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支援姿勢

①怒らない（声をあらげない）

注意しない工夫をしよう

②伝える工夫をしよう

③ルールにとらわれすぎないようにしよう

支援のふりかえり（自己点検）

・（今の支援は）自分には能力があると

感じてもらえたか

・（支援者と）私は仲間だと感じてもらえたか

支援の目標

・自立する

・社会と調和して暮らせる



191220_理事会_資料 

 

-3- 

礼節あるふるまい／あいさつ・雑談 

支援に必要な基本的なスキルを見直す 

 

社会福祉法人クローバー 

理事長 髙橋良壽 

 

 援助技術の中に、「交渉」がある。交渉は、支援者や事業所の都合の良い方向に話を進め

ることではない。利用者の最善の利益を考え、利用者の望む生活を実現できるように調整

をしていくことである。その交渉のプロセスの第一段階が人間関係の構築である。人間関

係を構築するためには必要なスキルがある。そのスキルについて考える。 

 

OECD が発表した、21 世紀に子どもたちが身につけなければいけないスキルでは、その

ひとつに「人間性」を挙げ、社会の中でのふるまい、他者と連携し共同体を運営していく

力を獲得しなければいけないとしている。また、C.Porath（2019）は、グループ内に無礼

なふるまいをする仲間がいると、そのグループのパフォーマンスは大きく低下すると発表

した。さらに集団生活においては礼節が大切であるとしている。礼節とは、社会秩序を保

つために行動や作法であり、そこには心が伴っていなければならない。 

 

私たちの生活において、礼節の入り口となるのがあいさつである。先日、あいさつは、

私とあなた仲間ですという意思表示だという話を聞いた。ゆえに相手があいさつを返して

くれないと腹が立つのだと言う。 

 

私は、以前、このあいさつをめぐって利用者に大変失礼な態度をとってしまったことが

ある。2000 年ころ「おはよう」というあいさつの代わりに「おはー」という言葉が流行し

た。テレビ番組の影響であった。その頃の私は、朝のあいさつは「おはようございます」

でなければゆるせなかった。あいさつは礼儀正しくしなければいけない、というのが私の

信念だった。朝、利用者が事業所に来ると、明るく「おはー」と声をかけてくれた。する

と私は、「あいさつは、おはようございます、でしょ」といちいち直させていた。 

 

あいさつは、私はあなたの仲間ですという意思表示だとすると、利用者が、気持ちよく

「仲間だよ」と意思表明してくれているのに対して、私は否定的な態度をとっていたこと

になる。私が言葉だけに注目していたために、嫌な気持ちになったり残念に思った利用者

がいたかもしれない。申し訳ないことをしてしまった。 

 

近年、福祉サービスは、利用してくださる人たちと契約関係になり、以前よりはヨコの

関係になってきた。しかし、まだまだ支援者と利用者はタテの関係にある。支援者の中に

は、あいさつは利用者が先にするものだ、と態度で示している人がいる。また、支援者同
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士は「おはようございます」と言うのに、利用者に対しては「おはよう」という人がいる。

利用者が自分より年上の人でも上から目線のあいさつをする。あいさつが相手に対して、

私はあなたの仲間であるという意思表示であるならば、無礼なあいさつではなく、笑顔の

あるあいさつをこころがけたい。 

 

また、共同体を構成する要素で大切なものは雑談であるという話を聞いた。なぜなら雑

談は、仲の良い人としかできないからである。 

 

利用者は、大きな声であいさつをしながら日中活動事業所に来たり、グループホームに

帰って来る。利用者の中には、送迎車の扉が開いた瞬間に「おはよう」と叫んだり、「ただ

いまー」と叫ぶ。しかし、利用者によっては、まず自分の言いたいことを大きな声で話し

ながらやってくる人がいる。家であったことや、グループホームであったこと、今日やり

たいこと、今日の給食などを一気にしゃべりだす。 

 

支援者は、そのような場面で利用者に対して「まずはあいさつが先でしょ」と、その支

援者にとって正しいあいさつをさせようとする。雑談の目的から考えると、支援者は、利

用者から仲良くなりたいと言っている絶好のチャンスを逃したことになる。 

 

決まった活動がない休憩時間、日頃から利用者の話をしっかり聴く、雑談に応える支援

者の周りには利用者があふれている。支援者には雑談スキル、特に雑談を受け止めるスキ

ルが必須であるということがわかる。私もパソコンを打っているときや、一日に何回も同

じことを聞かれると無礼な態度をとってしまうことがある。気をつけなければいけない。 

 

冒頭に礼節には心がこもっていなければいけないと書いた。心とは相手を尊重した姿勢

である。反対に礼節を欠いた無礼なふるまいは、人権を無視していることになる。支援者

は、誰しもが人権を意識している。しかし、無礼なふるまいが人権を無視した態度である

という意識は薄い。また、C.Porath（2019）によると、無礼なふるまいをする者がいる医

療機関においては、そうでない医療機関と比べて医療事故が多いという。無礼なふるまい

をするメンバーがいると、そのチーム全体の士気や、チームメンバーの注意力が下がりそ

のチームの生産性を低下させる。無礼なふるまいをする者がそのチームに与える負の影響

は大きい。 

 

 援助場面において、交渉は毎日発生する。ご本人にその日の活動を伝えたり、ご家族と

予定の確認をしたりする、これも交渉である。このとき、支援者と利用者、ご家族の間に

良好な関係が築けていない、もしくは支援者が無礼な態度をとると、交渉は決裂するだけ

でなく、強制や人権侵害になる。対人援助職に就くものにおいては、自己覚知をおこない、

礼節あるふるまいをこころがけたい。 

 

引用リスト 

Christine Porath,夏目大（訳）,2019,「礼儀正しさ」こそ最強の生存戦略である,東洋 

経済新報社 
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社会福祉法人クローバー 2019 年度 事業報告 

 

１．理事長、業務執行理事の職務実行状況の報告 

 社会福祉法第 45条の 16第３項および社会福祉法人クローバー定款第 17条の３に基づき、

理事長および行執行理事の職務執行状況について、次のとおり報告する。 

 

1.1 理事長 

1.1.1 会議の招集・開催 

‐理事会（定款第 27 条）／第 66 回理事会（06/07）,みなし理事会（06/24） 

‐評議員会（定款第 12 条）／第 61 回評議員会（06/24） 

1.1.2 その他の業務 

‐2019 年度予算、事業計画の作成（定款 33 条） 

‐2018 年度決算、事業報告の作成（定款 34 条） 

‐管理者・施設長以外の職員の任命（定款 24 条の２） 

‐会計責任者および出納責任者の任命（経理規程第７条） 

‐送迎代行運転の契約更新（10 月 01 日から料金値上げ） 

   本件については、管理者・施設長会議にて契約内容を精査し、より有効活用ができ 

るように業務内容を見直すことを前提として契約更新を行う。 

‐戸塚区社会福祉協議会 理事 就任 理事会に出席 

‐大正地区社協 理事 就任 理事会に出席 

 

1.2 業務執行理事 

‐施設賠償責任保険の加入の承認 

‐寄付金の受け入れ手続き（経理規程第 25 条） 

‐号俸表に基づく初任給の承認（給与規定第 18 条） 

‐苦情解決に対応（社会福祉法第 82 条） 

 

２．規程に関すること 

2.1 定款細則の修正 

   管理体制の整理に伴い、一部修正をおこなった。 ※理事会にて配布 

2.2 就業規則の見直し 

   グループホームの勤務実態が一部、従来の就業規則とそぐわない箇所があり、実態 

   に即したものに書き換えをおこなっている。さらに従業者に対して労基法に則った 

働き方に関する勉強会を実施した。なお、就業規則の書き換えは、社労士と顧問契 

約を結び継続中である。 

 

３．管理体制の見直し 

3.1 「管理者」と「施設長」の定義 
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   事業所を統括する職員として、「管理者」と「施設長」が混在し、わかりづらかった 

