
 社会福祉法人八千代翼友福祉会 2022 年度事業計画 
                          
 
 
法人の理念 

・障害のある人たちが、地域で普通の市民としての暮らしが出来るよう活動します。 
・かけがえのない存在としての利用者の尊厳を大切にし、そのねがいに寄り添い、事業を運

営します。 
・地域の人たちとの交流・共同を大切にし、地域に役立つ活動を展開します。 
 また、それらの活動を通して「共に生きる」理念・方法の創造、発信を行います 

 
 

はじめに 
 

 「コロナ」発生から２年を経過しても、まだ収束の見通しが立っていません。 

 このため、事業計画も不確定さを持ってしまいますが、できるだけ計画に沿った執

行を心がけていきたいと思います。 

 本年度の大きな事業としては、５月に６番目のグループホーム「朋」の開所、そし

てビータス新築に着手、があります。共に大きな事業となりますが、着実に進めてい

きたいと思います。 

 昨年度、友愛みどり園では、2 人の入所施設等への入所による退所者がありました。 

 法人のグループホーム整備はそれなりに進めてきているとは言え、ニーズに応えき

れていない、ということだと思います。グループホームの整備には、職員確保等困難

な課題がありますが、検討は続けていく必要はあります。 

 支援内容に係ることに関しては、コロナ禍で外出等の活動が制限される中、利用者

のニーズに応えられる工夫が要請されます。 

 また、いまだに報道される従業者による障害者虐待により、様々な虐待防止態勢の

整備が要求されています。これらについてはきちんと対応することはもちろんですが、

「形だけ」の整備に留まらず、人権意識の向上や利用者の発達要求に応える支援論の

構築など、職員集団の実践的研修を進める必要があります。 

 今年度は、役員の改選等は予定されていませんので、安定した体制で事業運営に当

たりたいと思います。 



友愛みどり園 2022 年度事業計画 

 

Ⅰ 趣旨 

2021 年度も「個」に着目し、利用者の状態を見極め、集団の中で活動意欲を高めるため

の取り組みを実践してきました。また、利用者の心身の状態により個別的な支援が必要な方

には、個別対応支援を継続的に行ってきました。 

2022 年度は、これまでの取り組みを継続しつつ、利用者が側楽ことや輝ける経験を通し

て、内面の豊かさを育み、その人らしい生活が実現するように取り組みたいと思います。 

現状としては、新型コロナウイルス感染症の終息の見込みが立たず、今年度も情勢の変化

に合わせてイベント等を制限せざるを得ない状況が続くと思われます。今は、利用者の生活

の安心・安全・安定を守る環境を保つことが最優先だと考えます。これまで通り、利用者の

健康状態の把握に努め、更なる保健衛生の強化を実施していきたいと思います。 

このような状況下だからこそ、引き続き利用者としっかり向き合い、友愛みどり園が大切

にしてきたことを確実に実践していける一年にしたいと思います。 

 

 

基本理念 

①人格・人権の尊重をすべての支援活動の基本とする。 

②利用者自らの生活を自らの意思で選択・決定できるよう、可能な限り本人の意思を尊重し

自己決定できるよう支援する。また、その中で各々の自己実現が図れるよう支援する。 

③活動が施設の中で完結することなく、地域に開かれた施設、地域に必要な施設となること

を目指す。 

 

 

支援方法 

①利用者は、複数の集団（ホーム・活動・全体）に属し、それぞれの集団の仲間と共に向上

していくことが出来るよう支援する。 

②一人ひとりの進んだ面・得意な面に目を向け伸ばすよう努め、遅れた面・不得意とする面

に手を当て、フォローすることを支援の視点とする。 

③一人ひとりの長期的及び短期的支援目標を設定し、取り組む。目標設定に際しては本人及

び家族との協議を行い、家庭との一体的支援を図る。 

 

Ⅱ 事業計画 

支援態勢 

①定員    ５６名 



②職員態勢  法的基準に拘らず、安全と適切な支援を保障できる職員態勢を確立する。 

 

