
資料①-1

平成26年度　社会福祉法人　まごころ会　　事業実施報告書

まごころ授産所 グループホームまごころ

1 定員　　　30名 7名（うち1名短期入所）

2 利用人数 H26年度　まごころ授産所. 人

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

34 32 31 32 31 31 30 31

人

12月 1月 2月 3月 合計

31 30 30 31 374

　H26年度　グループホームまごころ 人

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

6 6 6 6 6 6 6 6

短期入所1 短期入所3 短期入所 1 短期入所  1 短期入所 1 短期入所1 短期入所　0 短期入所　2

H27 人

12月 1月 2月 3月

6 6 6 6

短期入所1 短期入所1 短期入所  2 短期入所 1

3 職員 まごころ授産所

施設長 事務長 生活支援員 職業指導員 会計担当職 調理員 目標工賃達成指導員 その他職員

兼任
サービス管
理責任者
GH管理者

職業指導
員・GH世話

人

GHサビ管1
GH生活支援員
1
GH世話人1

職業指導員
運転手1　調
理補助2 職
業指導員6

グループホームまごころ

管理者
サービス管理

責任者
生活支援員 世話人 世話人 当直者

兼任
まごころ授
産所施設長

まごころ授産
所・職業指導

員

まごころ授産
所職業指導

員

まごころ授産所
職業指導員・運
転手・事務長

5（正規職） 9(パート)1(正規職) 1(正規職) 1(正規職)

専任 1・正規 1・正規 1・正規 2.（正規・嘱託） 1・パート 3(正1・パート2）

専任 1(正規職) 1(正規職） 1(正規職）
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4 就労支援事業(生産活動) まごころ授産所  別表①参照 資料①-2

1.　海苔缶のラベル貼り、乾燥剤入れ　　:前田のり    

2.　化粧箱折り　　:竹八

3.　らっかさん(海苔養殖用)作成:　古賀海苔資材

4.  ミニのぼりチチつけ、タオル折り　:久保旗店

5.  特定信書便(県逓送便、チワタ・木村文機、磯頭、めぐみサラダ館)

6.  コーヒー販売(移動販売車にて)　　イベント時に出店

7.  環境資源:ダンボール回収

8.　日興食品（みかんの房取り）

9.　中静工業（車の部品の組み立て）

10　その他(ふくしネット、共同受注支援窓口、施設外支援)

11.  まごころ弁当（幕の内弁当、高齢者弁当）

12.IMAコーポレーション（りぼん作成）

13. ポリ工芸

5 事業活動内容　　別表②参照 まごころ授産所

1.  就労支援実績　　　別表①

2.  就労支援事業を通して、作業・職業指導。生活支援、就労支援。工賃向上計画に向けての実践。

個別支援計画を通して作業指導、生活指導、就労訓練を行った。

作業指導:各個人の能力、強みを考慮して指導。

生活指導:　自立に向けての生活指導、社会人としてのマナー、ルールの指導、支援。

就労支援:　A型事業所・楠の木園　2名　　匠食堂（県庁地下食堂）委託訓練3ケ月間→B型へ

ハローワーク同行、職業センター(評価、判定会議、ケア会議)　　　

面接同行　　委託訓練のための支援・会議出席

施設外支援：高祖農園・大坪農園1名　　宅老所ひまわり・1名（H26.7.30終了）→匠食堂へ　　

グループホームももえん・1名（H26.10.8終了）

A型事業所へ移行支援2名

工賃向上への支援：一人当たり（　22.420　円／月）Ｈ２５年度より　3.254　円向上

                         工賃向上計画に添って事業展開を実施

3.健康管理　　5月定期健康診断実施 9月歯科健診　　　月2回　衛生検査　

　　感染予防（インフルエンザ、ノロウイルス、食中毒） 手洗い、うがいの励行。

　　バイタルサインのチェック　　体重測定（毎日）

　　ラジオ体操（毎日）　　ウオーキング（2回／週）

4. サービスの質の向上　　　個別支援の強化

　　 個別支援計画、支援会議、モニタリング実施・・・H26.7月　H27.1月

職員研修・・・

平成26年　5月7日　　危機管理研修（阿部）

　　　　　　　5月27日　福祉施設の食の安心安全研修（西村広）

　　　　　　　6月4～6 日　平成26年度　相談支援従事者初任者研修（平野、山田）

　　　　　　　6月17 日　相談支援勉強会（山田）
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　　　　　　　7月15、16日　平成26年度　相談支援従事者初任者研修（平野・山田）