   ことから、生活介護事業所と共同生活援助事業所においては「管理者」、地域活動支 

   援センターにおいては「施設長」と定義し、決裁順位を同格とした。 

3.2 会議の整理（07 月より） 

3.2.1 経営会議 

  月に１回以上、理事長、部長で開催し、経営状況の確認と決裁事案についての検討等 

  を行い決裁をした。 

3.2.2 管理者・施設長会議 

  毎月１回、事業所の管理全般および日常業務に関する事案の検討と決定を管理者、施 

  設長で行った。議案によって、理事長、部長等が出席した。 

3.2.3 サービス部門会議（権利擁護委員会） 

  毎月１回、相談支援専門員、サービス管理責任者、サービス担当職員で、利用者の支 

援が支援計画に則って実施されているかどうか確認をした。また新しい課題がないか 

どうか検証をした。 

3.2.4 事業所会議（旧：事務局会議） 

  毎月１回開催し、上記、３つの会議の報告を中心に各事業所のリーダーに行った。ま 

た、必要な情報等の共有をおこなった。 

 

４．理事会・評議員会の開催 

4.1 理事会 

4.1.1 第 66 回 理事会 

   開催日／2019 年 06 月 07 日 

   議案／ 01) 2018 年度 事業報告案について 

       02) 2018 年度 決算報告案について 

       03) 監事監査報告 

 04) 管理者の解任，選任 

       05) 理事，監事候補者の推薦 

 06) 評議員会の開催について 

4.1.2 みなし理事会 

   決議日／2019 年 06 月 24 日 

   議案／01）理事長の選定 

 02）業務執行理事の選定 

4.2 第 61 回 評議員会 

   開催日／2019 年 06 月 24 日 

   議案／01) 2018 年度 決算報告案について 

 02) 理事選任 

 03) 監事選任 

以上 

 

社会福祉法人クローバー 理事長 髙橋良壽 

社会福祉法人クローバー 業務執行理事 川端亜希子 



2019 年度前期 支援のまとめ 

  

 私は前期の各事業所で行われるケース会議などに参加している中で、利用者の障が

い理解や利用者理解が不十分なこと、支援方法が職員間で統一されていないことがわ

かりました。そこで利用者のアセスメントをしっかりとする仕組みを作り直します。 

 

社福）クローバーでは、支援計画の作成時にご本人の希望の聞き取りを行い、その

希望を基に支援計画を作成しています。そのため支援計画更新のたびにアセスメント

シートを利用したアセスメントをしていませんでした。 

利用者情報の細かな聞き取りは利用開始時に行います。それ以降の情報は日々の記

録や職員会議の議事録に記録されています。しかしその情報をまとめる記録がないた

め、利用者の情報が分散してしまい、利用者の障がい理解や利用者理解が不十分とな

っている、支援方法が職員間で統一されていないということに気がつきました。 

 

 職員の関わり方や一緒に過ごした時間の長さなどで利用者の状況は様々です。職員

の中では、自分の前にいるときのその様子がその利用者像となります。支援方法につ

いても「自分のときはこうしてます」「自分のときは大丈夫です」ということが多く、

利用者対職員個人となっていました。また、利用者は年齢とともに変化していくのに

その変化に気がつかず、同じ支援をしているということもありました。  

 

 それらを解決するために、アセスメントシートを導入します。障がい理解や利用者

理解がしっかりとされて、それを基に支援方法を組み立てていくことで、個別性のあ

る支援に繋がり、適切な支援となり支援の質の向上になると考えるからです。 

今回アセスメントシートの導入に向けて、サービス向上委員の田所氏の言葉が背中

を押してくれました。 

・利用者を知ろうという意識を持ち、利用者を知ることで理解をすることができる。 

・利用者を理解することで必要な支援、不必要な支援、習慣、対応方法が見えてく

る。 

 

                             2019 年 12 月 16 日 

                             生活相談支援部長 

                                川端 亜希子 
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報告事項 サービス向上委員 意見傾聴 報告 

報告者 相談支援部長 川端 亜希子 

報告内容 ■ 日中事業所 

2019 年 8 月 30 日(金)に生活介護事業所クローバー（Begin）の意見

傾聴を予定していた。しかし当日木内氏のご都合が悪くなり延期とした。

その後、日程調整ができず未実施。 

 今年度中に実施することとする。  

 

■ グループホーム 

日時：2019 年 7 月 31 日（水） 

時間：16 時 30 分～19 時 30 分 

場所：共同生活援助 みんとの家・れもんの家 

対応：サービス向上委員 田所靖子氏 

（中途障害者地域活動センター とつかわかば 施設長） 

スケジュール： 

   16 時 30 分～ ご入居者様の居室，共有スペースにて意見傾聴 

                    1 人 10 分とし、場所は、ご本人のご希望に沿って 

 サービス向上委員 田所氏より：（抜粋） 

   ・食事：美味しい，しっかり美味しく食べている，量もちょうど良 

   い 

   ・生活：グループホームの生活は全般的に満足している，楽しい， 

       発語はないが笑顔で過ごしている，楽しい 

   ・困りごと：他入居者からの外出の誘いを上手く断れない， 

   ・楽しみ：お小遣いを上手く使って残金を銀行に入金して貯蓄して

いる，ホームの旅行， メニュー表のチェック，休日のガ

イドヘルパーとの外出， 

   ・嬉しいこと：トイレ掃除をするとみんなから感謝されること，み

んなと「いただきます」をすること，ガイド外出で

お母さんと会うこと，週 1 回お母さんと TEL するこ

と 

■ 所見 

この取り組みを始めて 2 年が経過しました。今までは意見傾聴の際は委

員に利用者のことを知っていただくために同席していました。しかし今後

は原則的に職員の同席はしない方向で進めていきたいと考えています。な

ぜなら、職員が同席することでどうしても職員への話しかけが多くなって

しまい意見傾聴を実施している目的から逸れてしまうと感じることが多か

ったからです。意見傾聴を実施してきたことで利用者と委員がお互いに顔

や名前を憶えているため、職員の同席はなくても可能だと考えます。同席

をしないことで、本来の目的である利用者が困りごとや不安に思っている

ことなどを話すことができる環境となると考えます。ただし利用者から同

席の希望があったときは臨機応変に対応していきます。 

                          社会福祉法人 クローバー 
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報告事項 自立支援協議会  

報告者 各担当者 

報告内容 【全体会】 担当：春田 

 前年度まで開催してきた「担当者会」が、今年度から「全体会」へと名

称変更し、再スタートした。 

今年度 1 回目の全体会には勤務調整ができず、欠席とさせて頂きました。 

 

【リスク部会】 担当：川村 

 事業所における意図せざる虐待のグレーな事例とその背景について共有

しました。個人情報の不用意な掲示，当事者の意志や適性に反したプログ

ラム，支援者の個人的な価値観を根拠にした処遇など、背景にはアセスメ

ント不全や意図の明確化と共有ができていないことなどが考えられます。 

個別化・契約の時代と言いつつ支援者側はまだまだ施設(メニューありき集

団ありき)の発想から抜けられていないのではないでしょうか。根源的には

人権意識をどうするかという課題もありますが、しかし、人材難という状

況の中で質が問わられにくくなったこと、また、現場という狭い世界の中

でその空気に染まってしまうと、本来覚えるべき違和感が麻痺してしまう

ことがあります。 

 普段何気なく支援していることが利用者からしてみれば虐待に当たって

しまう案件もある可能性があり、十分に配慮する必要性を感じました。 

 

【コミュニティー研究部会】 担当：松下 

 自分達の地域で埋もれてしまっているニーズの発掘をする為に活動して

います。 

 今年度前期は、2019 年 5 月 21 日、7 月 23 日、9 月 24 日、地域活動ホー

ム「ひかり」で会合を持ちました。会合では先ず、分科会の名称を「地域

を作る分科会」から「コミュニティー研究部会」へ変更しました。その上

で、今年度も前年度に引き続き、地域ケアプラザ等の関係機関とのネット

ワーク構築に力を入れる事を確認しました。具体的には、2019 年 6 月 8 日

及び 7 月 13 日、「原宿地域ケアプラザ」主催の介護リハ研究会にて、「障害

のある人が安心して暮らせる地域づくりのために」をテーマに講演したり、  

9 月 19 日、防災に関する出前講座を行ったり、9 月 25 日、平戸地域ケアプ

ラザへ訪問したりしました。 

 後期は、2020 年 2 月 13 日、東戸塚地域ケアプラザで「障害者支援につ

いて考える」をテーマに講座を開催する予定です。 

前期の活動を通じて、事例の提供・検討を通して、地域の課題を炙り出し

ながら、ネットワークを構築していく事が重要だと感じました。 

 