重点目標 

１、支援内容の充実    

① 【手ごたえを感じられる課題を掴む】 

利用者が達成感・手応えを感じられるよう、一人ひとりの適切な課題を掴み支援

する。 

② 【「自主的活動を引き出す・見守る・育む支援」と「集中的に手を当てる支援」を!】 

利用者の内面理解に努め、利用者の「自主的活動を引き出す・見守る・育む支援」

と「集中的に手を当てる支援」などのメリハリのある支援を行う。 

③ 【地域の一員としての活動を!】 

様々な活動を「地域の一員としての活動」として発展させる。 

２、家族支援の充実 

将来の暮らし、社会資源の活用・創造など、家族・職員が一緒に検討すべき課題を家

族（家族会）に提起、検討するとともに、暮らしに関連する情報提供を充実させる。 

３、職員研修の充実 

① 支援マニュアルを活用、改善する。 

② 障害福祉施策の動向にもアンテナを張り、必要な情報を把握する。 

③ ヒヤリハット（危機管理シート）を活用し、防災・事故防止の意識を高める。 

４、権利擁護態勢の充実 

① 言動も含め、利用者の権利侵害が生じないよう日々の点検活動を強化する。 

② 個々の利用者の意思を尊重し、適切な対応を心がける。 

③ 利用者が意思決定するための適切な支援方法を検討する。    

５、他事業との連携 

① 利用者の豊かな生活のため、他事業所のサポート体制を整備する。 

② 相談支援事業所と連携を図り、利用者の生活全般を視野に入れた支援を行う。 

  

 

 

 

 

 

 



 きざし 2022 年度事業計画 

 

●基本理念 

①人権・人格の尊重 

②はたらく場の保障 

③社会生活の場の提供 

④社会貢献・地域貢献の実践 

 

●基本方針 

①´ 「普通の生活」→同年齢の市民と同じ経験・生活の保障 

「らしさ」→一人ひとりの心に寄り添った活動 

②´ 「大人として」→はたらく意味を知り、その喜びを感じることができる 

    「ちから」→はたらく事を通じ、伝える・見通す・思いやる等「ちから」を養う 

③´  「お互い様」→集団として助け合い、認め合う事でお互いを尊重していく 

    「また明日」→安全・安心を保障し、楽しみにできる環境を作っていく 

④´  「ありがとう」→お互いに必要とし、される関係を作っていく 

 

●事業目的 

 ・社会福祉法人八千代翼友福祉会の生活介護事業所「きざし」が行う障害者総合支援法の適正

な運営を確保するため 

に人員及び管理運営に関することを定め、事業所の従事者が、支給決定を受けた障害者に対し、

適正な指定生活介護 

を提供すること。 

・利用者の基本的人権・人格を尊重し、充実した日常生活及び社会生活を営むことができるよう

に、創作的活動・生産的活動及びスポーツ・レクリエーションの機会を提供する。 

・地域での自立した生活を送れるよう、健康で文化的な生活に必要な知識・技術・習慣の習得を

支援する。 

 ●事業内容 

・個別支援計画の作成 

    利用者各々の心身の状況、希望及び環境を踏まえ、サービスの目標・具体的なサービス内容

を記載した個別支援計画（ケアプラン）の作成 

  ・基本的生活習慣の獲得 

 食事・排泄・更衣・整容等基本的生活習慣の習得に必要な支援を行う 

・生産的活動（織物等室内作業及び畑作業） 

  作業能力にあわせた生産活動を保障し、はたらく意味・喜びを知る機会を提供する 



・スポーツ・レクリエーション（ウォーキング・ジョギング等、季節の小行事） 

 スポーツ・レクリエーション及びそれに係る創作的活動を通じて、充実した日常生活の提供と他

者との交流の場となるようにする。 

・社会参加（地域活動への参加、地域の清掃活動） 

  地域参加及び地域貢献に向けて、社会資源の活用や地域活動への参加及び清掃活動等の

積極的な活動を行う 

・健康観察 

 日々の健康観察及び協力医療機関を通じて健康保持のための支援 

・利用者又は家族に対する相談及び助言 

  利用者及びその家族の支援（介護）に関する相談及び助言を行う 

 

●2022 年度事業計画 

    

