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平成 27年度	 社会福祉法人ほのぼの会	  
障害福祉サービス事業報告 

Ⅰ、多機能型事業（生活介護事業及び就労継続支援Ｂ型事業） 

１、生活介護事業	  
食事や排泄等の介護や日常生活上の支援の他、委託作業（リサイクル割り箸薪作り、布オ 

ムツ洗濯と配達、海産物の注文配達販売等）や桜舎商店での販売活動、創作活動や養鶏作業

など生産活動の機会を提供した。 
＜具体的な内容＞ 
（１） 個別支援計画の作成（年 2回） 

	 グループ毎に各利用者の個別支援計画作成のための検討会議を行い、一人一人の

具体的なニーズにあわせた支援計画を作成した。また半期ごと、本人と保護者から

の評価を得て、再検討と見直しを行い支援に生かした。 
（２） 基本事業 

① 身体介護（食事、排せつ、衣類着脱、移動等） 
・常に安全に配慮し、利用者の権利擁護の立場も意識して介護にあたった。 
② 生産活動支援 

養鶏 
平飼いによる養鶏作業。餌の材料となる麩やおからの

回収、餌作り、餌やり、卵取り、パック詰め、配達。 
③ 創作活動支援 

絵画、手織り等 

個々の表現力を大切にした手織り作業等 
作品を以下の展示会に出展。 
・感性の織り展（11月 14日～1月 17日）長野県 
・冬の贈り物展（12月 3日～6日） 
・長井まちめぐり美術館（10月 27日～11月 8日） 
・アートツリーやまがた（1月 31 日～2月 28日） 
・この土地の温度を感じて（12月 26日～2月 29日）福島県 

④ 接客、販売、配達、宣伝活動等支援 
作業名 作業内容 
桜舎商店 
（雑貨屋） 

手織りや手織り加工品、委託商品の販売。 
月曜～金曜（10：00～16：00開店） 

桜舎かふぇ 
安心安全な食材を使ってランチやスィーツ等を提供

する「桜舎かふぇ」での接客 
火曜～金曜（11：00～16：00開店) 

割り箸まき作り 
リサイクル牛乳パックと割り箸の回収作業及び詰め

作業。 

布オムツ洗濯と配達 
はらっぱ保育園（吉原、飯塚）で使用している布オム

ツを回収して洗濯したもののたたみ方と配達。 

海産物等注文、配達 
三陸水産の無添加海産物やゴーバルの無添加加工食

肉商品、桜舎商品の注文取りまとめと仕分け作業及び

配達(東原協会、県社協)。月一回。 
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お中元とお歳暮商品

の販売 
桜舎商品のギフトボックス及びゴーバル商品のギフ

トボックスの注文取りまとめと販売。 
⑤ 相談・情報提供（医療、福祉、生活の相談及び情報提供等） 
・随時相談に応じ、対応した。 
⑥ 社会適応訓練（会話、外出、生活マナー等） 
・山形市福祉センター内のふれ愛喫茶店にて、1名が実習を行った。 
・各グループで以下のような外食等の機会を提供した。 
月  日 内  容 場  所 
4/11 イエローレシート店頭活動 イオンモール山形南 
4/21 グループ活動（トトロ） 花見・齋藤茂吉記念館	 	 	 〃 

4/21 グループ活動（あとりえ） 花見・高瀬	 	 	  

4/23 グループ活動（あとりえ） 花見・西蔵王	 大山桜 
4/30 グループ活動（トトロ） 花見・馬見ヶ崎河原沿い 
7/１ グループ活動（あとりえ） 映画・ソラリス 

