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9．各事業所事業報告 

障害者支援施設あかつき園 

障害者支援施設嵐山四季の家 

   共同生活援助 あおぞら荘 

就労継続支援 B 型事業よるべ 

青い鳥相談支援センター 



1．法人の理念 

（1）スローガン 

障害のある仲間たちが、いきいきとくらせるまちづくりに取り組みます。 

（2）法人のめざすもの 

障害のある仲間たち(以下、仲間たち)が地域で、生きがいと誇りをもって、その人らしい幸せなく

らしを築けるように、一人ひとりのねがいや要求を大切にしながら支援していくために、仲間たち、

家族、職員、地域の人たちと手を結び、みんなで力をあわせます。 

（3）運営方針 

1 仲間たちの尊厳に配慮し、権利擁護に取り組み、支援の質の向上を図ります。 

2 法令･社会規範を遵守した適正な運営に努めます。 

3 社会福祉法人として、その使命を受け、地域および行政関係者と連携を図り、公益性を追求し

ます。 

4 職員一人ひとりの能力アップをめざした教育・研修制度に基づき、専門性が発揮できる職場環

境の整備に努めます。 

5 民主的な運営に努め、職員ひとりひとりの意識の向上を図り、役割、責任を自覚し、職務を遂

行します。 

6 適切かつ透明性のある財務管理を行い、各事業所の経営基盤の整備および安定化を図ります。 

 

2．令和３(2021)年度の組織図表 

 

                   

3．令和３(2021)年度の法人の重点的取り組み課題と振り返り 

（１）仲間たちの尊厳に配慮し、権利擁護に取り組み、支援の質の向上を図ります。 

 ①苦情申立に沿って委員会を開き、第三者委員と任務分担で解決に向けて努力をしていく。 

⇒苦情が挙がらなかったため、開催は見送られた。 

 ②虐待防止対策委員会を法人組織の中に位置づけて取り組む。 

(2)組織図表

一般相談支援
特定相談支援

青い鳥福祉会後援会
あかつき園家族会
嵐山四季の家家族会
青い鳥福祉会労働組合

虐待防止対策委員会

第四あおぞら荘
らんざん荘

あかつきホーム

就労継続支援B型

よるべ

就労継続支援B型生活介護事業
短期入所事業
日中一時支援事業

障害者支援施設

嵐山四季の家

施設入所支援
生活介護事業
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法人本部事務局 事務センター
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青い鳥相談支援