   ・活動の場や幅を広げ、地域の中での役割を担えるような環境を模索する 

→現在は、「地域清掃」や「学校ボランティア」、「公園清掃（サンワックスさん）ボランティア」等

の活動を通じて地域との接点を持つことができている。その中では、活動の目的のひとつでも

ある「誰かのために」を実感することができる場面が多く、皆さんのモチベーションにつながって

いることは間違いが無いように感じる。それらを続けていく中で、結果として地域にとってのきざ

しの役割として位置づけられるようにしていきたい。また、コロナの状況下では難しいことも予想

されるが、地域での役割を担えるような活動をさらに模索し、その、場や幅を広げる努力をし

ていきたい。 

 

・新たな集団作りを試みる中で、「小規模」としてのメリットを最大限に活かせる活動の提案。 

→昨年度は、様々な活動の中で小グループを作り、その中で「リーダー」という役割を持つ方を

決め、その方を中心に、より周りの仲間を意識できるような環境づくりを心掛けてきた。その中

では、普段では見られない行動や発言があり、改めて集団の持つ力を実感することになった。

「新たな集団作り」の中では、リーダーに限らず、それぞれが見通しと積極的な姿勢を持って

仲間を意識できるような場面をたくさん作っていきたい。 

  →昨年度「集団」をテーマとして取り組む中で、様々な場面で利用者同士が「協力」関係を築く

姿を目にしてきた。 

    今年度はその集団作りの中でも、利用者同士の関わりというだけでなく、「協働」を目指した環

境作り・関わりをテーマにしていく（ここで言う「協働」とは、単に一緒に取り組むということを意

味しているのではなく、目的意識を共有し共通の目標に向かって達成に力を尽くすこと、とす

る）。そして、それを皆で実感できるような場面づくりを意識していく。 

   

 



    ・１０周年記念 

   →２０２２年度はきざしの開所１０周年にあたる。そのため、利用者や家族、その他関係者の

方々へ改めて謝意を伝える良い機会にする。集まってのイベントは難しいと思われるので、記

念品等も含め、どのような形にしていくのかを模索し実行する。 

 

 

●日課 

   月  火  水  木  金 

～９：３０ 利用者送迎車到着・連絡帳提出・着替え 

10：00～1１：００ ミーティング・体操・ウォーキング 

1１：００～１２：００ 運動 創作 運動 地域清掃 買い物 

12:００～１３：３０ 昼食・歯磨き・昼休み 

１３：３０～１４：４０ 畑 織物 畑 織物 余暇活動 

14：40～15：30 着替え・ティータイム・ミーティング 

１５：３０～ 利用者送迎車出発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ケアホームもやい 2022 年度事業計画 

Ⅰ 趣旨 

今年度は法人 GH６棟目となる「ケアホーム朋（とも）」が開所します。 

これに伴いケアホームもやいの定員は２８名の大所帯となります。 

ケアホーム朋の円滑なスタートはもちろん、全住居において利用者が生活の中で自分ら

しく輝ける場になるよう支援していきたいと思います。 

ここ数年では、年々変化するご家庭の状況により、GH の利用の仕方にも変化が生じてい

ます。更には新型コロナウィルス感染症によっても急な体制整備が必要になったりするこ

ともあります。利用者が安心して生活を送れるよう、GH の運営体制を強化していく必要性

も感じました。 

昨年度はそれぞれの住居で意識的な取り組みを行ってきましたが、今年度についてもま

だまだ利用者の新しい一面を発見できるような取り組みを行い、私たち支援者の「気づく力」

を磨いていきたいと思います。 

 

 

支援で大切にしたいこと 

① 安心してくつろげる場となるよう、一人ひとりの生活のペースを尊重した支援を行いま

す。 

② お互いに尊重し合う、支え合う、「家族的」絆を創り、大切にします。 

③ 「地域の一員として暮らす」ことを具体化できるように支援します。 

 

 

Ⅱ 事業計画 

支援における重点目標 

① 安心して利用者が主体性を育み、充実した暮らしが築けるように支援する。 

② 利用者がお互いに尊重し合う、支え合う、「家族的」絆を深められるように支援する。 

③ 一人ひとりの進んだ面・得意な面に目を向け伸ばすように努め、遅れた面・不得意な面

に手を当てフォローすることを支援の視点とします。 

 