7/7 グループ活動（あとりえ） プール・ジャバ 

7/9 グループ活動（あとりえ） ワークショップ・まなび館 

7/16 グループ活動（トトロ） プール・ジャバ 

7/24 グループ活動（トトロ） 映画・ムービーオン山形 

7/31 グループ活動（あとりえ） 温泉・ゆさ 

8/3 グループ活動（トトロ） 外食・ブラウニ―ズストーリー 

8/5 グループ活動（トトロ） ＨＡＴＡＫＥ	 cafe 

8/18 グループ活動（あとりえ） 山形市内・スタンプラリー 

8/25 グループ活動（あとりえ） 山形市内・スタンプラリー 

11/11 イエローレシート店頭活動 イオンモール山形南 

2/17 グループ活動（トトロ） 文翔館、湯殿山神社 

2/23 グループ活動（トトロ） 食事・ビッグボーイ南館店 

2/26 グループ活動（あとりえ） ヤマコーボーリング場 

2/29 グループ活動（トトロ） 食事・季分屋 

2/29 グループ活動（トトロ） 食事・イオンモール天童 

3/2 グループ活動（あとりえ） ワークショップ・まなび館 

3/10 グループ活動（あとりえ） ワークショップ・まなび館 

 
 

⑦スポーツ、レクリエーション 
 ・スポーツ 

おおよそ月 2回福祉センター体育館にて、他施設と交流しながら身体を動かす
機会を提供した。また、個別のニーズに合わせて、4 月～10 月中の間で 7 名の
方のプール利用支援を行った（計 20回）。 
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	 	 	 	 	 	 	     ・レクリエーション 
	 以下の行事等を保護者の協力も得て行った他、地域のボランティアによるコ

ンサート等を楽しむ機会を提供した。 
月 日 内  容	  備  考 
4/22 入所式 新利用者 2名	 保護者 1名 
6/13 わたしの会社祭 利用者 32名	 保護者 31名 
8/5 夏季慰労会 わたしの会社 

9/16 知的障がい者レクリエーション大会 利用者 16名	 保護者 4名 
10/6 リナワールド招待事業 利用者 27名	 保護者 20名 

10/26 芋煮会（わたしの会社	 室内） 利用者 32名	 保護者 21名 
11/13 ふれあい交流会 利用者 3名（他全 290名）	  
11/27 懇親会（パレスグランデール） 利用者 30名	  保護者 26名 
12/25 クリスマス会（ﾘｺｰﾀﾞｰｱﾝｻﾝﾌﾞﾙコンサート） ボランティア 4名	 イオン 3名 
12/25  冬季慰労会 わたしの会社 
1/22 新年会（もちつき、書き初め、紙芝居） わたしの会社 
2/3 節分・豆まき わたしの会社 

2/13 バレンタインデー（チョコレート） わたしの会社	 	  
3/3 ひなまつり わたしの会社	 	  

3/15 ホワイトデー（りんご＆いちご） わたしの会社	 	  
3/25 ミニミニコンサート ボランティア 3名 

⑦ 健康相談（健康チェック、健康相談） 
	 ・日々体調管理には十分配慮し、随時健康相談に応じた他、以下のように健康診 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 断等を行った。 
月	 日 内	 容 備	 考 

12/16,3/16 嘱託医往診 わたしの会社	 医務室 
9/9～10/28 健康診断（利用者） 至誠堂病院 

	 	 	 	 	 	 	 	 	  ・毎月 1回体重測定を行い、健康管理簿にて各家庭に報告し、保護者と肥満予防 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 対策など健康管理の面で連携を図った。 
 
 
２、就労継続支援 B 型事業  
	 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練として、食品加工等の生産活動をはじめ、