センター

評議員会

理事会

評議員選任・解任委員会

常任理事会

運営協議会



⇒コロナ禍もあり、取り組みを進めることができなかった。 

（２）法令･社会規範を遵守した適正な運営に努めます。 

 ①定期的な顧問弁護士との面談、また、必要に応じて相談等連携を図っていく。 

⇒コロナ禍もあり、面談の機会はなかったが、メール等での相談を行った。 

 ②法令遵守責任者が県福祉監査課の自主点検表に基づいて、事業所運営のチェックを行なう。 

  ⇒コロナ対策に追われ、取り組みは見送った。 

 ③安全運転・交通ルール遵守を啓発するセーフティーニュースを毎月発行する。 

  ⇒安全運転管理者があかつき園に加え、嵐山四季の家、あおぞら荘にも配置されたことから、各

事業所での対応とした。 

（３）社会福祉法人として、その使命を受け地域及び行政関係者と連携を図り、公益性を追求します。 

 ①社会貢献活動の取り組み内容を十分に検討する。 

  ⇒現行の個別の事務作業の無償代行の取り組みを行いながら、地域と連携を図る取り組み(こども

食堂支援)を検討するための資料収集に留まった。 

②次年度の事業開始をめざしていく。 

⇒新たな内容については、検討に至らず。 

（４）職員一人ひとりの能力アップをめざした教育・研修制度に基づき、専門性が発揮できる職場環

境の整備に努めます。 

 ①職員の育成・定着につながる教育・研修制度への見直しを図る。 

⇒コロナ禍もあり、取り組みを進めることができなかった。 

（５）民主的な運営に努め、職員一人ひとりの意識の向上を図り、役割、責任を自覚し、職務を遂行

します。 

①法人評議員会、理事会等の開催 別項にて 

 ②後援会と協同で会報「ゆたかにくらす」の定期発行を行なう。 

⇒年間 2回の発行となった。 

 ③運営協議会を年 2回開催し、法人事業へのご意見を伺う。 

  ⇒新型コロナウイルス感染拡大防止のため、会議の開催は中止とし、法人の動向について資料を

お送りするにとどまった。 

（６）適切かつ透明性のある財務管理を行い、各事業所の経営基盤の整備および安定化を図ります。 

①年 2回の監事監査を行い、理事会、評議員会に報告を行う。 

⇒書面等も活用しながら行った。 

②借入金返済計画の遂行 

 ・あかつき園 新居住棟、改築新棟の返済 

    ・あおぞら荘 あおぞら荘建築、らんざん荘不動産購入借入の返済 

⇒事業所拠点区分の予算に基づき、返済を進めた。 

③中期長期経営計画の作成 

    ⇒未完に留まる。 

（７）人材確保に向けた取り組みを行う。 

上記、（１）～（６）を遂行していくためにも、人材確保の取り組みをより強化して、求人活動

に取り組む。 

   ⇒ 

   ①人材確保について 



   理事会、評議員会の最優先課題としてハローワーク・埼玉県福祉人材バンク登録・リクナビ 

・求人広告掲載・インターネット求人サイト登録などに取り組んだ。掲載費用総額約 470万円。 

18名の入職者を迎えたが、24名の退職があり、うち年度内での入退職者は６名に及んだ。 

②人材の定着について 

職員が職務上必要と認められる資格取得のための受験に要する費用を助成することにより、自

己啓発への取り組みを支援し、職員の資質向上に役立て、もって福祉サービスの向上に資する

ことを目的とする社会福祉法人青い鳥福祉会職員資格取得助成金交付要綱を 9 月に制定、3 名

が活用された。 

新型コロナウイルス感染拡大予防に備え、２月に商品券を支給した。 

2 月に永年勤続表彰を行なった。対象者 39名 146万円 

③人材の育成について 

   コロナ禍でもあり、対面、集合の従来型研修機会の提供ができなくなり、外部のオンラインに

よる研修受講などに取り組んだ。 

（８）事業展開 

   ①共同生活援助事業あおぞら荘 定員変更 

   2021 年４月より第四あおぞら荘の定員を３名減の７名とし、全体定数を 5０名とした。 

   ②評議員、理事、監事、評議員選任･解任委員、運営協議会委員のそれぞれについて改選を行な 

い、新たな体制を滞りなく整えることができた。 

   ③法人創立 50周年に向けた記念事業検討委員会はコロナ禍の状況が改善されないことから、 

発足は見送った。 

（９）危機管理体制整備 

   ①備蓄品の備えを行ない、緊急時に対応できるようにする。 

⇒事業所ごとに飲料水や食料等の確保を進めた。 

②災害時等の発生に備えた連絡体制を作る。 

    ⇒事業継続計画を作成した。 

（１０）地域関連 

①他団体の役員として委嘱を受け、参加する。⇒招集された会議等に参加、対応をしてきた。 

   ・ZAC理事 

   ・東松山市自立支援協議会委員 

   ・東松山市社会福祉協議会評議員 

   ・比企広域市町村圏組合障害支援区分審査会委員 

②他団体会員加盟⇒各事業所にて対応してきた。 

   ・きょうされん 

   ・日本知的障害者福祉協会 

   ・埼玉県発達障害福祉協会 

   ・全国社会就労センター協議会(セルプ協) 

   ・日本てんかん協会 

 

4．令和３(2021)年度の法人評議員及び理事会及び評議員選任･解任委員会の構成 

■評議員(定員 8名) 