 

 



１． 年間行事 

    自治会行事への参加 

    誕生会等住居ごとのイベント 

 

２． 健康管理 

    生活支援員・世話人が各人の健康管理に努め、生活習慣病予防、利用者の嗜好に合

わせた食事等を提供します。 

３． 防災 

   避難訓練を実施します。（年２回） 

 

Ⅲ．支援態勢 

１．定員 28 名   

 

２．各住居 定員及び職員配置 

管理者       1 人（兼務） 

サービス管理責任者 1 人（兼務） 

 

ケアホームもやい 

定員     5 人 

生活支援員  4 人（兼務あり） 

世話人    3 人（兼務あり） 

 

ケアホーム第 2 もやい 

定員     4 人 

生活支援員  3 人（兼務あり） 

世話人    1 人（兼務あり） 

    

ケアホームゆい 

定員     5 人 

生活支援員  6 人（兼務あり） 

世話人    3 人（兼務あり） 

 



 

ケアホーム綽 

定員     4 人 

生活支援員  6 人（兼務あり） 

世話人    1 人 

 

ケアホーム第２綽 

定員     5 人 

生活支援員  3 人（兼務あり） 

世話人    2 人 

 

ケアホーム朋 

定員     5 人 

生活支援員  3 人（兼務あり） 

世話人    1 人 

 

 

3．運営方針 

  ・安全対策を前提にし、利用者の自主性を尊重しながらも、利用者同士が協力・尊重 

し合い・安心してくつろげる生活の場を構築する事を目指す。 

・より良いサービスが提供できるように、支援内容を確認し、研修等の充実を図り（外

部研修への参加を含む）、サービスの質の向上を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 



移動支援事業所「ふくろう」 2022 年度事業計画 

 

 

○移動支援事業 

１、趣旨         2021 年度は契約者数、実利用者数に大きな変化はありません

でした。サービス件数は決して多いとは言えませんが、安定した

数の提供が出来ました。 

主な要因として、移動支援従事者養成研修の実施によるヘル

パー確保に加え、事業所の専従職員が３名となったことが挙げ

られます。養成研修の定期的な実施をすることで、安定的なヘル

パーの確保、サービスの提供をしていければと思います。 

また、新型コロナウイルスの影響は 2022 年度も続くように思

われます。感染症対策を行いながらのサービスを、ヘルパー、利

用者、利用者家族と協力していきながら、ニーズに応えていける

よう努めたいと思います。 

 

  

２、事業の内容    ・外出を通して社会に出る機会を設けることで、利用者本人の視 

            野を広げられるように支援する。 

                ・外出を設定することで、家族の休養時間の確保が出来るように 

支援する。 

 

３、従業員の人数    管理者（常勤ヘルパーと兼務）        1 人 

            サービス提供責任者（常勤ヘルパーと兼務）  1 人 

常勤ヘルパー（職員）            3 人 

            登録ヘルパー                 5 人 

 

４、研修計画      資質向上・情報の共有を図る目的として、ヘルパーに研修を実 

            施する（年度末の予定）。 

 

 

 

 



 
○行動援護 

１、趣旨        2022 年度は、新型コロナウイルスの影響が少しでも減ってほし 

いと願うばかりです。2021 年度は緊急事態宣言やまん延防止等重 

点措置、解除を繰り返し、変化する情勢に合わせたサービスの提供 

を続けてきたことで、利用者自身が慣れてきた印象を受けました。 

もちろん十分と言える内容ではない部分もありますが、改めて利 

用者一人ひとりのニーズに向き合うキッカケとなったと感じます。 

サービス提供頻度では、女性職員が専従となったことで、女性利 

用者のニーズに応えられる機会が一層増えました。全体のサービ

ス内容を見ると、通院の付き添いが年々増加しています。関連して、

支給時間の上限により余暇サービスの提供頻度を減らさざるを得

ない利用者も出てきています。現在のヘルパー数で出来るサービ

ス頻度に加え、支給時間の上限と、悩ましい課題に「事業所の社会

的役割」と「利用者に寄り添った行動援護」を意識し、事業所に出

来ることを今一度考えていきたいと思います。 

  