接客、販売等の機会を提供した。 
 
	 	 	 	 ＜具体的な内容＞ 

（１） 個別支援計画の作成（年２回） 
	 個別支援計画作成のための検討会議を行い、一人一人の具体的なニーズにあわせた

支援計画を作成した。また半期ごと、本人と保護者からの評価を得て、再検討と見直

しを行い支援に生かした。 
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（２） 基本事業 

① 生産活動支援 

食品加工及び調理等 
安心安全な食材を使ったパンやお菓子作り及びラン

チやスィーツの調理、配膳、洗い物等の機会の提供。 
② 接客、販売、配達、宣伝活動等支援	  

桜舎 
桜舎かふぇ 

安心安全な食材を使ったパンやお菓子、ランチやスィ

ーツ等を提供する「桜舎」「桜舎かふぇ」での接客等。 
桜舎、桜舎かふぇでの接客・販売をはじめ、以下の各種バザー等で販売をした他、

月１回（第 3木曜放送）のラジオ番組にてイベントの紹介や桜舎商品の宣伝等を行
った。 

 月	 日 内	 容 場	 所 
 7/17 チャレンジフェスタ 2015 山形ビッグウィング 
 8/4 セラフィム販売 セラフィム 

8/20 	  〃 	 〃 
9/10～11 就労部会研修会会場販売 ホテルメトロポリタン 

9/27 日本一楽しい馬祭 山形駅西口広場 
9/28 セラフィム販売 セラフィム 

10/9～13 山形国際ドキュメンタリー映画祭 山形美術館前広場 
10/11、12 滝山祭 滝山交流センター 
10/17～18 蔵王自動車創業祭 蔵王自動車販売店 

10/22 セラフィム販売 セラフィム 
11/3 山形オーガニックフェスタ 2015 山形ビッグウィング 

11/4、12、26 セラフィム販売 セラフィム 
12/10 	 	 〃 	 〃 
1/14 	 	 〃 	 〃 

2/4、25 	 	 〃 	 〃 

 

3/31 	 	 〃 	 〃 

ふ
れ
愛 

通年 
山形市総合福祉センター内 
ふれ愛常設販売 

山形市福祉センター 

③ 創作活動支援（手織り、工作、絵画、園芸、音楽等） 
④ 相談・情報提供（医療、福祉、生活の相談及び情報提供等） 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ・随時相談に応じ、対応した。 
⑤ 社会適応訓練（会話、外出、生活マナー等） 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ・山形市福祉センター内のふれ愛喫茶店にて、6名が実習を行った。	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ・以下のような外食等の機会を提供した。 

月	 日 内	 容 場	 所 
4/20 花見 馬見ヶ崎河原沿い 
5/8 グループ活動（見学等） いずみの家 

7/15 さくらんぼ加工研修 農業試験場 
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7/21 グループ活動（見学等） 山形コロニー 
2/8 グループ活動（調理等） 飯塚コミュニティーセンター 

 
⑥ スポーツ、レクリエーション 
	 ・スポーツ 

おおよそ月２回福祉センター体育館にて、他施設と交流しながら身体を動かす

機会を提供した。 
⑦ 健康相談（健康チェック、健康相談） 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ・生活介護事業所と同じ 
 
	 ３、食事提供サービス  
	 	 	 	 	 利用者の健康維持のためと楽しい食事時間にするために、衛生管理に十分気を付け食

材や調理法にこだわったおいしい食事提供に努め、咀嚼の困難な人に対して咀嚼の状態

に合わせた刻み食を提供した。また、誕生日を祝った誕生日メニューや季節の行事メニ

ューを提供した。 
 
４、送迎サービス  

	 	 常時希望者 21名（短期利用者を含めると 31名）に対し、送迎車両 5台にて、 
利用者の安全に十分留意し、各ご家庭及びグループホームまでの送迎を行った。 
短期入所利用者についても、わたしの会社と第 1ほのぼの荘間の送迎を行った。 

 
５、休日開所サービス  

各イベントへの出店時や長期休暇前後に休日開所し、通常サービス及び余暇支援的サー

ビスを提供した。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
６、その他  

・実習生の受け入れ 
実習名 教育機関 期  間 人	 数 

精神看護学実習 厚生看護学校 6/9～6/19 11名 
職場体験 山形第一中学校 7/7～7/9 2名 
介護体験 山形養護学校教員 7/29 3名 
職場体験 山形六中生ボランティア 7/30 3名 
実習 東北福祉大学 8/18～21 1名 

月	 日 内	 	 容 利用者数 場	 	 所 
6/13 わたしの会社祭 32名 わたしの会社 
9/27 日本一楽しい馬祭 6名 山形駅西口広場 

10/10～12 山形国際ドキュメンタリー映画祭 3名 山形美術館前広場 
10/10 滝山祭 6名 滝山交流センター 
12/28 年末	 カラオケ 13名 カラオケＧＵ 

