
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人平徳会 

平成 28 年度 事業報告書 

 

 

 

 

（平成 28 年 4月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日） 

 



 

 

法人本部 

□ 新規事業所設立に向けての準備 

・予定地の検討 

・市役所へ開発申請 

・設計業者選考（H28.7 入札） 

・その他必要事項の打ち合わせ 

 

事務 

【業務内容】 

□ 理事会・評議員会関連業務 

・理事会、評議員会開催通知文の作成、送付 

・理事会・評議員会資料の作成 

・理事会、評議員会の運営補助 

・議事録の作成 

・役員関係書類の手続き、整備 

□ 事業計画作成・事業報告 

・次年度事業計画の作成 

・事業報告、現況報告の作成 

□ 財務管理 

・予算の編成 

・介護給付費等の請求及び管理 

・経費の支払い 

・出納業務および月次報告 

・決算業務 

□ 人事労務管理 

・職員給与（賞与）関係業務 

・求人業務 

・入退職関係業務 

・社会保険関係諸手続き 

□ 利用者管理 

・名簿の整理 

・入所者及び退所者手続き 

□ 預かり金管理 

・管理及び出納業務 

□ 渉外業務 

・保護者会との連絡調整 

・生活サポート協会「こしがや希望の里支部」事務業務 

・その他関係機関との連絡調整 

□ 外来者管理 

・施設内出入り者の把握 

□ 安全、保守、防災 

・安全点検の実施 

・建物及び付帯設備の保守管理 

・車両管理 

・防災計画の策定 

・年 12回の防災訓練を実施 

  



 

 

4  7 夜余暇想定 10 誤嚥時対応 1 地震想定 

5 夜間想定 8 水害想定 11 設備機器取扱い 2 抜き打ち訓練 

6 夜間想定 9 総合防災訓練 12 午後想定 3 通報訓練 

9 月・3月は消防本部へ計画書を提出しての防災訓練 

□ 行事 

・こしがや希望の里まつり、体育祭、クリスマス会の企画立案参加 

・準備金等の手配 

・必要に応じ保護者会と調整 

□ 文書管理 

・往復文書、内部文書、外部発送文書の管理 

・各種記録類の管理 

・諸規定の新規作成、編集、管理 

・マニュアルの管理 

□ その他 

・定款変更手続き 

・登記関係業務 

・備品、消耗品の管理発注 

・写真の販売、管理 

・各種保険手続き 

・その他庶務業務全般に関する業務 

・職場内修繕、美化 

月 業務内容 

４ 前年度残務 決算準備資料作成 理事会･評議員会案内 体制届作成 預り金確認 

５ 決算書作成 理事会･評議員会 体育祭 

６ 現況報告書作成 賞与支給 

７  

８ こしがや希望の里まつり 

９  

10  

11  

12 年末調整 賞与支給 クリスマス会 理事会･評議員会案内 

１ 理事会･評議員会 

２ 当年度補正予算作成 来年度予算書作成 事業計画作成 理事会･評議員会案内  

３ 理事会･評議員会 固定資産確認 年度末事務処理 処遇改善手当支給 36協定書 

  



 

健康管理 

○ 食事部門 

【業務内容】 

・栄養管理・献立管理 

・調理業務管理 

・利用者への啓発活動 

・委託業者との連絡、調整 

○ 医療部門 

【業務内容】 

・健康管理支援 

・通院支援 

・利用者への啓蒙活動 

・薬の管理 

・定期健康診断計画の策定 

・熱中症予防対策（強化月間 6月～9月） 

・感染症予防対策（強化月間 11 月～3月） 

【年間行事】 

月 食事部門 医療部門 

４ 花見 健康診断① 

５ 端午の節句・体育祭 保健衛生便り① 

６ ｶｯﾌﾟﾗｰﾒﾝ昼食会①  

７ 七夕･土用の丑の日 定期採血 

８ こしがや希望の里まつり 保健衛生便り② 

９ 月見･バーベキュー  

10 ハロウィン 健康診断② 

11 焼き芋会 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種･歯科検診 

12 ｸﾘｽﾏｽ･年越しそば 保健衛生便り③ 

１ 正月 定期採血 

２ 節分･ﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝ･ｶｯﾌﾟﾗｰﾒﾝ昼食会②  

３ ひな祭り･おでん  

 