 

２、事業の内容     当該利用者が行動する際に生じうる危険を回避するために必要 

           な援護、外出時における移動の介護、排泄及び食事の介護、その 

           他の当該利用者が行動する際に必要な援助を行います。 

 

３、対象者       知的障害により行動上著しい困難を有する障害者などであって、

常時介護を要するものであって、障害支援区分が区分３以上で、障

害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等（１２項目）の合

計点が１０点以上である。 

 

４、従業員の人数   管理者（常勤ヘルパーと兼務）        1 人 

           サービス提供責任者（常勤ヘルパーと兼務）  1 人 

常勤ヘルパー（職員）            3 人 

           登録ヘルパー                 3 人 

 

５、研修計画     他事業所等の情報収集や自己研鑽の為、内部研修を実施（1 回/月） 

 

 



あごら 2022 年度事業計画 

 

1、趣旨 

   2021 年度は大きな人事異動がありました。利用者、家族にはご不便をお掛けしたと 

と思います。職員も新しい環境の中で「より良い支援」を行うためにはどうすればよい 

かを新しい職員も交えて、確認しながら利用者の支援にあたりました。 

 また、コロナ禍の中、活動に制約を受けることもありましたが、「遊び」を中心に他 

者とのコミュニケーションを築いたり、自己選択の場面を取り入れたりしながら「より 

良い支援」方法を発見できた年にもなりました。 

 2022 年度ですがこの 2 年間、外部との交流の機会が減ってしまいました。学童期は 

子ども同士の交流の中で社会性を身につける時期になります。2022 年 5 月にはあごら 

の隣に同法人のグループホームが開所予定です。ビータスとは、合同行事を通して引き 

続き交流を持ちながら、（成人の施設ですが）グループホームのお兄さんたちとも交流 

の機会を設けるなど他者との関わりの場面を増やしていきたいと考えています。 

 

2、基本方針 

『楽しいから始まる交流と成⾧』 

 

3、事業目的 

  ・社会福祉法人 八千代翼友福祉会が設置するあごらにおいて設置する障害児通所支援

の放課後等デイサービスの適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に

関する事項を定め、指定放課後等デイサービスの円滑な運営を図るとともに、障害児

及び障害児の保護者の意思及び人格を尊重し、障害児及び障害児の保護者の立場に

立った適切な指定放課後等デイサービスを提供する。 

  ・生活能力向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、

利用者の心身の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及

び訓練を行う。 

  ・指定放課後等デイサービスの実施にあたっては、地域及び家庭との結びつきを重視し

た運営を行う。 

 

4、事業内容 

  ・個別支援計画の作成 

   利用者各々の心身の状況、希望及び環境を踏まえ、サービスの目標・具体的なサービ

ス内容を記載した個別支援計画の作成。 

  



 ・基本的生活習慣 

   食事、排泄、更衣等基本的生活習慣の習得に必要な支援を行う。 

  ・スポーツ、レクリエーション活動 

   戸外遊び、散歩、リズム等を通して体力の向上を図るとともに心身の安定を図る。 

   また、充実した日常生活の提供と他者との交流の場となるよう支援していく。 

  ・創作活動 

   絵画、工作を通じて手指機能の向上を図るとともに、情緒の安定を図る。 

  ・利用者又は家族に対する相談及び助言 

   利用者及びその家族に支援に関する相談及び助言を行う。 

  ・健康指導 

   健康観察、健康チェック、学校との引継ぎを行い健康保持のための支援を行う。 

  ・送迎サービス 

   利用者が通学している学校から事業所までの送迎。 

   事業所から利用者の自宅まで送迎。 

 

5、2022 年度の重点目標 

 色々な体験をしてみよう!! 

・庭や公園での外遊び  ・制作での手指の向上、季節行事への馴染み 

・⾧期休暇中の行事 

 できることを増やしていこう!! 

・日常生活に必要な動作 ・自己選択、自己決定 

 交流を大切にしていこう!! 