＜任期 令和 3(2021)年６月 16 日から 選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに



関する定時評議員会の終結の時まで＞ 

戸田隆士 秋山洋子 小松一幸 高崎 豊 

坂本博行 臼井芳江 千野雅之 星 厚裕 

■理事(定員 7名)・監事(定員 2名) 

＜任期 令和３(2021)年 6 月 16 日から、令和５(2023)年度定時評議員会の終結の時まで＞ 

理事長 武石光紀 

理 事 
細野浩一 森美枝子 大島尚宏 

矢内 淳 上野秀爾 石井義久 

監 事 富岡宏之 櫻井克男 

■評議員選任･解任委員(定員 3名) 

＜任期 令和３(2021)年６月１６日から 選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに

関する定時評議員会の終結の時まで＞ 

委員長 武石 章 

委 員 北川理一郎 櫻井克男 

 

5．令和３(2021)年度の法人評議員会、理事会等の開催結果 

■評議員会 

  第 1回 令和 3(2021)年  ５月 30 日  ８名出席 （省略）  

第 2回 令和 3(2021)年  ６月 16 日  ８名出席 （省略）  

第 3回 令和 3(2021)年 11 月 13 日  ８名出席 （省略）  

懇談会 令和４(2022)年  １月 22 日  ４名出席 

第 4回 令和４(2022)年  3 月 26 日   ７名出席  

■理事会 

  第  1回 令和 3(2021)年 4 月 27 日  ７名出席 監事 2名出席 （省略） 

第  2回 令和 3(2021)年  5 月 21 日  ７名出席 監事 2名出席 （省略）  

第  3回 令和 3(2021)年  ５月 28 日  ７名出席 監事 2名出席 （省略） 

第  4回 令和 3(2021)年  ６月 16 日  ７名出席 監事 1名出席  

第  5回 令和 3(2021)年  7 月 21 日  ７名出席 監事 2名出席 （省略） 

第  6回 令和 3(2021)年  8 月 27 日  7名出席 監事 2名出席 （省略） 

第  7回 令和 3(2021)年  9 月 10 日  ７名出席 監事 2名出席 （省略）  

第  8回 令和 3(2021)年 9 月 28 日  ７名出席 監事 2名出席 （省略）  

第  9回 令和 3(2021)年 10 月 28 日   ７名出席 監事 2名出席 （省略） 

第 10回 令和 3(2021)年 11 月 27 日   ７名出席 監事 2名出席 （省略） 

第 11回 令和 3(2021)年 12 月 3 日   ７名出席 監事 2名出席 （省略）  

第 12回 令和４(2022)年 1 月 24 日  ６名出席 監事 1名出席   

第 13回 令和４(2022)年  2 月 2 日  ７名出席 監事 2名出席 （省略）  

第 14回 令和４(2022)年  ２月 28 日  ５名出席 監事 0名出席  

第 15回 令和４(2022)年  3 月 10 日  ６名出席 監事１名出席 

■常任理事会 

コロナ禍のため、対面による会議は必要最小限とし、日常は電話およびメール等での連絡とした。



内容としては従来通り、法人事業の遂行、日常の執行機関として法人及び各事業所の課題を把握

し、解決にあたる。稟議書に基づき案件の決裁を行った。職員採用をすすめた。 

■事業所責任者会議 

コロナ禍のため、会議は開催を控えた。各事業所の情報交換については、メール等でのやり取り

とした。 

 

6．監事監査報告 

1 監査日時   令和３(2021)年 5 月 18 日  10時～15時 

2 監査結果  

私たち監事は、令和 2(2020)年４月１日から令和３(2021) 年３月 31 日までの令和２年度の理事

の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。 

１ 監査の方法及びその内容 

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、

理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必

要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方

法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしまし

た。 

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書

類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。 

２ 監査意見 

①  事業報告等の監査結果 

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。 

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま

せん。 

②  計算関係書類及び財産目録の監査結果 

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な

点において適正に示しているものと認めます。 

1 監査日時   令和３(2021)年 10 月 15.18 日  10時～15時 

2 監査結果  

私たち監事は、令和３(2021) 年４月１日から令和３(2021)年 8 月 31 日までの財務状況ならび

に運営処遇状況について、監査を行いました。 

 特に問題点は見受けられませんでした。 

 