  



 

支援 

① 平成 28 年度重点支援目標 

【衣食住の支援の見直し及び充実】 

1. 衣の支援 

常に清潔感のある衣類を身に付けられるよう支援する。 

2. 食の支援 

安全を保ちつつ、食の楽しみを感じていただけるよう支援する。 

3. 住の支援 

生活環境の更なる向上を目指す。また大規模修繕に向けた提案をする。 

 

② スタッフ目標 

1. 見る力 

2. 考える力 

3. 書く力 

4. 伝える力 

 

③ 計画 

1. 年間 

月 日 上半期主要行事 月 日 下半期主要行事 

4 21 健康診断 8 28 こしがや希望の里まつり 

  GW 日課（4/29～5/5） 12 23 クリスマス会 

5 14 体育祭 12  冬休み日課（12/24～1/2） 

8  夏休み日課（8/10～8/16） 12 29 施設内ワックスがけ 

 

2. 月例 

・嘱託医診察（第 2金曜日） 

・避難訓練/誕生日会（最終金曜日） 

・散髪（最終月） 

 

3. 週間プログラム 

曜日 月・木 水 火・金 土・日 祝日 

AM 

室内作業班 

製作班 

缶つぶし班 

グループ活動 

ウォーキング 

室内作業班 

製作班 

缶つぶし班 

施設内清掃 クリーン活動 

PM 
ウォーキング 

音楽クラブ 

室内余暇 

単独外出 

ウォーキング 

運動クラブ 

リハビリ班 

外出 

ジュース購入 
喫茶タイム 

 

  



 

 

4. 日課 

 時間 月～金 時間 土・日・祝 

施
設
入
所
支
援 

6:30 起床・洗面・着がえ 6:30 起床・着替え 

7:30 朝食・歯みがき 7:30 洗面 

8:30 掃除・洗濯・スタッフ朝礼 8:00 朝食・歯みがき 

9:00 ラジオ体操 9:00 洗濯 

9:30 午前活動開始 9:30 清掃開始（祝日クリーン活動） 

生
活
介
護 

10:30 水分補給 10:30 水分補給 

11:30 午前活動終了 11:30 清掃終了 

12:00 昼食・歯みがき 12:00 昼食・歯みがき 

12:30 余暇（ジュース購入）   

13:30 午後活動開始 13:00 午後活動開始（祝日喫茶ﾀｲﾑ） 

15:00 午後活動終了・おやつ 15:00 午後活動終了・おやつ 

施
設
入
所
支
援 

15:30 入浴・スタッフ引き継ぎ 15:30 入浴 

16:30 水分補給 16:30 水分補給 

17:30 入浴終了 17:30 入浴終了 

18:00 夕食・歯みがき 18:00 夕食・歯みがき 

20:00 水分補給 20:00 水分補給 

21:00 就寝準備 21:00 就寝準備 

23:00 消灯 23:00 消灯 

 

5. 支援活動 

【支援員共通】 

担当 内容 

記録 生活介護・施設入所支援日誌・ケース記録・各活動日誌等 

各種支援 プログラムにそった各種支援の実施、報告 

苦情受付け 利用者様・保護者様の相談受付け窓口 

その他 新人スタッフへの OJT 実施。実習生受け入れ対応。 

 

【利用者担当】 

担当 内容 

会議等 ケース会議出席、個別支援計画発表 

生活支援 

個別支援計画書一部作成、個別支援計画周知・実行 

小遣い管理（月末の繰り越し、年度まとめ）、月のまとめ 

居室環境整備・衣類調整 

日中活動支援 月の目標設定・まとめ、個別支援計画書一部作成、個別支援計画周知・実行 

 

  



 

 

【主任・リーダー】 

担当 内容 

会議等 主任・リーダー会議出席、ケース会議司会、各スタッフへの助言 

生活支援 生活環境の検討・提案、業務分担の検討・提案、支援員月目標設定 

日中活動支援 日課・週間プログラム等の検討・提案、活動班編成の検討・提案 

文書決裁 内部文書の一部決裁 

 

