令和２年度ふじの木作業所事業報告
（令和２年４月１日～令和３年３月３１日）
はじめに
新型コロナウイルス感染問題で世界中が不安な毎日となっております。当事業所も当た
り前の生活が一変し、マスクができない利用者、感染すると命の危機に繋がる利用者の感
染防止に頭を悩ませる一年となりました。
「自分や周りの人を守る」基礎予防の徹底を図ると
ともに、利用者・職員の日々健康管理や情報共有等を念頭に感染防止に努めました。
授産事業については、地域イベントが中止となり、利用者自身が作った製品を対面販売
する機会がなくなりましたが、富士見市の新型コロナ対策工賃維持新事業や三芳町のふる
さと納税謝礼品の注文を頂き働く意欲を利用者と共に分かち合うことができました。
菓子製造事業については、新商品の販売、また令和 2 年 6 月より賞味期限の見直しをおこ
ないました。
4 名の利用者が新たにグループホームに入居しました。3 分の 1 以上の利用者が親元を
離れた生活を送っています。まだまだ家族の高齢化の課題、日常生活を送ることが困難な
重度障害者の受入先の狭さに苦慮するところです。
１ 支援の充実について
（１）介護の提供
個別の障がいの状態に応じて、食事・排泄などの必要とされる介護を適時・適切に行い
ました。また、居宅事業者と利用者の支援が在宅時においても途切れる事が無いよう、調
整・連携し取り組みました。
（２）活動の支援
日常の生活要素である「働く・楽しむ・学ぶ」の３点を重点とし、活動の支援を実施し
ました。
ア はたらく
昨年同様、資源回収・菓子製造・自主製品製造の３グループにて作業を実施しました。
イ 楽しむ
各作業班で定期的に外食等の外出、また、ハイキング、社会見学、納涼祭、年度末慰
労会、宿泊旅行の実施に向けて協議をしました。新型コロナウイルスの感染・流行を防
ぐためにやむなく中止判断となりましが、代案を検討し利用者が思い出に残るよう取り
組みました。
ウ 学ぶ
新型コロナウイルスの感染、流行を防ぐために、職員・利用者・家族と情報の共有し
つつ、手洗い・うがい・消毒等の家庭・事業所内で感染予防対策を呼びかけました。
（３）医療・看護の提供
全体の取り組みとして健康診断を実施しました。また個別の取り組みとして、喀痰吸

引・血圧測定・病状者の観察・投薬管理・家庭と医療機関との調整を行いました。また、
新型コロナウイルス・インフルエンザ及び感染症の予防に努めました。新型コロナウイル
ス感染防止の観点から歯科検診は中止しました。
リハビリテーションについては、リハビリ計画に基づいた自主トレーニングと従来から
実施しているリラクゼーションを組み合わせて実施しました。
（４）その他
利用者の自治会活動を毎月実施し、施設経営に対する要望、行事、障害者団体企画の勉
強会、風邪や感染症の予防講習、近隣の清掃奉仕活動などを行いました。
２ 円滑な運営と業務の推進について
（１）適時･的確に事業推進を行う為、内部会議の実施・外部会議の参加を実施し、利用者
支援及び事業所経営の方法について、意見交換や学習を行いました。また、サービス管
理責任者及び相談支援専門員研修に職員を派遣し、資格取得に努めました。
（２）運営上必要である防火・車両管理・虐待防止等責任者を配置し安全・的確に施設が
運営できるように努めました。
（３）当事業所は、洪水による浸水想定区域内にある為、令和元年の台風１９号の教訓を生
かした避難計画の再検討を随時おこないました。
３ 保護者及び家族会との連携について
（１）定期的に家族会や作業班懇談会を開催し、情報交換に努めました。諸行事の実施に
あたり、家族会と相互に協力、連携を図りました。
（２）個別支援計画・モニタリング等、個別の面談を行い、利用者・保護者の要求や願い
を受け止めるだけではなく、適切な情報の提供や生活の提案などにも努めました。
４ 地域との連携について
近隣の医療法人財団明理会イムス富士見総合病院と医療連携契約を締結、また富士見市
南畑町会と災害協定を締結し、災害時の対応を整えるとともに、利用者自治会による地域
貢献として土手清掃を実施しました。
また、ボランティアや福祉実習生の受入れ、他施設・他機関と協働し、関係の強化を図
りました。
５ 日中一時支援事業の実施について
必要に応じて日中一時利用者を受け入れました。
６ 指定特定相談支援事業について
利用者の立場に立ったサービス等利用計画の作成、モニタリングを実施しました。

ふじの木作業所業務報告
(令和２年４月１日～令和３年３月３１日)
１． 利用者の状況（令和３年３月３１日現在）
（１）地域区分
地域
富士見市
ふじみ野市
三芳町
生活介護
２７
０
１
（２）障害の程度
〇Ａ
Ａ
Ｂ
Ｃ
男性
６
女性
４
合計
１０
（３）障害支援区分
生活介護 区分６ 区分５
男性
５
２
女性
５
５
合計
１０
７