【地域啓発】 担当：髙垣 

 障がいのある方や、支える団体のことなどを市民に知っていただくこと 
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を目的として活動しています。 

 2019 年前期の活動は 4/17、6/12、7/25、10/25 の計４回でした。今年も

昨年度と同様にイオンスタイル東戸塚に絵画を展示しています。 

 今回は絵画の展示だけでなく、戸塚区内の GH の紹介も一緒に掲示し各施

設の啓発に努めています。また、地区社協分科会に参加をし、地域の方々

の意見を直接聞く機会を作りました。今後も年に１回程度参加をさせてい

ただけるように区社協に依頼をします。 

 地区社協の分科会では地域の方より、行事に、ある福祉法人の利用者さ

んが参加したことについて、『最初は接し方に戸惑うこともあったが、回

数を重ねることで自然に接することができるようになった』という意見が

ありました。障害者理解を広めるためには時間がかかるということを改め

て痛感しました。しかし、時間をかければ理解をしてくださる方も多くい

るとポジティブに捉え、地道に活動していくことも重要ではないかと考え

させられる機会となりました。 

 

【日中情報交換会】担当：宮川 

 5 月 23 日に戸塚区近辺の養護学校・特別支援学校の教諭と情報交換を行

いました。各学校の戸塚区在住の生徒数や戸塚区事業所への通所が可能な

生徒の把握をすることができ、今後の利用者受け入れへの参考となりまし

た。 

 また、就労支援施設と生活介護事業所それぞれが抱える問題点について

各事業所から出し合い、問題解決への取り組みや工夫をしている点につい

ての情報交換を行いました。 

 また、Ｂｅｇｉｎの中村からは新規利用者の獲得に向けて、ハードルが

高い印象を持たれている製パン・製菓作業について、多くの利用者が作業

に参加できるよう活動方法の見直しを図っていくと説明をしました。 

 

【GH 連絡会】担当：松下 

今年度から、汲沢町にある GH「なないろⅡ」（一般社団法人ことのは）

が新しい GH 連絡会のメンバーとして加わった。そのため 5 月の GH 連絡会

では、改めて所属する GH の現状を説明しながら情報交換をした。情報交

換の中で、職員配置や入居者の金銭管理等それぞれの GH で工夫を凝らし

ている事を知り、各 GH の特徴が浮き彫りになり、興味深かった。 

7 月の GH 連絡会で「なないろⅡ」を見学した。この GH では、隣の部

屋の騒音を防止するため壁に断熱材を入れたり、セキュリティー強化のた

め扉を電子ロックにしていることが印象的だった。  

今年度の活動については、研修と当事者活動の 2 本立てで行う事に決定

した。研修は、2020 年  2 月  23 日に「アンガ－マネージメント」をテー

マにして行い、 当事者活動は、2020 年  3 月  21 日に利用者参加型のた

こ焼き&お好み焼きパーティー を行う予定である。 
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報告事項 その他事業報告 

報告者 生活介護事業所クローバー 管理者・サービス管理責任者 鎌田功 

報告内容  始業式・入社式 

4 月 10 日（水）に戸塚区総合庁舎多目的スペースにおいて、2019 年度

の始業式・入社式を実施しました。今年度は生活介護事業所クローバー

に新たに 2 名、地域活動支援センターいとぐるまに 2 名が利用を開始さ

れ（うち 1 名は昨年 10 月から利用）、4 名の利用者の皆さんの新たな門

出を祝福しました。なお、当日来賓として、深谷町町内会会長で当法人

の評議委員 川﨑様、当法人の方議員選任解任委員で、東戸塚地域活動

ホームひかり施設長 中瀬様に来ていただきました。 

 

 法人健康診断 

8 月 19 日（月）に清水橋クリニックにおいて前期の健康診断を実施しま 

した。この健診には利用者の皆さんのほか、年 2 回の健診が義務付けら 

れている深夜勤務をともなうグループホーム職員と協会けんぽの生活 

習慣病予防健診の対象外の職員が受診しました。後期にも 2 度目の健診 

を実施する予定です。 

 

 送迎 

現在クローバー深谷から各ＧＨの便（戸塚区矢部町、泉区下飯田町）と

クローバー深谷から舞岡方面の便の合計 2 便を運行しており、ＧＨの便

を株式会社セーフティに業務委託して職員は添乗業務を行い、舞岡方面

の便を職員が行っています。 

舞岡方面は昨年度からリサーチパーク周辺の他に戸塚駅東口バスロー

タリーを新たな待ち合わせ場所としており、現在 1 名の方が戸塚駅東口

バスロータリーからの送迎車を利用しています。 

また、今年度はリサーチパーク周辺から利用している方のご家族様か

ら、「（利用者ご本人が）舞岡駅からの道中に落ちているごみを拾い集め

てしまい困っている」との相談を受け、舞岡駅からほど近い場所からの

送迎車の利用を希望されました。そのため、一時的な対応として近隣に

ある生活介護事業所 舞岡の風様のご協力のもと、敷地内を待ち合わせ

場所として利用させていただき、その後ご利用者様のご家族と新たな待

ち合わせ場所を検討した結果、舞岡地区センター周辺に変更しました。 

 

・ 運営協議会 

事業計画では 6 月に開催を予定していた運営協議会ですが、担当者が開

催時期に生活介護事業所とＧＨの現場対応に入ることが多く、開催準備

に取り掛かれなかったため、6 月には開催できませんでした。 

社会福祉法人クローバー 
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報告事項 生活介護事業所クローバー，従たる事業所Ｂｅｇｉｎ 

報告者 生活介護事業所クローバー 管理者、サービス管理責任者 鎌田功 

クローバー【1 階グループ】リーダー 鈴木優梨  

     【2 階グループ】リーダー 宮川貴子 

従たる事業所 Ｂｅｇｉｎ リーダー 中村美瑠 

報告内容 1. 利用者の状況 

(1) 利用状況 

※別紙 

(2) 利用開始・退所 

①  クローバー 

【1 階グループ】  

4 月 1 日より男性 1 名利用開始 合計 9 名（男性 7 名、女性 2 名） 

【2 階グループ】 

4 月 1 日より男性 1 名利用開始 合計 14 名（男性 7 名、女性 7 名） 

②  Ｂｅｇｉｎ 

合計 9 名（男性 5 名、女性 4 名） 

 

※生活介護全体の利用者 合計 32 名 

 

2. 活動の状況 

(1) 工賃収入につながるプログラム 

①  クローバー 

【合同】メール便（書類搬送業務）、地域情報誌ぱど（ポスティング） 

釜寅（宅配用セットづくり）、銀のさら（チラシはさみ） 

クロネコＤＭ便（ポスティング） 

【1 階グループ】  

（製菓班）製菓製造・販売  

平均工賃 約 1,522 円／月、夏季賞与 13,000 円 

（受注班）受注作業全般   

平均工賃 約 1,919 円／月、夏季賞与 20,000 円 

【2 階グループ】 

（創作班）天然石ビーズ、ガラスビーズブレスレット販売 

平均工賃 約 916 円／月 

夏季賞与 11,000 円（週 5 日勤務）、 4,400 円（週 2 日勤務） 

（受注班）受注作業全般   

平均工賃 約 1,919 円／月、夏季賞与 20,000 円 

②  Ｂｅｇｉｎ  

製パン・製菓（店舗販売・外注）、ビーズアクセサリー 

平均工賃 約 933 円／月、夏季賞与 3,000 円 
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(2) 生活プログラム 

①  クローバー 

【1 階グループ・2 階グループ】 

買物（製菓材料、備品、日用品、食材）、施設内の環境整備、洗濯、 

プール、音楽鑑賞 

②  Ｂｅｇｉｎ 

絵画、音楽、買物 

 

