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  平成３０年度事業計画書 

 

社会福祉法人さん・さん福祉会 

 

１ 所 在 地          岐阜県羽島郡笠松町門間字四反田１１７５番地２ 

 

２ 施設名称  さん・さん笠松 

 

３ 利用定員  多機能型４０名  放課後等デイサービス 20 名 生活介護 10 名 

就労継続支援Ｂ型 10 名 

 

４ 職員数   １6 名      施設長            １名 

管理者兼サービス管理責任者  １名 

放課後等デイサービス職員   ７名 

生活介護職員         ４名 

就労継続支援Ｂ型職員     ２名 

医師（嘱託）         １名 

看護師            １名 

調理員            ２名 

＊兼務含む 

 

５ 事業の基本方針 

障害者（児）が、住み慣れた地域に安心して暮らし続けることができるよう、その成

長に合わせて適切なサービスを継続して提供します。特に地域との関わりを大切にし

障害者（児）が積極的に社会参加できるように支援します。今年度も引き続き地域へ

の定着と利用者の一層の増加を目標に活動を展開してまいります。 

 

６．運営計画 

(1) 放課後等デイサービス 

知的・身体障害のある児童（18 歳未満）を対象に、日常生活に必要な動作の習得や

集団生活への適合訓練を行います。遊びや療育などの活動を通じて、基本的な生活慣

習の確立をはかるとともに、集団を用いることで“見てわかりやすい”活動を展開し

ていきます。その中で、持続力・集中力・人と関わる際必要なコミュニケーション能

力・社会性・自己コントロール能力などの力を身につけていく支援を、それぞれの児

童の特性・年齢等に応じて支援していきます。 

活動メニュー 

・個別指導（パソコン・数や文字の学習・マナー学習等）  

・集団活動（楽器演奏・音楽療法・体操教室・散歩・園芸・農作業体験等） 

・創作活動（工作・おえかき等） 
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営業日      月曜日～土曜日（祝日・8/13～15・12/29～1/3 を除く） 

サービス提供時間 月曜日～金曜日 午前 10 時 00 分～午後６時 00 分 

         土曜日、長期休暇など 午前 9 時 30 分～午後 3 時 30 分 

30 年度目標利用者数：16 名／日平均 

30 年度においては近隣に競合他社が増えたため登録人数が減少しますが、現利用

者の利用日数維持と新規利用者の獲得を図り、8 割の稼働を目標といたします。 

 

(2) 生活介護 

日常生活に常時介護が必要な障害者（18 歳以上）を対象に、入浴や排せつ、食事等

の介護や、創作活動、生産活動の機会を提供し、重度の障害者でも住み慣れた地域で

生活し続けていくことを支援します。重度の利用者には家族の介護負担低減や快適な

日常生活が送れるような精神的・身体的支援を行います。自立度の高い利用者に対し

ては、生産活動として「パン作り」を中心に行い、その販売を通じて地域との交流も

図っていきます。 

活動メニュー 

・集団活動（園芸・農作業・体操等） 

・創作活動（工作・手芸等） 

・生産活動（パン・クッキー作り） 

・余暇活動（外出・買い物等） 

営業日      月曜日～土曜日 

（祝日・8/13～15・12/29～1/3 を除く） 

サービス提供時間 午前９時 30 分～午後３時 30 分 

30 年度目標利用者数：９名／日平均 

30 年度においてはサービス利用者が順調に通所できているため、90％稼働を見込

んでおります。 

 

(3) 就労継続支援（Ｂ型） 

就労移行支援事業等を利用したが、一般企業等の雇用に結びつかなかった障害者や、

一般企業に雇用されていたが、年齢・体力等の理由により継続雇用が困難となった障

害者を対象に、生産活動や就労訓練等を行い就労の機会を提供します。施設内喫茶室

および厨房を就労の場とします。 

活動メニュー 

・喫茶室・厨房における調理補助・接客・販売・清掃等  

・余暇活動（外出・買い物・園芸等） 

営業日      月曜日～金曜日（祝日・8/13～15・12/29～1/3 を除く） 

サービス提供時間 午前９時 30 分～午後３時 30 分 

30 年度目標利用者数：６名／日平均 
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７ 利用者の処遇 

(1) 生活支援 

① 「仲間作り」を大切にし、仲間と一緒に活動していくことを通じて連帯感を養い

地域の中で社会の一員として生きていくことの楽しさが実感できるよう支援し

ます。 

② 地域行事・バザーへの出店、グループ外出、買い物、地域清掃活動等を定期的に

行い、地域社会への参加を支援し、利用者と地域との交流を深めます。  

③ 地域に働きかけ協力を仰ぎ、利用者が参加しやすい活動を提供します。  

 

(2) 作業支援 

① 個別支援計画に基づき、利用者個々の特性と主体性を重視した作業・訓練活動を

支援します。 

② 利用者の意見、やる気を尊重しながら、働くことにいきがいの持てるような訓練

指導を実施していきます。 

③ 日常活動の中でもリハビリを意識し、ＡＤＬの維持向上を図ります。  

 