・遊びの中でのコミュニケーションの取り方。 ・普段関わりの少ない人たちとの交流。 

 

6、2022 年度の活動予定 

①年間行事予定 

月 主な行事 

4 月 新入生歓迎会 お花見 調理 外食 アンデルセン公園 

5 月 避難訓練 

6 月  

7 月 プール 調理 バスハイク BBQ 流しそうめん 

8 月 プール カラオケ キッズダム アンデルセン公園 

9 月 避難訓練 

10 月 ハロウィンパーティー いもほり 

11 月 あごらフェスタ 

12 月 クリスマスパーティー カラオケ 食事会 



1 月 もちつき 初詣 お年玉を使おう 

2 月 避難訓練 

3 月 成田ゆめ牧場 カラオケ お別れ会 市川動植物園 

 

②週間活動予定 

時間 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 時間 

15:00～ 

来所・手洗い・うがい・検温 来所 9:00～ 

始めの会 始めの会 10:00～ 

おやつ 
体験活動 

（昼食） 
10:10～ 

15:40～ 
庭遊び・制作・外出・室内遊び等を 

各学校の下校時間を考慮し週ごとに設定していく 

16:30～ みんなで活動(リズム,読み聞かせ,マット運動など) 自由遊び 15:00～ 

16:40～ 帰りの支度 帰りの支度 15:40～ 

16:50～ 帰りの会・乗車 帰りの会 15:50～ 

 

7、職員・非常勤研修等 

  ・事業所内研修  あごら、ビータス合同研修（１回/月 8 月、3 月除く） 

           職員会議（1 回/月 ８月、3 月除く） 

  ・法人内研修   階級別研修等 

  ・外部研修    県研修（虐待防止、行動障害など） 救命救急法 施設見学 

           大学等公開講座 

  ・その他     個人研修など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ビータス 2022 年度事業計画 

 

1、趣旨 

   2021 年度は人事異動があり、ご家族は不安を抱いたことと思います。利用者の中に 

  も新年度という環境の変化の中、馴染みの職員が異動してしまったことで戸惑いを見 

せる方もいました。しかし、数か月後には新しい職員を受け入れ、一緒に活動を行う等 

子どもたちの適応力の高さも見られました。 

 2022 年度について、中高生という身体の成⾧に大切な時期のため、昨年度同様、散 

策や運動を取り入れながら体力の向上を図っていきます。また、地域交流の一環として 

行ってきた缶作業（地域からアルミ缶を回収してプレスする作業）は⾧年取り組んでき 

たことで地域の中に定着しています。しかし、ややもすると子どもたちに「作業（仕事）」 

を強いてしまっていないかという思いがありました。そこで今年度からは「地域ボラン 

ティア活動」と位置づけて人のためになる「缶活動」を引き続き行っていきたいと思い 

ます。子どもたちには自分たちが「他者を喜ばせる」、「幸せにする」活動に携わってい 

ることを意識できるように工夫しながら取り組んでいきたいと思います。 

 

2、基本方針 

こんなビータスを 

『楽しさと安心の中で、自分を表現できる場としてのビータス』 

 

２、事業目的 

 ・社会福祉法人八千代翼友福祉会が設置するビータスにおいて実施する障害児通所支援

の放課後等デイサービスの適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関

する事項を定め、指定放課後等デイサービスの円滑な運営を図るとともに、障がい児及

び障がい児の保護者の意思及び人格を尊重し、障がい児及び障がい児の保護者の立場

に立った適切な指定放課後等デイサービスの提供を確保することを目的とする。 

 ・利用者が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることがで

きるよう、利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切か

つ効果的な指導及び訓練を行うものとする。 

 ・指定放課後等デイサービスの実施にあたっては、地域及び家庭との結び付きを重視した

運営を行う。 

 

 

 

 



３、事業内容 

 ・個別支援計画の作成 

  利用者各々の心身の状況、希望及び環境を踏まえ、サービスの目標・具体的なサービス

内容を記載した個別支援計画の作成。 

 ・基本的生活習慣 

  食事（おやつ等）、排泄、更衣などの生活習慣の習得に必要な支援。 

 ・創作的活動 

  制作や課題活動を通して充実感や達成感を育てる。趣味や余暇の過ごし方を提供。 

 ・社会参加 

  社会資源の活用や地域への貢献活動を中心に地域行事の参加や町内の清掃など。 

 ・体力や情緒の安定、健康維持 

  散策、リズム等の活動を通して成⾧に合わせた体力づくりと情緒の安定。 

  日々の衛生指導や健康観察など、健康維持のための支援。 

 ・利用者又は家族に対する相談及び助言 

  利用者及びその家族の支援に関する相談及び助言を行う。 

 ・送迎サービス 

  利用者が通学している学校から事業所までの送迎。 

  事業所から利用者の自宅までの送迎。 

 