(3) 地域との関わり 

①  クローバー 

【1 階グループ・2 階グループ】 

地域のイベントに参加・出店 

平戸ケアプラザ祭り、原宿ふれあいフリーマーケット 

深谷小盆踊り、谷中公園ふれあい祭り 

クロネコＤＭ便やぱど配布を行なうことで地域の方々と挨拶を交わ

す機会が多く、声をかけていただく機会も増えた。挨拶を交わすこと

で、防犯面においても貢献していると感じている。 

②  Ｂｅｇｉｎ 

パンの外注販売（ＹＭＣＡ学童クラブ） 

地域清掃 

絵画作品展示 

2017 年から中区寿町総合労働福祉会館の図書室に絵画作品を展示 

していましたが、図書室が横浜市寿町健康福祉交流センターへ移転す

るのに伴い 4 月 25 日に撤収した。利用者の皆さんが気軽に見学に行

かれる場所ではなかったこともあり、今後は近隣施設での展示を考え

ていく。 

 

(4) 社会貢献的な取組 

①  クローバー 

深谷地区のポスティング作業を兼ねた防犯に貢献 

災害時に地域防災拠点で過ごすことが難しい要援護者を一時的に受

け入れる準備として、備蓄品を多めに購入した。 

②  Ｂｅｇｉｎ 

隣接する公園での美化活動 

災害時に地域防災拠点で過ごすことが難しい要援護者を一時的に受

け入れる準備を進めるため、今後備蓄品の数量の見直しを行う。 

 

(5) 防災 

① クローバー 

ヘルメットの着脱訓練 

4 月より新しい利用者が加わったため、新しい利用者用のヘルメット

を準備し、本人用とわかるように名前を入れた。他の利用者と一緒
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に、ヘルメットの装着の仕方、ヘルメットのはずし方、保管場所を

確認した。また、地震で避難する時にヘルメットを使用することを

確認することで、ヘルメットの大切さを学び、防災への意識を高め

ることができた。 

② Ｂｅｇｉｎ 

地域防災拠点の上矢部小学校へは車椅子で移動するコースを利用者

の皆さんに無理のないペースで歩くと 15 分程度掛かる。しかし、利

用者の加齢に伴い、今まで歩くことができていた距離を歩き通すこ

とが難しくなってきた。職員態勢上は車椅子を増やしても対応でき

ないことがあるため、今後はコースの見直しや車椅子のピストン利

用なども考えていく。 

 

3. 会議、研修の状況 

(1) 職員会議 

①  クローバー 

【1 階グループ】 

個別支援計画の確認，支援の振り返り，ケースについて 

・支援の振り返り「利用者が不適切な行為をした時の対応」 

日々の支援で困っていることとして「利用者が不適切な行為をした

時にやめてもらうよう伝えるが、伝わっていないように感じる」と

の話が職員からあがり、どのように伝えたら良いかを話し合った。

伝え方に気を付けるだけでなく、何が不適切な行為なのかを職員間

で共通認識として持ち、明確に説明できるようにすることが大切だ

と感じた。職員会議では異性の体を必要以上に触ったり、同性でも

必要以上にくっついていたりすることや、本人同士が不適切だと思

っていなくても、周りにいる人が不快に思うことは不適切な行為に

あたるのではないか意見があった。 

【2 階グループ】 

個別支援計画の確認，支援の振り返り，ケース，行事の取り組み方と

反省点 

・支援の振り返り「昼食時の支援について」 

 昼食を落ち着いて食べることができなかった利用者を別室（個室）

に移っていただいた。その後、落ち着いて食べることができるよう

になった。 

 

②  Ｂｅｇｉｎ 

個別支援計画の確認，支援の振り返り，ケースについて 

・支援の振り返り「利用者の不適切な行為について」 

他害行為や限度を超えたいたずらなどの迷惑行為が不適切な行為   

としてあがった。しかし不適切な行為を一括りに“問題行動”と言

っても、一人ひとりの行為によって危険の度合いや迷惑の度合いが

異なり、また職員の感じ方にもよることから、不適切とされる行為
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については、許容範囲や危険度などを確認し合う必要があると感じ

た。 

 

(2) メンバー会議 

①  クローバー 

【1 階グループ】 

・ 行事内容の希望の聞き取りや意見交換 

→外出時の昼食のメニュー決め、旅行の行き先の検討 

・ 製菓の製造方法、作業環境、取り組み方、販売方法をよりよくす

るための聞き取りや意見交換 

→各イベントの売上報告、販売用ポップについての意見の聞き取 

りや改善点を話し合った。ポップは今のものは以前から使って

いるものであるため、今後は製菓班らしさを出すために利用者

の絵を取り入れたデザインに変更していくことにした。 

 

【2 階グループ】 

・ 旅行先の希望を聞く 

  →何をしたいのか？何を見たいのか？何を食べたいのか？何に乗

って移動したいのか？を絵や旅行雑誌等を使って聞き取りを行

った。 

・ 帰りの会の後に、2 階から利用者皆さんで一斉に帰るのは危険なの

でどうすればいいのかをみなさんで考えた。 

→帰る順番を決めて時間をずらして帰るようにしたところ、以前

よりも利用者が落ち着いて階段を降りて帰ることができるよう

になり、より安全に帰ることができるようになった。 

 

②  Ｂｅｇｉｎ 

・ 外出先の希望の聞き取り、外出候補地の内容説明 

→日帰り外出やパン工房見学などの外出先の希望を利用者の皆さ

んに聞き取り、候補地やその周辺の食事場所や見学場所を説明

して、最終的な外出先を話し合って決定した。 

 

(3) 研修 

①  クローバー 

 衛生管理講習会（食品衛生責任者指定講習会） 

（5 月 22 日 横浜市南公会堂 参加：鈴木） 

②  Ｂｅｇｉｎ 

 食品衛生責任者講習 

（4 月 11 日 横浜市食品衛生協会 参加：中村） 
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4. その他 

(1) 看護師からの助言 

①  クローバー 

・ 巡回相談（4 月 10 日、5 月 8 日、6 月 12 日、7 月 10 日、8 月 7 日、 

9 月 11 日） 

・ 虫刺されで腫れてしまったところを見てもらい、通院が必要かどう

か、処置はどうすればいいのかなどのアドバイスをいただいた。 

・ 体重の減少が顕著な利用者へのアドバイスを教えていただき、ご家 

族に伝えた。 

・ 糖尿病の利用者に対して問診と定期検査の血糖値を確認した。 

 

②  Ｂｅｇｉｎ 

・ 巡回相談（4 月 24 日、5 月 22 日、6 月 26 日、7 月 24 日、8 月 28 日、 

9 月 25 日） 

・ ＢｅｇｉｎとＧＨの両方を利用しており、ＧＨにおいてろう便等の

行為がある利用者について、看護師の所見をもとにご本人の疾 

患や行動の様子を関係機関で確認した。また看護師へケース会議の

出席を依頼した。医療・看護の観点でのフォローはたいへん心強く、

その後の支援の参考になった。 

 

(2) 自主的な改善点 

①  クローバー 

【1 階グループ】 

・ 製菓担当利用者・職員の検便を実施（6 月 職員 8 名、利用者 6 名） 

・ 事故報告とひやりはっと報告の違いについて、事業所会議や職員会

議のなかで学習した。 

【2 階グループ】 

・ 気持ちの落ち着かない利用者が落ち着いて作業を行い、昼食を取れ

るよう相談室が空いている時は利用した。 

・ 更衣室にソファを置き、利用者が快適に過ごせるようにした。 

・ 利用者の帰る時間に時間差をつけることで、2 階から安全に帰るこ

とができるようにした。 

・ 事故報告とひやりはっと報告の違いについて、事業所会議や職員会

議のなかで学習した。 

 

②  Ｂｅｇｉｎ 

・ 包丁やハサミなどの刃物類の管理については、厨房，パン工房，作

業スペースにおいて、各部屋を施錠したり鍵の掛かるキャビネット

に入れたりして管理している。しかし、厨房はカウンターを越えて

侵入することも可能なことから、管理を徹底するため刃物等管理表

に使用前後の数を記入して、持ち出されたり紛失したりした際にす

ぐに分かるようにした。 
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・ 製菓作業の作業工程の見直しができておらず、必要な備品の購入は

未実施である。 

・ 製菓担当利用者・職員の検便を実施（6 月 職員 5 名、利用者 3 名） 

・ 事故報告とひやりはっと報告の違いについて、事業所会議や職員会

議のなかで学習した。 

 