              8月30.31日　第54回九州地区手をつなぐ育成会・沖縄大会（橋本）

　　　　　　　7月24.25日　　第26回グループホーム・ケアホーム等研修会　（平野）

　　　　　　　8月19日　　　相談支援勉強会（山田）

　　　　　　　9月16日　第4回　相談支援勉強会（平野）

　　　　　　　9月25日　安全運転管理者講習（平野）

　　　　　　　9月24日　　介護従事者初任者基礎研修（白水）

　　　　　　　10月9日　　介護従事者リーダー研修(元村)

           　　10月31日　　福祉従事者管理職候補者研修(坂本)

　　　　　　　11月17日　　相談支援勉強会（山田）

　　　　　　　12月10日　　介護従事者リーダー研修（元村）

　　　　　　　12月11日　　相談支援勉強会（山田）

　　　　　　　12月11、12日　　就労サビ管研修（阿部、渡邉）

　　　　　　　12月8日　　　ふくしフェスタ2014inアミュプラザ長崎視察（橋本）

平成27年　1月10日11日　　精神保健福祉士実習指導者講習会（山田）

　　　　　　　1月18日　　　えがおの会・研修　　海きらら水族館（西村元、内田聖）

　　　　　　　1月27日　　　福祉サービス苦情解決研修会（クレームの出ない土壌づくりと対応策）（平野）

　　　　　　　1月27日　　　自立支援協議会・視覚障害者の理解と支援について（山田）

              2月9日　　　社会福祉法人等役員研修会(糸山・馬場・吉村)

　　　　　　　2月17日　　　相談支援勉強会（山田）

　　　　　　　3月2日　　ビジネススキルアップ研修　　大分県視察（橋本）

　　　　　　　3月5日　　ビジネススキルアップ研修　　大牟田市視察（山中）

　　 防災訓練

　　　　　  6月30日　防火避難訓練(自衛消防訓練）の実施　

 H27.   1月16日　防火避難訓練（自衛消防訓練）の実施

　　利用者の安全の確保（傷害保険）

　　　　　　　　1名保険利用

5.  社会参加、地域社会との交流

　　　・4月～グループホーム利用者1名　　河川清掃に参加　 国際ｿﾛﾌﾟﾁﾐｽﾄ：出店　　ひびき祭り：出店

　　　　　　　　花見　日隈公園　その後カラオケ　　ふれあい旅行（九十九島　きらり水族館）

　　　・5月～サッカー観戦（サガン鳥栖対柏レイソル）　　　　世界遺産フェア：出店　あそびﾌｪｽﾀ：西九州大学

　　　・6月～難病支援ﾈｯﾄﾜｰｸ：出店　車椅子バスケットﾎﾞｰﾙ大会：出店　佐賀ｺﾛﾆｰ：誕生会でのコーヒー出店　　

　　　　　　　　親子ふれあいﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ大会

    　・7月～佐賀県手をつなぐ育成会県大会・本人の会(えがおの会)出席・白石町

　　　　　　　　花火大会（諸富）：出店

　　　・8月～笑顔でマルシェ・県民ホール：出店 サッカー観戦:対FC東京

　　　　　　　　佐賀市健康づくり課より朝ラジ・キャンペーン参加

　　　・8月～南川副婦人会主催「みんなで歌を歌いましょう」への参加　　

               24時間テレビ　チャリティ募金活動（イオンスーパーセンター）

　　　・9月～夏祭り（第4回）南川副まちづくり協議会・健康福祉部会との合同で実施

野球観戦（ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ対千葉ﾛｯﾃ）　ほとけの子の集い：出店

　　　・10月～歳末助け合い運動赤い羽根共同募金の街頭募金へ参加 佐賀ｺﾛﾆｰ：誕生会での出店

3



手をつなぐ育成会：大分久住登山の支援 あすなろ祭参加：西九州大学・短大合同

                 障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会参加 さわやかｽﾎﾟｰﾂレク：出店 運動会：唐津市陸上競技場