４、2022 年度の重点目標 

 〇体と心の安定のための支援 

  自我の尊重 

  進んで取り組む姿 

  成⾧に合った動き 

 〇自分らしさを表現できる場 

  利用者が穏やかに過ごせる環境 

  安心して表現し、受け止められてもらえる仲間とスタッフ 

 〇集団の良さを個の成⾧に 

  集団ならではのメリットを生かした活動 

  個々の成⾧につなげていくためのビータス集団 

 〇社会経験を通して・・・そして挑戦へ 

  経験の積み重ねが自信に 

  「進んで実行」の機会を 

 

５、2022 年度の活動予定 

 ① 年間行事予定 



  誕生会は毎月末実施 

 

② 週間活動計画 

放課後等デイサービス 

時刻 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 時刻 

15:00 

    

～15:40 

きがえ ミーティング 9:40～ 

ミーティング 体験活動 

 

 

昼食 

体験活動 

10:00～ 

手洗い・おやつ 

活動準備 

15:40 

 

～16:40 

散策 運動 

 

制作 

運動 

 

制作 

缶作業 散策 12:00～ 

13:00～ 

16:40～ 帰りの支度 帰りの支度 15:40～ 

16:50～ ミーティング・乗車 ミーティング・

乗車 

15:50～ 

17:00～ ビータス出発 ビータス出発 16:00～ 

 

※ 職員・スタッフの研修の場として 

 ・事業所内研修  あごら・ビータス合同研修 （１回／月 ８月除く） 

          職員会議（１回／月 ８月除く） 

 ・外部研修 県研修（虐待防止、行動障害など） 救命救急法 施設見学 大学等公開講

座 など 

 ・その他  個人研修など 

月 主な行事活動 

４月 お花見  歓迎会  避難訓練  桜祭り 

５月 歩き遠足  ＢＢＱ  農業交流センター祭「ヤルシェ」 

６月 地域清掃  県民の日遠足 

７・８月 夏休み行事（プール、バスハイク、ボーリング、カラオケ、外食、調理など） 

９月 避難訓練  調理 

１０月 地域清掃  ハロウィンパーティー 

１１月 あごら・ビータス合同フェスタ  避難訓練  あすなろ祭 

１２・１

月 

地域清掃  冬休み行事（クリスマス、餅つき、カラオケ、ボーリング、外

出、調理など） 

２月 避難訓練  ビッグコンサート 

３月 地域清掃  春休み行事（お別れ会、カラオケ、外出、外食、調理） 



相談支援事業所 つむぎ 2022 年度事業計画 

 

 

１．趣旨    八千代市で暮らす障害児・者に必要な福祉サービスの利用に関する情報提

供を行います。また、サービス等利用計画書の作成とモニタリングを行い、

本人や家族のニーズに合った生活を送ることができるよう、相談支援を

適切に行っていきます。 

 

 

２．事業の内容 ・サービス等利用計画書を作成した利用者に関して、定期的なモニタリン

グを行っていきます。その中で、本人や家族の状況の変化等を把握し、

関係事業所や行政と情報を共有して問題解決に努め、利用者の生活を

支えていけるようにしていきます。 

        

・各ケースが抱える将来的な課題を明確にし、本人や家族、関係事業所、

行政などと協力し、課題を解決できる体制を整えていきます。 

        

・相談者に対し、その人に合った福祉サービスや事業所の情報提供を適切

に行うために、情報収集を行い、相談支援体制を整えます。 

 

 

３．従業員の人数  管理者     1 名（常勤 1 名） 

          相談支援専門員 3 名（常勤 1 名、非常勤 2 名）  

              

 

 

４．研修計画   情報収集と自己研鑽の為、外部研修に参加する。 

 

 