【支援課長】 

担当 内容 

サービス管理責任者 
個別支援計画作成管理、サービス提供内容・プロセス管理 

ケース記録管理、管理者への支援状況の報告 

事業計画 事業計画作成、実行状況管理 

利用者管理 新規利用者受入れ窓口、月プログラムの調整 

会議 会議計画の作成、支援会議・ケース会議の開催、支援会議司会 

研修 
職員研修計画の作成・申し込み、他施設実習に向けた調整 

OJT実施管理、虐待防止管理責任者としての職員指導 

実習生等受入れ オリエンテーション、プログラム作成、指導、評価 

文書決裁 内部文書の一部決裁 

広報 広報誌発行、HP 管理 

その他 各種プログラム・マニュアル管理、勤務表作成、支援員統括 

 

 

【日中活動支援】 

○ 室内作業班 

【活動内容】 

・雑誌付録の分別作業 

・機械部品の解体作業（新規作業） 

 

○ 製作班 

【活動内容】 

・石けん、ビーズストラップ、レインボールーム、ヘアゴム、年賀状、カレンダーの製作及び販売 

 

○ 缶つぶし班 

【活動内容】 

・アルミ缶つぶし（12 月～2 月はビニールハウス内で実施、3月～11 月は食堂軒下にて実施） 

・アルミ缶回収 

・アルミ缶納品 

・チラシ配布を近隣中心に行っており、回収率は上がっている 

  



 

 

○ 運動クラブ 

【活動内容】 

4 月～7月 ﾗｼﾞｵ体操⇒ｵﾘｼﾞﾅﾙ体操⇒ﾗﾝﾆﾝｸﾞ⇒ﾗﾀﾞｰ⇒ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ⇒ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞ⇒片付け 

8 月～11 月 ﾗｼﾞｵ体操⇒ｵﾘｼﾞﾅﾙ体操⇒ﾗﾝﾆﾝｸﾞ⇒ﾗﾀﾞｰ⇒ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ⇒ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞ⇒片付け 

12 月～3 月 ﾗｼﾞｵ体操⇒ｵﾘｼﾞﾅﾙ体操⇒ﾗﾝﾆﾝｸﾞ⇒ﾗﾀﾞｰ⇒ｻｯｶｰ⇒ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞ⇒片付け 

雨天時 体操⇒縄跳⇒ﾗﾀﾞｰ⇒ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ or ﾎﾞｰﾙ投げ⇒ｽﾄﾚｯﾁ⇒片付け 

 

○ 音楽クラブ 

【活動内容】 

・準備体操でエビカニダンスやこしがや希望の里オリジナル曲を踊る。 

・音楽を使ってリズム体操を行う。また、手遊びや手話などをレクリエーションとして取り入れ

る。 

・踊り（ソーラン節）・太鼓（輝きばやし）を 6 月の「ふれあいの日」、8月の「こしがや希望の里

まつり」にて発表。 

・ハンドベルを 12 月の「クリスマス会」にて発表。 

・サービス事業所しらこばとにて太鼓の発表(8月) 

 

○ ウォーキング 

【活動内容】 

・利用者個々の体力や関係に応じた班編成を行う。 

・ウォーキング終了後の手洗い・うがい支援。 

・7・8月の気温が高い日は希望者のみ実施。 

・1・2月の寒さが厳しい日には希望者のみ実施。 

 

○ リハビリ班 

【活動内容】 

・作業室にて個別のプログラムに加え、シニアエクササイズ・脳トレ。 

・作業療法士に認知症予防のﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ等の助言をもらい、実施。 

・飽きる事がないよう、随時新しいﾚｸﾘｴｰｼｮﾝの情報を集め、取り組んでいる。 

 

○ 農園芸班 

【活動内容】 

・さつまいも生産 ⇒ 季節行事「芋ほり」を行う。 

・生産した作物の販売。 

・自動販売機前のベンチ周辺の花壇の整備。 

 

【生活支援】 

 

○ 体育祭 

【日時】 

・平成 28年 5月 14日（土） 10:00～15:00 

【会場】 

・越谷北体育館 

【内容】 

・各種競技実施のほか、近隣事業所千草園・おぎしま園を招待した。 

 



 

○ こしがや希望の里まつり 

【日時】 

・平成 28年 8月 28日（日） 16:30～19:00 

【会場】 

・こしがや希望の里駐車場 

【内容】 

・カラオケ大会、屋台、音楽クラブ発表、ボランティア出し物、花火等。 

 