1/5 年始	 ゲーム、福笑い 21名 わたしの会社 
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介護体験 山形市小野仁事務所インターン生 9/24 2名 
実習 東北芸術工科大学 12/7～11 1名 
実習 宮城女子大学 12/7～11 1名 
介護体験 小野市議・石黒県議インターン生 3/2 2名 

 
・ボランティアの受け入れ 

随時受け入れ、対応した。 
 

・各養護学校より実習生の受け入れ 
教育機関 期	 間 人	 数 

村山特別支援学校高等部 6/8～19 1名 
村山特別支援学校高等部 6/22～7/3 2名 
山形養護学校 7/6～10 1名 
山形養護学校 10/27～30 1名 

 
・タイムケアサービスの提供 
	 	 	 中・高生の長期休暇中の日中活動支援を行った。 

教育機関 期	 間 人	 数 
山形養護学校 7/27、29 1名 
山形養護学校 8/3～5 1名 
村山特別支援学校 8/4、6 1名 
村山特別支援学校	  8/17 1名 
山形養護学校 12/24～25 1名 

・その他見学者への応対 
	 	 随時受け入れ、対応した。 

 
・避難訓練と防火対策 
	 	 	 各種災害に備え避難訓練を実施した他、消防設備及び火災通報装置の点検を定期的に 

	 	 	 	 	 	 	 行った。 
実施日 訓練内容 備	 考 

4/1 火災報知器点検	  山形ニッタン 
7/6 避難訓練（通報・避難誘導・消火訓練） わたしの会社 

8/21 消防立ち入り検査 わたしの会社 
9/9 火災通報装置点検 山形ニッタン 

3/22 避難訓練（通報・避難誘導・消火訓練） わたしの会社 
	 	 	 	    

・職員研修の充実 
	 	 	 	 	 	 	 	 職員の質の向上を図るため、各種会議、研修会等に積極的に参加し、後日施設内報告

会を行い職員間で研修内容を共有した。 
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月	 日 内	 容 場	 所 参加者 
4/1 施設内自主研修会（基礎研修） わたしの会社 全職員 

4/22 施設内自主研修会（伝達研修） わたしの会社 全職員 

4/23 県知的障害者福祉協会総会・研修会 市福祉センター 遠藤 

4/28 山形市福祉団体連絡会総会 市福祉センター 船山、加藤 

5/12～13 カウンセリングゼミナール 県研修センター 清水 

5/15 県共作連総会・研修会 県福祉センター 船山、佐藤 
5/19 山形市福祉施設等連絡会幹事会 市福祉センター	 遠藤 
5/20 施設内自主研修会（ヒヤリハット研修） わたしの会社	 全職員 
5/27 POCCOやまがたサロン（事業所紹介） POCCOやまがた 遠藤、利用者２名 

6/2 県知的障害者福祉協会研修委員会 市福祉センター	 遠藤 
6/3 山形市福祉作業所連絡協議会総会 市福祉センター	 清野 
6/3 カウンセリングゼミナール 県研修センター 清水 
6/8 山形大学地域作り演習（事業所紹介） 山形大学	 	 	 	 遠藤 

6/10 新任者研修 県研修センター 齋藤、牧野 
6/24 施設内自主研修会（講師：伊藤利彦氏） わたしの会社 全職員 
6/26 山形市福作連研修担当者会議 市福祉センター 花輪 
7/9 県知的障害者福祉協会支援力向上研修 産業創造支援センター 花輪 

7/27 市自立支援協議会就労Ｂ型部会 市福祉センター 佐藤（千） 
7/28 苦情解決実務者研修 天童ホテル 清野 
7/29 施設内自主研修会（講師：山崎多代里氏） わたしの会社 全職員 

7/30 市自立支援協議会地域生活支援部会 市福祉センター 遠藤 
8/6 県知的障がい者レクリエーション大会役員会議 県総合運動公園 齋藤 

8/9～10 社会福祉ケアリーダー研修 県福祉センター 植村 
8/26 施設内自主研修会（個別支援計画作成について） わたしの会社 全職員 
〃 市福作連研修委員会 市福祉センター 花輪 

