泊客の減少によるシーツ等の材料不足からか受注が減ってきたことで売り上げが落

ちている。 

縫製技術の向上としてフエルトを使ったマスコット作成やビーズ手芸を取り入れ

てスキルアップを行った。 

 

（３）医務部門 

【保健管理の実施として】 

   ・健康診断の実施（年 1回 ※ただし入所利用者に関しては 2回） 

   ・通所利用者の健康診断に関しては希望者のみ 

   ・検診の結果で異常がみられた方は速やかに再検査を実施 

   ・定期服薬者（入所利用者）は定期受診を 1～2ヶ月に 1度 

   ・自己管理のできる利用者に関しては服薬の必要性の説明を行っている。 

   ・利用者の病院受診に関して本人のニーズに合わせ迅速に対応する。また、慢性疾

患を持つ利用者は定期受診とそれに伴った付き添い支援を行った上で、速やかに

家族や支援員との情報共有並びに連携を密に支援に努めた。 

【健康観察】 

   ・早期疾病の発見や予防のため、入浴介助や歩行訓練等の確認指導を行った。また、

重度の疾病の方への食事介助、病院受診に付き添い、ドクターの指示の下、支援

員や調理員への連絡申し送りに努めた。 

【体重測定】 

   ・毎月初めに実施（ただし身長は 4月のみ） 
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【感染症対策として】 

     ・検温（朝、昼、夕）３回・手指消毒・マスクの着用 

 ・施設内及び車両の消毒（オゾン消毒含む） 

     ・空気清浄機及びオゾン殺菌器の設置（食堂、廊下、支援室、Dルーム等） 

 ・生活棟の立入規制及び面会制限（緊急時除く） 

 ・入所利用者と通所利用者の食事時間の変更（入所者 11：30～ 通所者 12：30～） 

   今後も継続して行っていく必要性がある。 

 

（４）給食部門 

   入所・通所利用者の高齢化や、障害の重度化に伴い、利用者の状況に応じた献立作

成に重視し取り組んだ。その中でも特別メニューの提供など満足度の向上に努め、少

しでもおいしく、楽しみを感じてもらえるようにまた、前年度に導入したスチームコ

ンベクションで調理の質の向上、時短、メニューの拡大を図り、工賃日メニューには、

特に力を入れ、このコロナ禍、楽しみの一つである給食をいかに楽しんで味わってい

ただけるかなと思い試行錯誤し提供に対応した。衛生管理面においても、食品管理、 

殺菌消毒、掃除の徹底に努め、細菌、食中毒防止に取り組んだ。 

今後の課題として、こんなものが食べたい、美味しかったと言う声が多いに上がる

よう期待を裏切らない様心掛け献立作成、調理に邁進して行きたい。 

 

（５）防犯・防災訓練報告 

火災訓練を３回行い、火災時の職員の動きや適切な利用者誘導、また、利用者の方は

安全に避難できるように訓練を行った。コロナ禍であったため、阿蘇広域消防本部か

らの直接の指導と地元第９分団と協力した火災、水防訓練が出来ていない為、終息後

訓練がスムーズに行える様に事前協議を行い、防災意識向上のための訓練を行ってい

きたい。 

 