○ クリスマス会 

【日時】 

・平成 28年 12 月 23日（水） 11:30～15:00 

【会場】 

・こしがや希望の里 食堂・作業室 

【内容】 

・音楽クラブ発表、ボランティア団体出し物、スタッフ出し物、プレゼント抽選会 

 

○ 季節行事 

【内容】 

4 花見 7 花火 12 ｶｯﾌﾟﾗｰﾒﾝ昼食会② 

5 端午の節句 9 月見・BBQ 1  

6 ｶｯﾌﾟﾗｰﾒﾝ昼食会① 10 芋ほり・ﾊﾛｳｨﾝ 2 節分・ﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝ 

7 七夕（流しそうめん） 11 焼きいも会 3 ひな祭り 

 

○ 旅行 

【内容】 

・日帰り旅行 

 さがみ湖プレジャーフォレスト、航空科学博物館、東京タワー、箱根方面、江の島、 

 休暇村奥武蔵、野球観戦（東京ドーム）、柏しょうなんゆめファーム、東京ジョイポリス 

・一泊旅行 

 鬼怒川方面、那須方面、山梨方面、東京ディズニーシー 

・二泊旅行 

 長崎ハウステンボス他、ユニバーサルスタジオジャパン他 

 

○ グループ活動 

【活動内容】 

・班ごとに毎週水曜日、外食の場を設けている。（2～3 ヶ月 1回程度） 

 

○ 利用者自治会 

【活動内容】 

・毎月第一水曜日に活動。施設への要望等話し合いの場を設けた。 

・埼玉県発達障害福祉協会利用者部会（9 月・1 月）に参加し、他事業所との交流の場を設けた。 

  



 

 

 

【内容】 

月 内容  月 内容  

4 【行事説明】体育祭 総会 10 クリスマス会について 総会 

5 こしがや希望の里まつり 役員会 11 新年会について 役員会 

6 
こしがや希望の里まつり 

【保健衛生】手洗いについて 
総会 12 

【行事説明】クリスマス会 

【保健衛生】うがいの方法 
総会 

7 日中活動について 役員会 1 体育祭について 役員会 

8 【行事説明】こしがや希望の里まつり 総会 2 一年の感想 役員会 

9 誕生日メニュー 役員会 3 次年度役員選任・体育祭について 総会 

 

【地域支援】 

 

○ 地域・余暇係 

【活動内容】 

・日祝日、長期帰省時の余暇活動計画を作成し、里ウォーカーを発行。併せて保護者様向けの里ウ 

ォーカーも発行、掲示。 

・8月にボランティアキャンプの受け入れ。 

・療育手帳、カード類の管理。 

・車内備品を補充する。 

・その他、他事業所の行事参加等、余暇が充実するよう活動を行っている。 

 

○ 短期入所 

【活動内容】 

・短期入所利用希望者見学、相談、面接。 

・フェイスシートの作成、更新。 

・利用者様の日中活動プログラムの検討、個別支援計画書の作成・見直し。 

・プログラム、計画に基づいた支援の実施。 

  実利用者数 47 名 

  利用日数 1383 日 

 

○ 日中一時支援 

【活動内容】 

・日中一時支援利用希望者見学対応、相談、面接。 

・フェイスシートの作成、更新。 

・利用者様の日中活動プログラムの検討、個別支援計画書の作成・見直し。 

・プログラム、計画に基づいた支援の実施。 

  実利用者数 26 名 

  利用日数 259名 

 

○ 相談支援 

【活動内容】 

・支給決定前に面接によるアセスメントを行い、計画（案）を作成。 

・利用者等の同意を得て、計画（案）を利用者に交付。 

・各事業者と連絡調整を行い、計画（案）の説明を行う。 



 

・支給決定後、利用者等に説明し、文書により同意を得て計画を利用者に交付。 

・通所利用者は半年、入所利用者は 1年を目安としてモニタリングを実施。 

・サービス等利用計画（新規）26件 

・サービス等利用計画（継続）8 件 

 

○ 彩の国あんしんセーフティネット 

【活動内容】 

・発見連絡 支援を必要とする方を発見し連絡。 

・訪問相談 行って見て聞いて状況を把握。 

・制度検討 適用できる既存制度がないか検討・つなぎ 

・経済的援助 10 万円を上限とした経済的援助（現物給付）。 

・見守り 継続的に見守り。 

・今年度相談件数 2件（実対応 1件） 

○ その他 

・教員免許取得のための介護等体験（受入 49 名） 

・保育士養成課程における施設実習（受入 30 名） 

・ボランティア受入（計 58 名） 

・施設見学等来所者（計 90 名） 

 