8/27～28 福祉施設職員研修 県研修センター 布施 
8/28 市自立支援協議会生活介護部会 市福祉センター 清野 
9/1 県知的障害者福祉協会支援スタッフ部会 市福祉センター 花輪 
9/2 施設内自主研修（伝達研修） わたしの会社 全職員 

9/3 県共作連県課長との懇談会及び研修会 県福祉センター 
船山、広谷、 
原田、山田、

遠藤 

9/8 市福祉団体連絡会ふれあい実習について 市福祉センター 遠藤 
9/11 県知的障害者福祉協会権利擁護推進委員会研修会 市福祉センター 清水 
9/11 市福作連研修会 市福祉センター 牧野 

9/12～13 県共作連職員研修会 金山町 
船山、加藤、佐藤

村上、齋藤、遠藤 

9/17 山形市福祉施設等連絡会視察研修 宮城県富岡町 遠藤 
10/2 レクリエーション大会総括会議 県総合運動公園 齋藤 
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10/23 県知的障害者福祉協会本人支援部会 市福祉センター 花輪.利用者 2名 

10/30 新人職員育成研修会 県研修センター 佐藤 
11/4 市長と語る福祉懇談会 市福祉センター 船山 

11/4～5 新任者キャリアアップ研修会 県研修センター 上遠野 
11/5～6 強度行動障がい支援者養成研修 県庁講堂 神保 

11/6 市福施設等連絡会アンガーマネジメント研修 ホテルキャッスル 遠藤、清野 
11/10 県知的障害者福祉協会施設長研修会 ヒルズサンピア 遠藤 
11/12 県社会福祉振興会研修 天童ホテル 長尾 
11/12 県知的障害者福祉協会支援力向上研修 市福祉センター 村上 
11/13 県社会福祉振興会研修会 天童ホテル 遠藤 
11/19 悠創の丘協議会会議 悠創の丘 清野 
11/25 ソウェルクラブアンガーマネージメント研修 山交ビル 加藤 
1/25 経営協研修会 ホテルメトロポリタン 遠藤 
1/25 工賃向上研修会 市福祉センター 峯田 

11/26 県虐待防止マネージャー講習 県研修センター 佐藤 
11/27 支援協議会就労Ｂ自立部会 市福祉センター 佐藤 
12/2 施設内自主研修（伝達研修） わたしの会社 全職員 

12/7 県知的障害者福祉協会セミナー 市福祉センター 
船山、皿谷、森谷

高橋  

1/21 リコーフォーラムネットワークセキュリティについて パレスグランデール 遠藤 
1/27 サービス管理責任者フォローアップ研修 市福祉センター 清野 
1/27 施設内自主研修研修（伝達研修） わたしの会社 全職員 
2/10 アート著作権について① 仙台 上遠野 
2/18 山形市福祉団体連絡会研修 市福祉センター 佐藤（め） 
2/24 施設内自主研修（伝達研修） わたしの会社 全職員 
2/25 アート著作権について② 仙台 上遠野 
2/26 県経営協法人制度改革セミナー ホテルキャッスル 船山、遠藤 
3/4 県知的障害者福祉協会支援スタッフ部会 市福祉センター 村上.利用者 2名 

3/15 県知的障害者福祉協会支援スタッフ部会 市福祉センター 花輪 
3/16 県知的障害者福祉協会権利擁護推進委員研修会 市福祉センター 清水 
3/23 施設内自主研修研修（伝達研修） わたしの会社 全職員 
3/25 サービス管理責任者フォローアップ研修 市福祉センター 清野 

 
 

・資源回収（計２回） 
	  保護者の協力のもと、鳥居ヶ丘地域と一部荒楯地域の資源回収を行った。 

月	 日 収	 益 備	 考 
5/18  7,779円 保護者 22名 

10/26  7,009円 保護者 17名 
2/22 46,000円 山形市より助成 
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・ホームページの管理運営 
事業所の周知、桜舎、桜舎かふぇ、桜舎商店の宣伝等に努めた。 