7．令和３(2021)年度の入職･退職状況(令和４(2022)年 3 月 31 日現在) 

   入職者数 退職者数 

正規職員 ２名 ２名 

準正規職員 ０名 ０名 

有期契約職員 16名 22名 

 

 

 



8．令和３(2021)年度の各事業所利用状況(定員・現員・利用率 令和４(2022)年 3 月 31 日現在) 

 あかつき園 嵐山四季の家 あおぞら荘 よるべ 青い鳥相談支援センター 

定員 現員 定員 現員 定員 現員 定員 現員 定員 現員 

利用率 利用率 利用率 利用率 利用率 

施設入所支援 40 40 50 45       

96.6 92.2    

地域生活援助 

(グループホーム) 

    50 47     

  96   

生活介護事業 85 79 50 45       

86.8 92.2    

就労継続支援

B 型事業 

      20 27   

   81.1  

短期入所 4 １ 3 0       

25 0    

日中一時支援           

     

計画相談      

合 計 
          

     

※ あかつき園短期入所、よるべの現員は、契約登録者数のため、定員超過での利用実態をさすもので

はありません。 

 

９．新型コロナウイルスに関する取組と振り返り 

文書発信 

７月２７日(火)  法人全職員の皆様へ「『まん延防止等重点措置区域の拡大』並びにオリンピック開 

幕に伴う新型コロナウイルス感染拡大予防に向けた対応について」 

ご家族の皆様へ「『まん延防止等重点措置区域の拡大』並びにオリンピック開幕に 

伴う新型コロナウイルス感染拡大予防に向けてのお願い」    

８月 ２日(月)  法人全職員の皆様へ「『緊急事態宣言』発令に伴う新型コロナウイルス感染拡大防 

止に向けた対応について」 

ご家族の皆様へ「『緊急事態宣言』発令に伴う新型コロナウイルス感染拡大防止に 

向けた対応について」 

８月２０日(金)  ご家族の皆様へ「『緊急事態宣言』期間延長に伴う新型コロナウイルス感染拡大防 

止に向けた対応について」 

９月１０日(金)  法人全職員の皆様へ「『緊急事態宣言』期間再延長に伴う新型コロナウイルス感染 

拡大防止に向けた対応について」 

ご家族の皆様へ「『緊急事態宣言』期間再延長に伴う新型コロナウイルス感染拡大 

防止に向けた対応について」 

９月３０日(木)  事業所責任者各位「新型コロナウイルス感染拡大予防に向けての青い鳥福祉会の対 



応」 

法人全職員の皆様へ「『緊急事態宣言』解除に伴う新型コロナウイルス感染拡大 

防止に向けた対応について」 

ご家族の皆様へ「『緊急事態宣言』解除に伴う新型コロナウイルス感染拡大防止に 

向けた対応について」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



９．令和 3(2021)年度の各事業所事業報告 

 

＜障害者支援施設あかつき園＞ 

*実施事業 (施設入所支援 生活介護事業 短期入所事業 日中一時支援事業) 

1．2021(令和３)年度の重点課題 

重点課題１ 新型コロナウイルス感染症への対応、対策に取り組む。 

重点課題２ 障害の軽重、年齢の高低に関わらず、利用者みんなが心身ともに健康的で安全で安心感

の持てる暮らしの保障に取り組む。 

重点課題３ 日中活動を感染症対策の視点を取り入れ取り組む。 

 

