平成３０年度ふじの木作業所事業報告
（平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日）
はじめに
今年度は、職員及び利用者の入退所の著しい１年となりました。職員間の連携を最優先
に、全利用者の思いをしっかり知り、適切な支援を心がけ、利用者に事故がなく安心して
過ごせることを第一に取り組みました。
定員を超えての受入れを行っている昨今、今後当事業所の新規利用希望に応えることが
困難な状況にあります。特別支援学校等の進路を考えると新たな事業所整備が必要です。
また、近隣入所施設のショートステイ満床状況が続く中、重度障害者の受入困難な実状
を痛感しています。家族の高齢化等により、日常生活を送ることが困難な利用者が増えて
いく事も予想され、受入先の狭さに苦慮するところです。
授産事業については働く意欲、充実、達成感を利用者と共に分かち合えるよう取り組み
ました。販路（納品先）の減少もありましたが、新たに三芳町ふるさと納税謝礼品及び富
士見市まちづくり寄付制度謝礼品に選定されました。
イベントへの出店機会も増えました。
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。
利用者とその家族、授産製品を通じ、消費者と地域の中で「働けるんだ」という自信・喜び
を大切に、地元に高く評価される商品作りを行いました。多くの方に本事業所の製品を活用
頂いており利用者の働く励みにつながっています。
イ 楽しむ
各作業班で定期的に外食やカラオケ等の外出を企画し、実施しました。また、ハイキ
ング、社会見学、納涼祭、年度末慰労会、宿泊旅行等の全体行事では、利用者自治会と
その都度話し合いを行いながら実施に向け準備を行い、利用者が思い出に残る活動にな
るよう取り組みました。
ウ 学ぶ
障害者団体企画の利用者部会に参加し、近隣施設の状況報告や利用者同志の交流を図
る中で、当事者同士の連携を育みました。
（３）医療・看護の提供
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全体の取り組みとして健康診断･歯科検診を実施しました。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、インフルエンザ及び感染症の予防に努めました。
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（インフルエンザ等）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）保護者と月１回定例会をもち、意思の疎通を図りました。
（４）雪による臨時休所を実施し、利用者の安全確保に努めました。
３ 保護者及び家族会との連携について
（１）毎月の家族会開催や年２回の作業班懇談会、などにより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
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。
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しました。
また、ボランティアや福祉実習生の受入れ、地域イベント等において他施設・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
平成３０年度においては、４名利用契約を締結し、土曜日開所や在宅生活からの施設
移行に向けた利用がありました。
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。
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ふじの木作業所業務報告
(平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日)
１． 利用者の状況（平成３１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
２８
０
１
（２）障害の程度
〇Ａ
Ａ
Ｂ
Ｃ

その他
０

男性
５
５
２
１
女性
６
４
４
合計
１１
９
６
１
（３）障害支援区分
生活介護 区分６ 区分５ 区分４ 区分３ 区分２ 区分１
男性
５
２
５
２
０
０
女性
２
４
７
２
０
０
合計
７
６
１２
４
０
０
２． サービス利用状況（平成３１年３月３１日）
サービス名
開所日数（日）
延べ利用率（人）
生活介護
２７５
５，５０９
日中一時支援
７６
指定特定相談支援

合計
２９

非該当

合計

１
１
２

１４
１５
２９

非該当

合計
１４
１５
２９

０
０
０

１日の利用平均（人）
２０．０

３ 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１・第３火曜日、第２・第４水曜日に実施
（イ） リハビリ 平日午後(希望者のみ)※機能訓練指導員実施
イ 外食
作業班単位にて実施
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）
エ 理学療法
33