(3) その他 

①  クローバー 

・ 男性職員 1 名が 4 月 8 日に入職。（3 月末で退職した職員の補充） 

・ 4 月から傾聴ボランティアが月・木曜日にクローバーに来所。 

→個別に話を聞いていただいたり、作業をしながら話を聞いていた

だいたりしており、利用者の皆様も来所を楽しみにされている。 

 

・ 事故報告 

  5/17 男性利用者 1 名 

帰りの会終了後、利用予定だった公用車に決められた時間より

先に乗ってしまい、一時行方不明になる。その後、公用車内に

いることが判明した。 

→ご本人に当日の帰宅方法が公用車なのかガイドヘルパーと一 

緒なのかを説明するため、帰る前に写真カードを使用して視

覚的に分かるようにした。ご本人にカードを渡すとガイドヘ

ルパーの日は玄関でカードをガイドヘルパーの方に手渡し、

公用車の日は 1 階で送迎の時間まで待てるようになった。 

                                     

  6/18 男性利用者 1 名 

長そでシャツの背中部分に３０ｃｍほどの切り裂きが確認され

た。何で切れたかは不明。 

→ご本人に私物はロッカーにしまい施錠して管理するようお願

いし、職員は朝と帰りの服装のチェックを行っている。また、

更衣室を利用者のみにしないよう着替えをしていないときは

ドアを開放していただくようにした。 

 

  7/16 女性利用者 1 名 

     作業室内で転倒。両膝と両腕に痣が確認されたので通院し、打

身と診断された。 

     →転倒防止のため、作業室内の床に不要な物を置いたままにし 

ないよう整理整頓を心掛けた。また、走り出して転ばないよ

うに移動の際は歩いていくよう声を掛けるようにした。 

 

・ ひやりはっと 

  5/24 昼食時、男性利用者 1 名が走り出してしまい、座っていた女性

利用者にぶつかってしまったことで椅子から転げ落ちてしま
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う。本人は痛いところはないとの事だったが、体を確認すると

左の膝に擦り傷が見られた。 

     →昼食時に男性利用者が落ち着けない状況だったことによるた 

め、昼食を別室で摂るようにして、以後昼食時は落ち着いて

過ごせるようになった。 

 

②  Ｂｅｇｉｎ 

・ 男性職員 1 名が 5 月 20 日に入職（6 月末で退職予定の職員の補充） 

・ 施設長が 6 月 20 日に退職 

・ 事故報告 

9/9  男性利用者 1 名 

右手甲が腫れているのを通所直後 Begin 職員が確認。グループ

ホームに問い合わせをするが原因は不明だった。職員が通院に

同行し打撲との診断を受けるが、ご家族への連絡ができていな

かったため後日報告し謝罪した。 

→日頃からご本人の怪我予防を徹底する。怪我をしてしまった

場合は速やかにご家族様に連絡し、通院結果等その後の経過

も連絡する。 

 

・ ひやりはっと 

8/29 男性利用者 1 名 

通所後、ロッカーに自分の荷物を置きに行く途中、更衣室のベ

ッド上にあった毛布を触ろうとして屈んだあと、立ち上がり方

向転換して歩き出したときに足がもつれて転倒した。 

→ご本人が移動する際には寄り添い、立ち上がりや方向転換の

ときは転びやすいので体を支える介助を行う。 

 

5. まとめ 

①  クローバー 

【1 階グループ】 

事業所の移転とともに新しく始まった製菓の活動も 4 年目を迎えま

した。「たくさんのことを覚えたい」「もっと上手くなりたい」と前向

きな気持ちを持った利用者の皆様は、色々な経験を積んで少しずつ一

人でできることを増やし、お菓子作りの腕を磨いてきました。これか

らも、利用者の皆様が主体となって楽しめる活動を目指し取り組んで

まいります。 

【2 階グループ】 

受注班は、室内作業が以前よりも少なくなったこともあり、常に行っ 

ているポスティング作業以外にもチラシ配布を行いました。 

ポスティング作業は暑い時期など特に大変ですが、配布を終えた後の

達成感を配布した利用者や職員で共有することができ、大変良かった

です。ただ、やはり室内作業も充実できるようバランスよく作業を取
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り入れていきたいです。 

創作班はビーズブレスレットやキーホルダーだけではなく、小さなお

子様向けの指輪を作成し販売につなげることができました。また、カ

レンダーはより見やすく、より利用者の皆様の個性が出ることを目標

とし、とても積極的に取り組むことができました。作成を重ねていく

と、それぞれの利用者からアイデアが出てくるので、そのアイデアを

製品に生かしていきたいです。 

 

②  Ｂｅｇｉｎ 

6 月に施設長が退職するのに伴い、年度当初から不在の日も多く、新

職員の入職が 5 月 20 日にずれ込んでしまったこともあり、職員態勢

上、室内プログラムを優先することになりました。 

Ｂｅｇｉｎの主たる活動の製パン・製菓作業については、職員間の引

き継ぎは行っていますが、新職員がすべての工程を理解した上で、販

売できる製品を作れるまでには至っておらず、経験のある職員に頼ら

ざるを得ない状況です。7 月の事業計画の変更の際には、作業に参加

できる利用者を増やしていくため、“製品の種類や製造方法を見直す”

とし、作業工程を見直すことで多くの利用者が活躍できるようにして

いきたいと考えていましたが、現時点ではすべての工程への理解と作

業技術の向上が進んでいないため、見直しはできていません。引き続

き後期に見直しに向けた検討をしてまいります。 

 

 

社会福祉法人クローバー 
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報告事項 地域活動支援センター いとぐるま 

報告者 施設長 泉 和真 

報告内容 1. 利用者の状況  

4 月 1 日 女性利用者１名利用開始 合計 15 名（男性 9 名、女性 6 名） 

 

2. 活動の状況 

(1）  工賃収入につながるプログラム 

機織り、受注作業（岩塩封入作業、パンフレット封入作業）、はがき 

  アイロンビーズ（私プログラムで作成した作品） 

平均工賃 497 円／月、前期賞与 1,000 円 9/30 支払い 

(2）  生活プログラム 

私プログラム（利用者希望プログラム）、買物、音楽活動、園芸活動、 

運動（公園、上矢部地区センター）、美化活動（施設周辺） 

(3）  地域との関わり 

・4/6 妙法寺の花まつりに参加した。 

・フリースペース（作品展示販売、接客） 

(4）  社会貢献的な取組 

フリースペースで、ペットボトルキャプと使用済み切手を回収し、 

途上国にワクチンなどを送る明治安田生命の事業に協力した。フリー 

スペースカレンダーに活動内容を記載し、地域や家族に配布した。 

  回収したペットボトルキャプは、利用者と分別や整理をした。 

 