	 	 	 ホームページアドレス	 http://watashi-no-kaisha.net/ 
・ラジオ出演 
	 	 毎月第 3 木曜、山形シティーエフエム（VigoFM）に利用者の方と一緒に出演し、活
動の紹介や、桜舎、桜舎かふぇ、桜舎商店等の宣伝を行った。	  

 
 

Ⅱ、共同生活介護事業（グループホーム） 

1、  共同生活介護事業  
主として夜間における入浴、排せつ及び食事等の介護や調理、洗濯及び掃除等の家事、生

活等に関する相談及び助言、関係機関との連絡その他の必要な日常生活上の支援を行った。 
＜具体的な内容＞ 
（１）個別支援計画の作成（年 2回） 

	 各利用者の個別支援計画作成のための検討会議を行い、一人一人の具体的なニー

ズにあわせた支援計画を作成した。また半期ごと、本人と保護者からの評価を得て、

再検討と見直しを行い支援に生かした。 
	 	 	 	 	 （２）基本事業 

① 身体介護（入浴、排せつ、衣類着脱、移動等） 
・常に安全に配慮し、利用者の権利擁護の立場も意識して介護にあたった。 
② 食事提供 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 利用者の健康維持のためと楽しい食事時間にするために、衛生管理に十分気

を付け食材や調理法にこだわったおいしい食事提供に努め、咀嚼の困難な人に

対して咀嚼の状態に合わせた刻み食を提供した。また、誕生日を祝った誕生日

メニューや季節の行事メニューを提供した。 
③ 家事援助 
掃除、洗濯等の日常生活に必要な家事等の支援を行った。 

④ 相談・情報提供（医療、福祉、生活の相談及び情報提供等） 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ・随時相談に応じ、対応した。 

	  
２、避難訓練と防火対策 

	 	 	 各種災害に備え避難訓練を実施した他、消防設備及び火災通報装置の点検を定期的に 
	 	 	 	 	 	 	 行った。 

実施日 訓練内容 備	 考 
4/1 火災通報装置点検 山形ニッタン 
7/6 避難訓練（避難誘導訓練） ほのぼの荘 
8/8 消防立ち入り検査 ほのぼの荘 
9/9 火災通報装置点検 山形ニッタン 
3/22 避難訓練（避難誘導訓練） ほのぼの荘 
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３、職員研修の充実 

職員の質の向上を図るため、各種研修会・見学に積極的に参加し、後日職員間で 
研修内容を共有した。 
 
 
 

 
 
 
 

	 	  
４、体験利用サービスの提供 

	 	 	 	 	 体験利用希望者	 なし 
 

５、その他見学者への応対 
	 	 随時受け入れ、対応した。 

6月 22日（月） 見学	 山形市社会福祉事業団（5名） 
9月 1日（火） 見学	 ワークランドべにばな保護者等（20名） 
9月 9日（木） 見学	 ＮＰＯ法人あじさい（2名） 
2月 25日（木） 見学	 のぞみの家職員（10名） 

 
 

Ⅲ、空床利用型短期入所事業 

１	 空床利用型短期入所事業  
利用されていない指定共同生活援助事業所の居室において、268日間（延べ日数）で 55人（延

べ人数）の利用者の方に指定短期入所サービスを提供した。 
＜具体的内容＞ 
（１） 基本事業 
① 食事提供 
② 身体介護（食事、排泄、入浴、衣類着脱、移動介助等） 
③ 健康管理の支援 
④ 緊急時の支援 
⑤ その他日常生活に必要な支援 

 
 
 

月	 日 内	 容 場	 所 参加者 
8/27～28 福祉施設職員研修 県研修センター 布施 
9/10～11 チームリーダー研修 県研修センター 會田 

3/14 市自立支援協議会グループホーム部会権利擁護研修 市福祉センター 會田・高橋 
3/16 県知的障害者福祉協会権利擁護推進委員研修会 市福祉センター 須藤 