理学療法を毎月第２・第４水曜日に実施（理学療法士による）
オ 行事
４月 ２日 花見・歓迎会
６月 １日 ハイキング（こども自然動物公園）
７月 １日 いきいき運動会
７月１１日～富士見ガーデンビーチ（夏季水泳活動）
（7/17・7/19・8/30）
８月 ６日 ふじの木作業所納涼祭
９月２７日～２８日 宿泊旅行（栃木県日光方面）
１１月１６日 社会見学（川越市 醤油工場見学）
１２月２７日 忘年会
１月 ７日 新年会
３月２９日 年度末お疲れ様会
カ グループ活動
毎月第２・第４火曜日、第１・第３水曜日午前（作業班グループの活動）
キ 土曜日開所
毎月第２土曜日 音楽療法（利用者希望出勤日）
毎月第４土曜日 音楽療法（利用者希望出勤日）
ク 自治会
毎月第３月曜日午後（話し合い）
毎月第４月曜日午後（奨励金回収）
ケ その他
６月１１日 大掃除（家族会参加）
（３) 医療
ア 健康診断
６月１３日・１４日・２０日・７月１７日
イ 精神科定期相談
２月２７日 （石井医師）
ウ 歯科検診
９月２０日
４ 運営管理業務
（１） 職員会議（月２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 毎月第３木曜日（年１２回）
イ 個人面談 年２回（個別支援計画・モニタリング）
ウ 作業班懇談会 各班年２回 計６回
（３） 避難訓練
５月１４日 消防避難訓練実施（火災想定訓練：避難・通報・消火・炊出し・引き渡し）
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１１月 ５日 消防避難訓練実施（火災想定訓練：通報・消火・避難訓練）
１１月１２日 避難訓練実施（水害・土砂災害想定訓練：避難訓練）
２月 ８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） 埼玉県指導監査
（８） 臨時休所 ２月 ９日（雪）
５ 研修
６月 ５日・８日 サービス管理責任者・相談支援従事者初任者（共通講義）研修
６月１８日 喀痰吸引等研修（３号）
７月 ８日・１５日 強度行動障害養成（基礎）研修
７月１３日 摂食・嚥下リハビリテーション初級研修
７月１７日 発達障害に関する研修
７月２０日・８月２７日・２８日 相談支援従事者初任者研修
７月２２日・２９日 強度行動障害養成（実践）研修
７月２９日 強度行動障害養成（実践）研修
７月３０日・８月３日 強度行動障害養成（基礎）研修
８月 ３日 発達障害に関する研修
８月 ８日 安全運転管理者講習
９月 ４日・１０月２９日・３０日 サービス管理責任者研修
９月１０日・１１日 強度行動障害養成（実践）研修
１０月 ２日 障害者の健康づくり講座
１０月 ５日・１２日 強度行動障害養成（基礎）研修
１０月２２日・２９日 強度行動障害養成（実践）研修
１０月２９日・３０日 サービス管理責任者研修
１１月２０日 消費税（軽減税率制度）に関する説明会
１１月２２日 話し方・折衡・交渉力向上研修
１１月２７日 食品表示法に基づく表示作成セミナー
１２月１７日・１月７日 埼玉県相談支援従事者現任研修
１月１５日 ストレスチェック・メンタルヘルス対策実施説明会
１月２９日 ２月５日 強度行動障害養成（基礎）研修
２月 ５日 埼玉県相談支援従事者現任研修
２月１０日 喀痰吸引等研修（３号）研修
２月２０日 アンガ―マネージメント研修
３月 １日 虐待防止対策に関する研修（三芳町中央公民館）１２名
３月２３日 社会人接遇・マナー研修（富士見市総合体育館） ８名
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６ 地域との連携
（１）販売をした主な行事
４月２２日 富士見市子どもフェスティバル（文化の杜公園）
５月１７日 富士見市商工会 記念品受注
５月１９日 むさしの作業所春祭り 出店販売（カリヨン広場）