3. 会議、研修の状況 

(1）  職員会議 

月間ケースまとめ、支援の振り返り、行事（旅行）について 

(2）  メンバー会議 

・6 月日帰り外出（旅行不参加者）⇒行く場所や内容、食事メニューな

ど意見を伺い反映した。 

・旅行について⇒行く場所や内容、食事メニューなど意見を伺い反映し 

た。 

・困っている事について⇒6/5 横浜市地域作業所連絡会ブロック会議に

利用者、ご家族の意見を提出した。 

(3）  研修 

・日中情報交換会 

（5/23 東戸塚活動ホームひかり、学校・事業所の情報共有、参加：金子） 

・横浜市地域作業所連絡会ブロック会議 

テーマ「障害のある人たちが地域社会の中でいきいき暮らしていくには」 

（6/5、東戸塚活動ホームひかり、参加：泉） 

4. その他 
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(1）  看護師からの助言 

・8/19 に実施した法人全体健康診断の診断結果をもとに、問題がある

数値や項目について、改善や対策を利用者に分かりやすく助言して

もらった。また、職員から家族へ伝えた。 

(2）  自主的な改善点 

鍵付ロッカーを購入し、利用者で希望がある方は、鍵付ロッカーを利

用できるようにした。鍵を失くす不安で、鍵を使わない利用者もいる

ため、今後は鍵を失くさない支援をしていく。 

(3）  ひやりはっと「朝の薬を服薬していなかった利用者」 

9/13、旅行準備で利用者から事前に旅行中の薬をお預かりした時、処

方箋に記載されている朝の薬（抗精神薬）がない利用者がいた。ご本

人に確認したところ、眠気が嫌で普段から朝の薬を飲まずに、処分し

てしまったとの事だった。いとぐるまから通院先に連絡して、眠気の

ない薬に変更した。今後も医療と連携して様子を見守っていく。 

(4）  防災訓練報告 4/17、9/12 「防災用品の確認」 

訓練の役割を利用者で決めて実施した。役割は防災用品リストを読み

上げる人、探す人、数や期限を確認する人、などがある。利用者が自

主的に協力して訓練ができ、防災意識の向上につながった。 

(5）  支援の振り返り 「利用者様が不安定な時の対応」 

精神障害をお持ちの方で、不安定になっている時は、幻聴や暴言があ

り、他の利用者へも影響がある。不安定な日は、職員が声掛けしても

本人は納得されないため、否定はせず受け入れて本人が安心できる言

葉かけをする。また、一人で落ち着ける場所を準備する事で、周囲へ

の影響は抑えられるため、本人と相談してフリースペースで落ち着い

た時間を過ごしていただけるように配慮した。今後は職員も精神障害

などの研修を受け、理解を深めていきたい。 

(6）  その他 

・6/15 戸塚区ふれあい助成金 2019 年度は音楽療法で 5 万円助成決定。 

・8/27 障害者支援センターの地域活動支援事業で、巡回相談ＰＴ（理

学療法士）が来所し、身体に障害のある利用者の介助方法など助言

があった。車椅子の方が普通の肘掛け付き椅子に移り食事をする時、

身体と肘掛けの隙間にクッションを挟むと身体が安定して食事しや

すくなる事などが参考になった。 

 

5. まとめ 

2019 年度から新規利用者様 1 名が加わりました。福祉サービスの利用

が初めての方ですが、いとぐるまで充実した社会経験をつんでいただけ

るように支援してきました。人が増えて集まる事と同時に、必要な支援

も増えましたが、職員会議などで検討して前向きに支援の質の向上につ

なげてきました。 

社会福祉法人クローバー 



2019 年度 前期  事業報告（ＧＨ） 

報告事項  共同生活援助ゆうきの里  

みんとの家、れもんの家、みかんの家、いちごの家  

報告者 管理者：春田恵吏加 ／ 共同生活援助サービス管理責任者  川端亜希子  

みんとの家リーダー：荻津聡，れもんの家リーダー：松下文彦 

みかんの家リーダー：加藤学，いちごの家リーダー：宗像真理  

報告内容  1. 利用者の状況  

(1) 宿泊状況  

※別紙  

(2) 入居者  

各ＧＨとも変更なし 

 

2. 支援の状況  

(1) 職員会議で行った支援のふりかえり  

①  みんとの家  

「衣服の管理について」  

衣替えの時期、季節に応じた服装を平日の夕方や休日の日勤時に入居

者と一緒に整理する事の必要性を確認した。  

【その他に話し合ったテーマ】  

「3 月 21 日の世界ダウン症デーについて」，「余暇支援について」，「支援

時の職員の私物破損防止策について」，「ソーシャルワーカーの倫理綱

領について」，「入居者の不適切な行為に対する対応について」  

②  れもんの家  

「余暇支援について」  

ご本人の希望の他、地域ケアプラザ等での催し物や、県や市の広報誌、 

社協の機関紙等に目を通して情報収集し、提案してみる事を確認した。 

【その他に話し合ったテーマ】  

「3 月 21 日の世界ダウン症デーについて」，「余暇支援について」，「支援

時の職員の私物破損防止策について」，「ソーシャルワーカーの倫理綱

領について」，「入居者の不適切な行為に対する対応について」  

③  いちごの家  

 「現金計算カードを読む」  

ガイドヘルパーに記載を依頼している現金計算カードの記載内容に、

不備がないか、記載内容の整合性を確認することの大切さを話し合っ

た。利用者にとって有意義な外出であったか、利用者の不利益となる

お金の使用はなかったかを確認することにもつながり、大切な支援の

ひとつだと学んだ。 

 

-- 



【その他に話し合ったテーマ】  

「記録はなぜ大切なのか」，「伝える・話す」，「不適切な行動とは何か」  

「強みを活かし弱みをカバーする」，「お金の管理が苦手な方への支援」  

④  みかんの家  

「入居者の不適切な行為・行動とは何か？」  

職員の主観ではなく誰が見ても不適切だと感じる行為・行動とは何か

について話し合った。 

例：他のメンバーを叩いてしまう・リビングで大声で泣き周りの人に

迷惑をかけてしまう。  

本人にとっては泣いている理由があるのでそこを感じ取って声掛けや

対応をしなければならない。また 1 回声掛けし聞いてもらえなかった

からと言って諦めるのではなく、根気強くいろいろ工夫をして何度も

声掛けしてみる事も大事である。 

【その他に話し合ったテーマ】  

「入居者との会話の話題について」，「連休中の支援について」  

「強みを活かし弱みをカバーする」，「現金計算カードを読む」  

「お金の管理が苦手な方への支援」  

(2) 日々の支援で気を付けること  

① みんとの家 

・入居者の高齢化による身体機能の低下に伴い、配慮すべき点や支援方

法を職員間で話し合い、現在の様子に合った支援に努めた。 

・入浴時にアザや怪我の発見が多く、日中施設での様子を聞いたり、身

体管理簿への記載を徹底した。 

・ご家庭の事情で宿泊を伴う帰省ができない入居者には、日帰り帰省と

いう形で対応した。 

② れもんの家 

・入居者との日々の会話の中でご本人の不安や希望があった際は、就寝

前や休日の日中等の落ち着いた時間に話をし、不安の解消し安心して

生活できるように支援した。 

・ガイド外出の行先や外出時に購入する予定の物品について、事前に職

員と話し合って決め、外出後に購入物品の確認をした。又、ポイント

カード等使用期限のある物の使用の仕方について、適切に使えるよう

に支援した。 

・入浴支援の際、一時期特定の入居者に痣の発見が続いた。日中作業所

と情報交換をしながら、れもんの家においては入浴支援の際、身体管

理簿の記載をこれまで以上に詳細、丁寧に記載する事とした。 

 

 



③ いちごの家  

・日常会話から好みを知り、ガイドの行先やガイド外出の際の昼食等に  

 反映するよう調整した。マンネリ化しない様、日常会話から知り得た  

ご本人の趣味趣向を考慮した行き先やメニューを提案した。  

・入浴が好きな方には、その日の状況によって少し長めに入って頂く，

時間を気にせず楽しんで頂く等の配慮をした。  

④ みかんの家  

・長年勤めていた職員が退職し皆さんとても悲しんでいた。別れを受け

入れる事が出来ないのか「明日の泊りは～さん？」等、聞かれる事が

多々あったが、事実を隠すことなく根気強く退職したことを伝えた。

最初は辛く泣いてしまう方もいらっしゃったが、時間をかけどうにか

乗り越えていただいた。 

・入居者の皆さんが安全に安心して生活できるよう防犯対策をしっかり

し、夜間の見回り＆施錠チェックを徹底して行った。  

・メンバーの声が反映されるホームを目指し、前期は入居者から希望を

聞きデザートを用意し食後のお茶会を開いたり、卓球大会を行った。     

(3) 健康管理に関すること  

①  みんとの家  

外出の際には季節や気温に合った衣服をご本人と一緒に選び、外出をし

て頂くよう支援した。 

手洗い・うがいの声掛けと共に、夏場は居室・リビングの室温に配慮し

適宜、声掛けを行った。  

②  れもんの家  

看護師より食事についての助言を受け、ガイド外出においては、あらか

じめ職員と一緒に食事内容を話し合ったり、出発前にもヘルパーと相談

したりした。 

また、外出の際には季節や気温に合った衣服をご本人と一緒に選び、季

節の変わり目には衣替えを行うなどの支援をした。 

③  いちごの家  

外出の際に気候にあった服装をご本人と一緒に選び、体調管理に配慮し

た支援を行った。また毎月、体重測定や月経を含めた健康管理を継続し

て実施している。 

④  みかんの家  

感染症防止のため、帰宅後はハンドソープを使用しての手洗いとうがい

を徹底し、タオルではなくペーパータオルを全ての洗面所に設置した。

また、微熱でも熱がある方は自室で食事を食べていただくことをお願い

した。  

 