２．振り返り 

重点課題１ 新型コロナウイルス感染症への対応、対策に取り組む。 

 感染予防対策委員会を中心に取り組む方針でしたが、新型コロナウイルス感染症は収束の方向にな

く、引き続き施設全体で一人ひとりが委員の立場で意識的に取り組むことが重要になりました。取り

組み内容は以下のとおりです。 

（1）帰省、面会の自粛 

   法人方針に沿い、帰省と面会はやむを得ない理由がない限りは自粛していただきました。面会

はオンライン面会を取り入れ、希望された場合に実施しました。 

   ご家族の高齢化と長引く自粛制限の中で、いつまで帰省自粛を続けられるかは大きな課題です。

また、面会については、対面面会の希望に応えられるように、感染対策をレベルアップする取り

組みが必要になっています。 

（2）水際対策 

   コロナ感染が年少化したことにより、職員の家族の学校や保育園等での感染発生が目立つよう

になりました。二次感染、三次感染を想定し、感染状況をできるだけ把握し、出勤自粛を取り入

れ水際対策をとりました。よって、欠員状態が続きましたが、職員の理解と協力によって補うこ

とができました。 

（3）抗原検査キットの活用 

   感染が本当に身近に感じられるようになる中で、社会生活が徐々に戻りはじめ、感染対策のバ

ランスが難しくなりました。PCR検査は時間がかかるため、抗原検査キットを取り入れ、不安な

場合や濃厚接触期間を終えて仕事に復帰するときなど積極的に活用しました。 

（4）日々の予防・対策 

   長丁場のため、気が緩むことがないように日々から、マスクの着用、手指の消毒、人混みを避

けるなどの基礎的対策を呼びかけてきました。 

   また、出勤前の検温、記録、定期的な館内消毒、出入業者の検温、記録、利用者の定期的な検

温、体調報告などは習慣化されるまでになりました。 

（5）感染発生を想定したシミュレーションの実施 

クラスターを想定したゾーニング環境での支援の訓練を 13 回行いました。訓練は繰り返しが

必要で、その都度発見がありました。また、感染予防グッズの在庫確認にもつながりました。 

（6）その他 

①埼玉県が行う社会福祉施設等従事者を対象としたＰＣＲ検査１８回を積極的に受けました。 

②ワクチン接種の実施 



     ６月に１回目、７月に２回目、２月に３回目を希望者全員が接種しました。 

③感染者数 

     令和３（2021）年度の感染者数は通所利用者 2名、職員 3名でした。 

 

重点課題２ 障害の軽重、年齢の高低に関わらず、利用者みんなが心身ともに健康的で安全で安心感

の持てる暮らしの保障に取り組む。 

（1）虐待防止チェックリスト 

厚生労働省や全国社会福祉協議会が作成したチェックリストを元に項目を加えてあかつき園の

チェックリストを作成し、行いました。自由記述欄を設けた結果、意見感想はほぼ同じ内容のも

のであり、あかつき園の今後の取り組み課題が浮き彫りになりました。 

（2）利用者の声を聞く 

新年会の取り組みとして、『わたしの抱負』と題し、利用者一人ひとりから聞き取りを行い、み

んなが回覧できるようにファイルを作成しました。 

（3）健康委員会の開催 

   会議自体を自粛していましたが、健康委員会を小グループ化し複数回に分けて実施しました。

食事形態の見直し等一人ひとり行なうことができました。 

（4）危機災害対策委員会 

消火、通報、避難訓練と土砂災害避難訓練を実施しました。防犯訓練ができませんでした。ま

た、事業継続計画の改訂も含めて課題に残りました。 

（5）その他 

①成年後見制度の利用の推進 

利用者のご家族の高齢化に伴い、利用者が不利益を講じないためにも後見制度の利用を進めて

いく課題があります。 

②嘱託医、協力医療機関の開拓 

現在嘱託医は精神科医のみのため、健康診断の結果についてのフォローアップや日々の健康相

談を行なうために内科医の嘱託医を配置する必要があります。また、インフルエンザ予防接種な

ど集団接種などがスムーズに行えるように、協力医療機関の見直しも必要になっています。 

 