５月２６日２７日 鶴瀬公民館祭り 出店販売（鶴瀬公民館）
６月 ２日 彩の国セルプまつり 記念品受注（大宮駅前 鐘塚公園）
７月 ５日～６日 浦和駅コンコース販売 出店販売（浦和駅構内）
７月１４日～１５日 ピースフェスティバル 出店販売（キラリ☆ふじみ）
７月１４日 富士見特別支援学校夕涼み会 出店販売（富士見特別支援学校）
８月 ３日 寄居町社会福祉協議会 商品受注
８月２５日 オリンピック・パラリンピック２年前イベント 出店販売（富士見市総合体育館）
９月 ２日 富士見市星空シアター 出店販売（貝塚公園）
９月２２日～２３日 全国ろうあ者体育大会 出店販売（富士見市総合体育館）
埼玉県立富士見高校学園祭 委託販売
９月２６日 かしの木ケアセンター納涼祭 委託販売
１０月 ７日 ふじみ野市学童フェスタ 出店販売（カリヨン広場）
１０月２０日 富士見市パレット祭り 出店販売（富士見市社会福祉協議会）
１０月２７日 富士見市ふるさと祭り 出店販売（文化の杜公園）
１１月 ３日～４日 跡見学園女子大学学園祭 委託販売
１１月 ３日～４日 日本ハンドボールリーグ 出店販売（富士見市総合体育館）
１１月１７日 むさしの作業所秋祭り 出店販売（カリヨン広場）
１１月１７日 富士見特別支援学校学習発表会 出店販売（富士見特別支援学校）
１１月２５日 三芳町福祉祭り 出店販売（三芳町藤久保小学校）
１２月 ８日 あいサポートイベント 出店販売（鶴瀬西交流センター）
１２月１２日～１４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
３月 ２日 ゆいの里バザー 出店販売（鶴瀬駅西口サンライトホール）
３月２８日 富士見市の支え（られ）るコレクション 出店販売（老人センター）
財団法人埼玉ＹＭＣＡ 記念品受注
三芳町 ふるさと納税謝礼品受注 １２件
富士見市 まちづくり寄付制度謝礼品受注 ２件
（２）関係団体
５月２５日 埼玉県集団指導監査
ゆいの里福祉会評議会
６月２９日 ゆいの里福祉会評議会
８月２１日 きょうされん利用者交流会（利用者２名、職員１名参加）
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７月２７日 富士見市在住卒業生等進路連絡会
９月１９日 富士見特別支援学校 進路支援協議会
３月 ７日 富士見特別支援学校 対象卒業生移行支援会議
３月１５日 富士見特別支援学校 卒業式
３月１９日 埼玉県管理者会議
３月２６日 ゆいの里福祉会評議会
３月１９日 埼玉県管理者会議
※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
７ 視察・見学
＊ 利用希望者 見学
＊ 富士見特別支援学校 保護者・職員 見学
＊ 川島ひばりが丘特別支援学校 職員 見学
＊ 所沢おおぞら特別支援学校 保護者・職員 見学
＊ 富士見ゆうきの家 利用者・職員 見学
＊ 10/4 富士見市上沢地区民生委員 視察
＊ 3/19 ふじみ福祉フォーラム 21 実行員会 視察
＊ 放課後等児童デイサービスまたね 保護者・職員 見学
８ 実習受け入
（１）特別支援学校生徒
６月 ４日～ ６月 ８日
６月１２日～ ６月１５日
６月１８日～ ６月２２日
７月２３日～ ７月２７日
１０月 １日～１０月 ２日
１０月１１日
１１月２６日～１１月３０日
１月２１日～ １月２５日

富士見特別支援学校３年生
富士見特別支援学校２年生 ２名
富士見特別支援学校２年生
所沢おおぞら特別支援学校２年生
富士見特別支援学校３年生
富士見特別支援学校２年生
所沢おおぞら特別支援学校１年生
富士見特別支援学校３年生

（２）学生等
１２月２６日、２７日 文京学院大学作業療法学科 OT 実習（４名）
９ ボランティア
（１）受け入れ延人数 ２９名(作業支援他)
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