(3) 生産・就労活動 

① 食品事業（生活介護） 

パン生産は 10:00～13:30 単価 50 円で 1 日 50 個を目標とします。喫茶販売ス

ペースでの販売を行います。 

ケーキ、スナック類、みたらしだんご等の生産は 10:00～12:00 1 日 3,000 円程

度の売上を目標とします。喫茶内で販売を行います。  

バザー等イベント参加時はクッキー等菓子類の生産も行います。  

下拵え・調理・販売を利用者の特性に合わせ担当またはローテーションにより行い、

一人ですべてをこなせるように支援します。  

② 喫茶事業（就労継続支援） 

喫茶営業時間は 8:00～16:00 利用者来所までの時間は職員が業務を行います。コ

ーヒー等ソフトドリンクは 300 円、軽食・ランチは 500 円～800 円にて提供。1

日あたり飲料 30 杯・軽食 10 食を目標とします。 

接客・調理補助・清掃等利用者の特性毎に分担して活動を行います。  

 

(4) 工賃 

生活介護・就労継続支援 B 型において利用者が生産活動に従事したときは、生産活動

に係る事業収入から生産活動に係る必要経費を控除した額を、生産活動に従事した利

用者に支払います。工賃はつぎの額を目標とします。 

① 生活介護      時間あたり平均 ５０円 

② 就労継続支援Ｂ型  時間あたり平均１００円～１５０円 
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(5) 健康管理 

① 感染症予防活動を励行し、感染を防ぎます。  

② 看護師が毎日健康チェックを行い、異状の早期発見に努めます。  

③ 嘱託医が毎月 1 回定期的な検診を行ない、利用者の健康管理をします。  

④ 余暇活動の中に運動を取り入れ、体力の維持強化を図ります。 

 

８ 日課および年間行事 

 別紙１「1 日のスケジュール」および別紙２「年間行事計画」のとおり 

 

９ 防災計画 

火災報知機、スプリンクラー、消火器等の非常災害に必要な設備を設けるとともに、

非常災害に関する具体的計画を立て、関係機関への通報・連絡体制を整備し、定期的

（年 2 回）に避難訓練を実施します。 

 

10 職員研修 

職員の資質の向上のため、次のとおり研修を実施します。  

① 採用時研修 採用後 1 ヵ月以内 

② 継続研修  年 3 回 

③ 社外セミナー・研修会等への派遣 

 

11 地域との連携 

① 自治会等が主催する地域行事への積極的参加を行うとともに、施設行事への招待

等を通じ地域との交流を進めていきます。  

② 喫茶の営業やパン・スナック等の販売を通じ、地域の方々が気軽に利用できる場

を提供します。 

③ 施設店舗のほか、地域内に生産品を出張販売できる場を確保できるよう、地域と

の協力体制強化を目指します。 

④ 利用者とともに地域清掃活動を月１回行い、地域貢献を目指します。  

⑤ 地域の小中学校の体験学習の受け入れを随時行います。  

 

 

以 上 
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別紙１ 1 日のスケジュール（日課） 

【平日】 

時間帯 放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 生活介護 就労継続支援Ｂ 

09:00  自宅へお迎え  

09:30  活動準備（清掃）  

10:00  生産活動（パン） 

創作活動 

入浴 

喫茶業務 

（調理・接客） 10:30  

11:00  

11:30  昼食準備（配膳）  

12:00  昼食  

12:30  昼食後片付け  

13:00  生産活動 

創作活動 

喫茶業務 

（調理・接客） 13:30  

14:00  個別支援 

14:30  

15:00  後片付け（清掃）  

15:30 学校へお迎え 自宅へお送り  

16:00 体操・おやつ   

16:30 創作活動 

個別支援 

  

17:00   

17:30   

18:00 自宅へお送り   

【土曜日・学校の長期休暇など】 

時間帯 放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 生活介護 就労継続支援Ｂ 

09:00 自宅へお迎え   

09:30 活動準備   

10:00 創作活動 

おやつ 

創作活動 

入浴 

喫茶業務 

（調理・接客） 10:30 

11:00 

11:30 昼食準備（配膳）   

12:00 昼食   

12:30 昼食後片付け   

13:00 創作活動 

レクリエーション  

余暇活動 

（散歩等） 

喫茶業務 

（調理・接客） 13:30 

14:00 個別支援 

14:30 

15:00 後片付け（清掃）   

15:30 自宅へお送り   
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別紙２ 年間行事計画 

さん・さん笠松 

月 日 内容 備考 

４月 上旬 入所式 

お花見外出 

 

５月 中旬 春の遠足  

６月 中旬   

７月 初旬 

下旬 

七夕まつり 

プール 

 

８月 上旬 

下旬 

プール 

 

 

９月 初旬 避難訓練  

10 月 初旬 

 

運動会 

 

 

11 月 上旬 秋の遠足 

 

 

12 月 下旬 クリスマス会  

１月 初旬 

中旬 

初詣 

成人式 

さん・さんカーニバル 

 

２月 上旬 節分  

３月 中旬 

 

避難訓練 

 

 

・生活介護では毎月 1 回、季節を感じるための外出・散歩や買い物実習を実施します。  

・毎月利用者・児童のお誕生会を実施します。また保護者見学会を適時行います。 

・毎月末は地域清掃活動を行います。 