(4) 金銭管理に関すること  

①  みんとの家  

ガイド利用後は、現金計算書と現金の確認をご本人と一緒に行い、その

他の入出金については、帳簿に記載し現金との確認を必ず行った。 

銀行にて金銭取引を行う際には、『銀行引落内訳書』『依頼書 (預入・振込・

引出し)』を活用し、ご本人と共に内容を確認したうえで行った。  

②  れもんの家  

ガイド利用後は、現金計算書と現金の確認をご本人と一緒に行い、その

他の入出金については、帳簿に記載し現金との確認を必ず行った。 

銀行にて金銭取引を行う際には、『銀行引落内訳書』『依頼書 (預入・振込・

引出し)』を活用し、ご本人と共に内容を確認したうえで行った。  

③  いちごの家  

 ガイド利用の前後に金額の確認をご本人と一緒に行い、お小遣いの取り

扱いに携わるよう支援した。 

 銀行にて金銭取引を行う際には、『銀行引落内訳書』『依頼書 (預入・振込・

引出し)』を活用し、ご本人と共に内容を確認したうえで行った。  

④  みかんの家  

ガイド時の外出先や買い物の内容についてご本人任せにはせず、本当に

行きたい場所か、本当に必要な物か、一緒に考えながら決めるようにし

た。また金銭の取り扱いについては複数名でのチェック体制を継続して

実施した。 

銀行にて金銭取引を行う際には、『銀行引落内訳書』『依頼書 (預入・振込・

引出し)』を活用し、ご本人と共に内容を確認したうえで行った。  

(5) 事故報告 ※横浜市指定事業者集団指導に則り横浜市に報告済み  

① みんとの家  

【台風被害】  

台風 15 号による暴風雨の影響で、解体工事中の隣家より解体資材が風に

あおられ飛来し、職員自家用車，バイク，壁面陥没，雨どい破損，玄関

右下幅木基礎部分破損などの被害があった。  

解体業者および土地持ち主により、全面補償となった。  

【転倒事故】  

リビングにて転倒事故。前頭部裂傷し東戸塚記念病院に通院。4 針縫合。 

再発防止策会議を行った。 

【入居者小遣い紛失】 

入居者がご自宅から持ってきたお小遣いの一部 1300 円の使用用途が不

明であることが発覚した。  

ご自宅から持ってきたお金は一度、預り金担当者に報告し小遣い帳に記

入することになっている。しかし、今回はご自宅から持ち帰ったお金を



ホームで管理しているお金に混ぜてしまった。ご本人がお小遣いとして

自由に使っているお金の管理方法について不十分な点があったことか

ら、記録方法を改め、毎週預り金担当者に報告するようにした。  

【他害行為】  

みんとの家入居者が 1Ｆリビングからウッドデッキを渡り、隣のれもん

の家へ行き掃出し窓付近に座っていたれもんの家入居者の腕を掴んだ。

みんとの家職員はリビングにおり、追いかけたが間に合わなかった。  

掴まれた腕を確認するが痣や腫れなど目視では確認できず。身体管理簿

に記載し経過観察を促した。  

職員は突発的動作に即応できる範囲に位置するよう指導した。  

② れもんの家  

【痣】  

入浴時、右胸に 10 ㎝大の黄色の痣、左腕に 5 ㎝大の青痣を発見した。 

【頭部に傷】  

リビングにて櫛を使って入居者の髪をとかしていた際、職員が頭頂部に

2 ㎝の裂傷を発見した。 

これらの事故を受けて、以下のような再発防止策を立てた。  

・身体管理簿の記載の徹底及び傷の経過に関する記載も怠らず、職員間

及びご家族との情報共有を行う事とする。  

・入居者が 2 階で過ごしている際には、 2 階の物音や人の動きが把握で

きるよう 1 階リビングの扉を開けておく等の配慮を行う。  

・全入居者が“今・どこで・誰と・何をしているか”の把握に努め、適

宜、声掛けや居室訪問等の様子伺いを行う。  

③ いちごの家  

【入居者の所持金、一時紛失】 

入居者より居室内で自己管理していた所持金が無くなったとの訴えがあ

った。職員も一緒に探すが当日は見つからなかった。後日、他職員と再

度探すと居室内各所から見つかった。今後はガイド帰宅時など、適宜、

ご自分の金庫にしまって頂くよう声掛けをする事とした。  

④ みかんの家 … 該当事例なし 

(6) ひやりはっと報告 

① みんとの家 … 該当事例なし 

② れもんの家  

7 月分食材注文の際、度重なる修正で混乱を招くと思い新しい用紙に書

き替えてＦＡＸをした。その際、誤って「みんとの家」用の用紙を使用

してしまい、実食より多い発注となってしまった。小口より精算し、食

費口座へ入金した。食材注文・途中訂正をする際は、必ずダブルチェッ

クする事とした。  



③ いちごの家  

・明け方、携帯の緊急速報メールで目が覚めトイレに行くと、台風 15 号

による強風で換気扇が逆流し、1Ｆ・2Ｆのトイレ，洗面所が埃まみれ

なっていた。利用者起床前の為、使用に影響はなかった。  

・夕食後、足元に不安のある入居者のふらつきが多く、崩れるように座

り込むことがあった。またトイレ回数も多く、トイレにたどり着く前

にふらつくこともあった。その為、食席とトイレの間に椅子を置き、

一度座って頂いてから移動して頂くよう声を掛けるようにした。結果、

大きな転倒にはつながらずに済んだ。  

・日報記載ミスにより、9/21 夕食，9/22 朝食が実食より多い発注となっ

てしまった。小口より精算し食費口座へ入金した。発注の際には帰省

表・日報にて二重チェックをすることとした。  

・入居者が定期購入している牛乳代の集金が来たが、請求書に集金日の

記載なく、牛乳代の準備が出来ていなかった。集金は日を改めて頂き、

今後は請求書に集金日の記載を依頼した。  

④ みかんの家  

入居者の通院日を前もって日報に記入していた。しかし、通院日が変更

になった際、日報の記載をそのままにしてしまった。そのため、入居者

は日中施設の送迎車に乗る事が出来ず、ホームに取り残されてしまった。

ホーム職員対応で、タクシーを利用し日中施設へ送り届けた。予定が変

わったら日報の記載を後回しにせず、すぐに修正することとした。 

(7) 防災訓練報告  

① みんとの家  

・町内会で行われた防災訓練に入居者と一緒に参加した。 

・夜の避難経路の確認や炊き出しの方法を考えた。 

・台所コンロ付近に簡易消火スプレーを設置した。  

・乾燥機の台に耐震対策をした。  

② れもんの家  

・町内会で行われた防災訓練に入居者と一緒に参加した。 

・夜間の有事を想定して、夜間の避難訓練を実施した。訓練を実施した

区域では、街灯もあまりなく薄暗い。そのため、少し目を離すと入居

者を見失うおそれがあり、まとまって移動する必要があった。又、危

険を回避しながら移動すると、思ったより時間がかかることがわかっ

た。  

・台所コンロ付近に簡易消火スプレーを設置した。  

・乾燥機の台に耐震対策をした。  

 

 



③ いちごの家  

・防災備蓄品を引出しタイプの衣装ケースに１日分ずつ 3 日分を収納し

た。使用の際は、衣装ケース内の小型ケースごと取り出すことで１食・

人数分の量となるよう工夫した。また防災備蓄品をメニューリスト化

し、衣装ケース前面に貼付した。  

・台所コンロ付近に簡易消火スプレーを設置した。  

・乾燥機の台をチェーンで固定した。  

④ みかんの家  

・火災時の避難経路について入居者と話し合い、より安全でスムーズに

避難できるよう避難経路を変えた。一度決まったことをずっとそのま

まにするのではなく、常にもっと良い方法は無いか考えながら訓練に

あたった。 

・簡易消火スプレーを購入しキッチンに設置した。  

・震災時の転倒防止のため乾燥機の台の固定をした。  

 