【委員会】 

 

○ 人権・権利擁護委員会 

【活動内容】 

・利用者様からの苦情をはじめ、挙がった苦情に対しての改善案を検討、改善。 

・権利擁護や虐待防止に関する研修への参加。 

・人権意識アンケートの実施。 

・スタッフ向け研修会の実施。 

・利用者様向けの虐待防止研修を実施。 

・倫理会議の議題提案。 

 

○ 作業支援委員会 

【活動内容】 

・利用者様の作業班への適性見極め。 

・絶えず仕事が提供できるよう、作業班の活動内容の検討。 

・6・10・2月に報奨金入金。同時に各作業班の活動報告を行う。 

 

○ 保健・衛生委員会 

【活動内容】 

・リネン類管理。（季節ごとの布団調整、枕･タオルケット･毛布洗濯） 

・衣類調整（衣がえの指示） 

・流し、風呂場の排水溝のヌメリ取り、洗濯層清掃 

・インフルエンザ、感染性胃腸炎への注意喚起・対応 

・保健衛生だより作成 

・インフルエンザ予防接種、健康診断、歯科検診の順番やスタッフ配置計画作成 

 

○ 事故・防災対策委員会 

【活動内容】 

・事故・ヒヤリハット報告の検証、集計を行い支援会議にて報告。 



 

・避難訓練実施時の補助。 

 

○ 5S・庶務委員会 

【活動内容】 

・チェックリストを用い、施設内の整理整とん状況を確認。 

・名無し衣類の管理。 

・カーテンの不備について取りまとめる。 

・洗車道具の管理。 

・大規模修繕を実施するにあたっての具体的な案を取りまとめ。 

 

○ 日中活動検討委員会 

【活動内容】 

・各活動班と連携をし、状況を常に把握、調整を行う。 

・絶えず仕事を提供できるよう支援し、各利用者に合った活動を提供。 

・屋外での活動が制限されてしまう場合の代わりとなる活動の充実。 

・外での活動が難しい 7月後半～8月にかけての活動の調整。 

・新たな余暇活動の拡大。 

 

○ 研修委員会 

【活動内容】 

・施設内研修会の計画・実施（年度中 6回実施） 

 

 

○会議計画 

会議 参加者 司会進行 内容 

支援会議 原則全スタッフ 支援課長 
施設の運営に等に関わる基本的事項。 

利用者支援全般にわたる協議 

ケース会議 

サービス管理責任者 

生活担当・活動担当 

施設長・看護師・栄養士 

支援員 利用者個別支援に関する協議・検討。 

行事会議 各行事担当 行事担当者 各行事内容の検討、進捗状況把握 

委員会 各委員 委員長 委員会活動内容の検討・確認 

主任・ﾘｰﾀﾞｰ会議 主任・ﾘｰﾀﾞｰ 支援課長 支援員統括業務につての検討・確認 

給食会議 
栄養士・施設長 

看護師・支援員 
栄養士 栄養・調理・献立等、食生活に関する事項。 

倫理会議 原則全スタッフ 人権委員会 実習生等の外部からの意見の検討。 

防災対策会議 原則全スタッフ 防火管理責任者 防災対策に関する事項。 

 

支援会議・・・年 12回実施 

ケース会議・・年 34回実施 

行事会議・・・行事ごとに実施 

委員会・・・・委員会ごとに実施 

主任・リーダー会議・・・年 2回実施 

給食会議・・・年 12回実施 

倫理会議・・・年 1回実施 

防災対策会議・・・年 12回実施 



 

【外部団体出向】 

・越谷市地域自立支援協議会（全体会） 

・越谷市地域自立支援協議会パンフレット作成部会 

・越谷市地域自立支援協議会計画相談部会 

・越谷市障害者共同受注ネットワーク（全体会） 

・吉川市障害者介護給付審査会 

・埼玉県発達障害福祉協会評議員会 

・埼玉県発達障害福祉協会総務委員会 

・埼玉県発達障害福祉協会利用者支援委員会 

・埼玉県発達障害福祉協会青年部会 

・埼玉県発達障害福祉協会利用者支援委員会 