４
５
９

２
４
６

その他
０

１
１

区分４ 区分３ 区分２ 区分１
５
２
０
０
３
１
０
０
８
３
０
０

２． サービス利用状況（令和３年３月３１日現在）
サービス名
開所日数（日）
延べ利用率（人）
生活介護
２７３
５，４６４
日中一時支援
３
指定特定相談支援

合計
２８

非該当

合計

１
１
２

１４
１４
２８

非該当

合計
１４
１４
２８

０
０
０

１日の利用平均（人）
２０.０

３． 工賃支給状況
生活介護

平均工賃月額
１０，９１５円

４． 支援活動
（１）作業支援
ア クッキー班 菓子製造販売
イ はがき班
手漉きはがき等自主製品製造販売、内職作業
ウ 回収班
資源回収、解体作業、内職作業
（２) 生活支援
ア 体力づくり
（ア） 毎月第２・第４月曜日、第１・第３火曜日に実施
（イ） リハビリ 平日午後(希望者のみ)
イ 外食
作業班単位にて実施

支払人数
２８人

ウ 療育活動
音楽療法を毎月第１・第３火曜日に実施（音楽療法士による）
＊令和２年２月～７月及び令和３年１月７日～３月末まで新型コロナウイルス感染防止策として音楽療法の自粛
エ 理学療法
理学療法を毎月第２・第４月曜日午後に実施（理学療法士による）
＊令和２年 4 月7 日～5 月及び令和３年１月７日～３月 21 日まで新型コロナウイルス感染防止策としてリモート実施
オ 行事
４月２４日 ハイキング➡ 企画変更）作業所周辺スタンプラリー
８月 ７日 ふじの木作業所納涼祭（中止）➡ 代案）お楽しみ会
１０月１６日 社会見学（中止）➡ 代案）ハロウィンお楽しみ会
１２月２４日 忘年会（中止）➡ 代案）クリスマス会
３月１８日 年度末お疲れ様会
３月３１日 利用者・職員送別会
カ グループ活動
毎月第１・第３月曜日午後、第２・第４火曜日午後（作業班グループの活動）
キ 土曜日開所 （5 月～9 月まで土曜日の閉所）
毎月第２・第４土曜日 ゆとり日課（利用者希望出勤日）
ク 自治会
毎月第３木曜日午後（話し合い）
毎月第４木曜日午後（奨励金回収）
ケ その他
大掃除（中止）
（３) 医療
ア 健康診断
１０月７日・１３日・１９日・２８日
イ 精神科定期相談
１２月２３日 （石井医師）
ウ 歯科検診
コロナウイルス感染防止に伴い中止
５． 運営管理業務
（１） 職員会議（月１回）支援員会議（月１回）作業班会議（月１回）
（２） 保護者との連携
ア 家族会（4～9 月開催自粛） 隔月第３木曜日
（年 4 回）
イ 個人面談（対面自粛）電話及び書面にて実施 （個別支援計画・モニタリング）
ウ 作業班懇談会 （開催自粛）
（３） 避難訓練
１月１６日 避難訓練実施（水害・土砂災害想定訓練：避難訓練）
５月１８日 消防避難訓練実施（火災・水害想定講義：話し合い・炊出し訓練）

１１月 ９日 消防避難訓練実施（火災想定訓練：通報・消火・避難訓練）
（４） 消防点検・害虫駆除・車両点検・雑排水処理定期実施
（５） シルバー人材センター清掃 毎月第１土曜日実施
（６） 福祉会関係 法人本部参照
（７） 臨時休所
６． 研修
４月～３月 サポーターズ・カレッジ（WEB 研修） 全４８回
１０月２８日 HACCP に関する講習会
１１月１８日 安全運転管理者講習
２月１０日 事例から学ぶコロナ対策（WEB 研修）
３月 ３日 介護体験実務説明会（ZOOM 説明会）
３月 ９日～ 摂食・嚥下研修会（WEB 研修）web 研修
３月１８日～ 埼玉県障害者虐待防止・権利擁護研修（WEB 研修）
７． 地域との連携
（１）販売をした主な行事
１２月１５日～１７日 大宮コンコース販売 出店販売（大宮駅構内）
２月１４日 東入間地区遊技組合・防犯協会 バレンタイン記念品受注
三芳町 ふるさと納税謝礼品受注 ２９件
富士見市 まちづくり寄付制度謝礼品受注 １件
富士見市 新型コロナ対策工賃維持新事業 1,810 セット
（２）関係団体
６月２９日 ゆいの里福祉会評議会
７月２９日 富士見市在住卒業生等進路連絡会
３月３０日 ゆいの里福祉会評議会
※埼玉県セルプセンター協議会会議 随時
※きょうされん会議 随時
※富士見市施策推進協議会相談支援部会 随時
※２市１町指定特定相談支援事業所ネットワーク連絡協議会 随時
８． 視察・見学
＊ 利用希望者 見学
＊ 富士見特別支援学校 生徒・保護者・教員 見学
＊ 所沢おおぞら特別支援学校 生徒・保護者・教員 見学
＊ 富士見市社会福祉協議会 職員 見学
９． 実習受け入
（１）特別支援学校生徒
８月１７日～ ８月２１日
所沢おおぞら特別支援学校３年生

９月２８日～１０月 ２日
富士見特別支援学校１年生
１０月 ５日～１０月 ９日
富士見特別支援学校１年生
１１月１６日～１１月２０日
所沢おおぞら特別支援学校３年生
１１月２４日～１１月２７日
所沢おおぞら特別支援学校１年生
１１月３０日～１２月 ４日
所沢おおぞら特別支援学校１年生
（２）学生等
８月 ３日～ ８月 ７日 獨協大学 教員免許特例法介護実習
１０． ボランティア
（１）受け入れ延人数 １９名(作業支援他)