バルーン大会清掃ボランティア 調理実習 　　金立コスモスまつり：出店

バラエティフェスタin佐賀

　10周年記念式典　 保育・介護の就職フェア：出店 笑顔でマルシェ　　　　　　きらめきフェスタ

　　　　　　　チャレンジドフォーラムin　saga  GHももえんへ防火訓練

　　　・12月～佐賀市川副支所・社会福祉協議会助成で地域の方々、保護者、地元小学生参加(もちつき大会)

　　平成26年12月17・18日中島幹雄氏通夜・葬儀

　　H27.1月～ふれあいフェスタ 三社参り・新年会

　　　・2月～　佐賀コロニー誕生会 ゆめくれよん 佐賀市シルバーフェア ふれあいｺﾝｻｰﾄ

　　　・3月～えびすFM放送に参加

奉仕作業(缶拾い・ゴミ拾い)

　随時

誕生会の実施

4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月、3月

保護者会

4月、7月、9月、12月、H27.2月

実習生・ボランティアについて

実習生受け入れ ボランティア

6月9日～6月30日 　　金立特別支援学校　　1名高校3年 1年間を通して毎日　　 紅葉谷氏　1名

    7月17.18.日 　　佐賀県職新採用研修　6名2日間 4月～民生委員3～4名(固定月なく)

    8月18.19日 　　佐賀県職新採用研修　6名2日間

8月4日～8月6日     昭栄中学校　2年・3年　3名 4月～各月ごとに読書ボランティア　1名

　　単発的に就業体験 　　川副中特別支援学級 6月～溝内氏他2名

　10月20日～10月31日　　金立特別支援学校1名　高校3年 9月～夏祭り　西九州大学　社会福祉学科

　　11月4日～11月21日　　大和特別支援学校1名　　高校2年

　　11月17日～11月28日 　　中原特別支援学校1名　高校2年

11月27日～12月5日     佐賀市医師会立看護専門学校　4名

事業活動内容　　別表③参照 グループホームまごころ

1.　誕生会 4.　健康管理　　帰宅後の検温

2.　地域行事・川さらえ1名出席　　平成26年4月 　　歯科受診・内科受診・精神科受診同行

3. 避難訓練実施　　H26年7月22日　自衛消防訓練 5.　クリスマス会

　　　　　　　　　　　　　川副ﾈｯﾄﾜｰｸとの合同訓練

                         H27年3月27日　自衛消防訓練

4.　個別支援計画に沿って生活指導を実施

　　　・11月～南川副婦人会主催グランドゴルフ大会参加
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6 役員会開催

H26. 4月1日　　第一回  理事会 川副支所　2階　　中会議室

　　　　　　　　　　　　　　　　第1号議案　　　理事長選出の件

　　　　　　　　　　　　　　　　第2号議案　　　理事長職務代理選出の件

　　　5月26日　　　第二回　理事会・評議員会 川副支所　2階　 中会議室

　　第1号議案　　　平成25年度事業報告承認の件

　　第2号議案　　　平成25年度資金収支決算及び監査報告承認の件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　第3号議案　　　運営規程・就業規則の一部改訂について

　　第1号報告　　　新会計基準への移行について

　　　8月8日　　第三回　 理事会・評議員会 川副支所　2階　 中会議室

　　第1号議案　　　指定特定・障害児者相談支援事業所まごころ（仮）設置（案）承認の件

　　第2号議案　　　平成26年度資金収支第1次補正予算承認の件

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　10月24日　第四回　平成26年社会福祉法人度指導監査の結果について報告

　　　　　　　　　　　　　　　　平成26年度資金収支第1次補正予算(案)承認の件南川副公民館

　　　　　　　　　　　　　　　　「まごころ授産所」運営規程一部変更について

H26年3月25日　第五回　平成26年度資金収支第2次補正予算　　承認の件

　　　　　　　　　　　　　　　　平成27年度事業計画　承認の件

　　　　　　　　　　　　　　　　平成27年度資金収支予算　承認の件 川副支所　2階　会議室

　　　　　　　　　　　　　　　　役員改選に関する件
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