3. 会議、研修の状況  

(1) 職員会議  

①  みんとの家  

 月 1 回、れもんの家と合同で実施した。 

 支援の振り返り ,個別支援計画振返り,行事について、事故報告とひやり

はっと報告の違いについて,居室交換の可能性について検討した。 

②  れもんの家  

月 1 回みんとの家と合同で実施した。 

支援の振り返り ,個別支援計画振返り,行事について、事故報告とひやり

はっと報告の違いについて ,居室交換の可能性について検討した。  

③  いちごの家  

 月 1 回みかんの家と合同で実施した。 

 支援の振り返り,個別支援計画振返り,行事について、 事故報告とひやり

はっと報告の違い等について検討した。  

④  みかんの家  

月 1 回いちごの家と合同で実施した。 

支援の振り返り ,個別支援計画振返り,行事について、事故報告とひやり

はっと報告の違い等について検討した。  

(2) メンバー会議  

①  みんとの家  

旅行や行事について、行きたい場所や食べたい物などを聞き取り、楽し

いことを一緒に考えた。 

 



②  れもんの家  

旅行や行事について、行先や食事の内容、れもんの家が単独で行うか、

法人内の他のグループホームと合同で行うか等を聞き取り、楽しい事を

一緒に考えた。旅行については入居者の意向もあり、他のグループホー

ムと合同で実施する事に決まった。  

③  いちごの家  

旅行や行事、季節に関した議題を投げかけて、楽しく話し合った。たま

には食べてみたい物(パン,ピザ等)は、おやつや外食に反映させた。  

④  みかんの家  

不眠が続く入居者について、不眠の理由や治療中であることを説明して

理解と協力を求めた。  

(3) 研修  

①  みんとの家 … なし 

②  れもんの家 … サービス管理責任者研修  

③  いちごの家 … 4 月，7 月 新採用職員に向けた内部研修  

④  みかんの家 … 特になし  

 

4. その他  

(1) 地域との関わり  

①  みんとの家 … 地域の防災訓練，町内会のお神輿行事に参加した。 

お祭りの際の休憩所としてホームの駐車場を提供

した。適宜、ホーム周辺の清掃を実施した。            

②  れもんの家 … 地域の防災訓練，町内会のお神輿行事に参加した。 

お祭りの際の休憩所としてホームの駐車場を提供  

した。適宜、ホーム周辺の清掃を実施した。 

③  いちごの家 … 帰省や行事と重なり、地域の盆踊りには不参加だっ 

た。 

④  みかんの家 … 月 1 回程度、職員がゴミ集積所の清掃を行った。 

(2) 社会貢献的な取り組み  

① みんとの家 … 町内会のお神輿行事に休憩所として駐車場を提  

供した。            

② れもんの家 … 町内会のお神輿行事に休憩所として駐車場を提  

供した。 

③ いちごの家 … 地域の防災訓練への参加を予定していた。今年度

は、日程が合わず参加できなかった。 

④ みかんの家  … 地域の防災訓練への参加を予定していた。今年度

は、日程が合わず参加できなかった。  

 

-- 



(4) 自主的な改善点  

①  みんとの家  

 包丁やキッチンばさみ等は台所シンク下の引き出しに収納し、台所のド

アは施錠していたが、キッチンカウンターを乗り越えて台所に入るとい

う事例が発生したため、調理に使用する刃物類はダイヤル式保管ボック

スに収納することとした。  

②  れもんの家  

キッチンカウンターを乗り越えて台所に入る入居者がいるため、包丁や

キッチンばさみ等は使用後、みんとの家に預けていたが、ダイヤル式保

管ボックスに収納し事務室で保管することとした。  

③  いちごの家  

トイレのペーパー横の収納ボックスに使い捨て手袋の箱を設置し、便失

禁対応がスムーズに行えるよう工夫した。  

④  みかんの家  

一日の流れや入居者の支援内容などをまとめたマニュアルを新しく作成

し、みかんの家以外の職員が勤務しても対応できるよう対応した。  

 

まとめ 

①  みんとの家  

入居者の怪我や痣が続き、身体管理簿の記載の重要性を実感した。怪我

や痣の経過の記載が無く、身体管理簿として情報が歯抜け状態であった

ことを反省し、経過を含めた記載を改めて職員間で確認した。 

また怪我による通院を含め、ご家族様への連絡が遅くなってしまったな

どの事象が重なり、ご迷惑・ご心労をお掛けする事態が発生したことを

反省し、簡潔で速やかな連絡に努めることとした。  

前期は町内会のお神輿行事に携わる機会を得て、地域と関わることがで

きた。今後もこのような関わりを継続したいと思う。  

前期、初めて夜間の防災訓練を実施し、夜間避難の課題や問題点を発見

することができた。今後、夜間発災時の対応について検討を重ねたいと

思う。  

みんとの家リーダー：荻津聡  

②  れもんの家  

一時期、特定の入居者に痣が続き、身体管理簿の記載の重要性を実感し

た。経過を含めて記載する事を改めて職員に周知した。 

前期は町内会のお神輿行事に携わる機会を得て、地域と関わることがで

きた。今後もこのような関わりを継続したいと思う。  

入居者が中年期に入り、成人病予防や高齢化を意識した支援が重要にな

ってきたと感じた。バイタルチェックを引き続き実施すると共に、健康

-- 



診断で指摘を受けた入居者の健康管理、取り分け食生活には十分に気遣

っていきたいと思う。 

れもんの家リーダー：松下文彦  

③  いちごの家  

入居者の方々が気持ち良く生活出来るよう、常に感謝の言葉を心掛け、

ご本人の気持ちを汲み取りこちらから提案する等、配慮した。  

二人同時に薬を飲みに来た時など「ちょっとまってて」や「あとでね」

等の曖昧な言葉は使用せず、「○○さんが薬を飲むまで待っていて下さい

ね」と伝えると理解を示してくださり、待っていて下さった。 

後期も“ＧＨでの生活の主体は入居者”であることを意識した、支援・

声掛けを実践したい。  

いちごの家リーダー：宗像真理  

④  みかんの家  

前期では職員の入れ替わりがあり、職員・入居者共に落ち着かない日々

が続いたが、時間と共に徐々に落ち着きを取り戻しつつある。後期では

行事などを通じて、より強くみかんの家としての絆を深められるよう支

援していきたい。  

みかんの家リーダー：加藤学  
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報告事項  相談支援事業所 マロン 

作成者  相談支援専門員 川端 亜希子 

提案内容 1. 実施事業内容 

 ①業務内容 

  (1) 基本相談：障がい者の相談に応じ、必要な情報提供や助言を行った。 

  (2) サービス利用支援：丁寧にアセスメントを行い、サービス等利用計

画の作成を行った。 

  (3) 継続サービス利用支援：利用している事業所に訪問しサービス提供

場面の確認と利用者および関係者とサービ

ス等利用計画に基づく支援状況の確認を行

った。 

 

 ② 基本相談支援実績 

  対象者：クローバー利用者，家族・他法人利用者 

  依頼者：本人・家族・事業所 

  方 法：電話・訪問・面談・会議 

  内 容： 

本人：生活について，将来について，サービス利用について 

家族：ご本人の生活について，通所について，通所方法について 

   会議：支援方法と環境について検討，現在の状況の確認と今後の課 

題を明確にしてこれからの生活を考える，サービス利用への 

希望の聞き取り 

   その他：成年後見制度の利用に向けての相談，通院同行 

 

 ③ サービス等利用支援・継続サービス利用支援  

   利用者：新規契約 2 名  合計 5 名（他法人利用者）  

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 

サービス等利用支援 0 1 1 0 1 0 

継続サービス利用支援 0 0 0 1 1 4 

 

2. まとめ 

  今期の相談支援の中で感じたことは、利用者との関係の構築の難しさ

でした。 

今期の相談支援の中では、利用者との関係がまだできていないため本

人と家族、もしくは本人と支援者がいる場面での面接がほとんどでした。

しかしその場面ではなかなか利用者の意見や希望(本音)を聞くことはで

きませんでした。 

しかし関係ができていないため 1 対 1 になると話が盛り上がらないの

ではないかという不安がありました。 

それについてまずは相手の好きなことを話題にすると良いとアドバイ

スを受け利用者様の好きなものを用意して面接にのぞみました。「知らな

いから詳しく教えてほしい」とお願いしたところ、会話がはずみ聞いた

こと以外のこともいろいろと教えてくださいました。以降、会ったとき

には必ずひとつはその話題を出すようにしています。 

相談支援では利用者との関係構築は必須です。そのためこの取り組み

をこれからも継続していきます。 
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