重点課題３ 日中活動を感染症対策の視点を取り入れ取り組む。 

（1）新型コロナウイルス感染予防対策を取り入れた日中の班体制 

①日中の班体制は入所の利用者と通所の利用者が交わらない編成をしました。 

②自宅通所の利用者とグループホーム利用者も交わらない編成をしました。 

③職員もできる限り固定し、送迎運転職員はできる限り、日中の担当班の利用者を送迎するよう

にしました。 

（2）生活担当者と利用者で行なうケース外出 

感染予防対策で、外食や買い物ができないため、ドライブスルーを利用したり、買い物はインタ

ーネットを利用して購入しました。 

（3）日中活動内容 

  ①お米作りは新型コロナウイルス感染症が収束するまで休止としました。 

  ②野菜作り、園芸作業、堆肥作り、EMボカシ作り、羊毛マスコットづくり、紙パック再利用製品

作りは継続して行ないましたが、地域のイベントの中止や来園者の制限などがあり、売上は激減し



ました。工賃が支給できない月がありました。 

 ③授産活動以外には、リハビリ活動、体力維持活動（主に散歩）、絵画、貼り絵、飾り物製作など行

いました。地域に出かける活動が自粛のため行えなくなりました。 

  そういった中で、施設内の行事を班ごとに行い楽しむ方法と、クリスマス会、新年会では物を通

じて他班と交流を図る取り組みを行いました。 

 

その他 

（1）職員研修 

  感染予防のため、動画配信の研修を受講しました。以下の研修に参加しました。 

事例から学ぶコロナ対策／摂食・嚥下研修会／障害者虐待防止・権利擁護研修／てんかん基礎講座／

人権と優生思想「やまゆり園事件から 5 年、私たちに問われること」／認知症ケア(入門編)／新任職

員研修会／接遇研修／風水災害時のリスクマネジメント／障害の理解とリハビリテーション／埼玉県

災害派遣福祉チームスキルアップ研修／障害のある方のための健康づくり講座「肥満対策編」／障害

者虐待防止マネジャー研修会／虐待防止研修／サービス管理責任者現任者研修／感染症対策応用研修

／新型コロナウイルス感染症対策研修会 

（2）行事等 

   入所式 米寿の祝い 還暦の祝い 健康診断 七夕 花火 クリスマス会 納会 新年会 ／

電気設備年次法定点検 消防設備法定点検 簡易水道水質検査 レジオネラ菌検査 法定受水槽清

掃点検 国庫補助事業を活用した非常用自家発電設備設置工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜障害者支援施設嵐山四季の家＞ 

*実施事業 (施設入所支援 生活介護事業 短期入所事業 日中一時支援事業) 

（1）重点目標 

①仲間の個々の生活の充実を図り、施設での暮らしを築いていく。 

②高齢化（重度化）に向けた健康管理及び体力低下に向けた取り組み。 

＊残念ながら今年度 2名の利用者が亡くなった。両名とも誤嚥性の肺炎という診断が出ている。 

③将来的な建物修繕、改修に向けた取り組み及び予算計画。 

④職員育成に向けた取り組み。適正な職員配置を行い、虐待防止に努め仲間の処遇の向上を図る。 

⑤事業継続計画に基づく備蓄の確保及び保管場所の検討 

 

（2）重点目標に対する支援計画 

・まずは新型コロナウィルス感染症に対する取り組みを継続し利用者の安全を守っていく。 

＊新型コロナウィルス感染症が蔓延してから利用者の帰省が無くなり、利用者の暮らし（生活リズム）

にも大きな影響が出た。今は利用者も現状に慣れ、落ち着いて過ごしている。ただ通院等、緊急事態

宣言が出されてしまうと訪問歯科などもなくなってしまい、利用者の健康管理に影響は出た。発熱で

はない通院でもマスクができない等の理由で、駐車場で待機させられたりと負担が大きかった。発熱

者やＰＣＲ検査の結果待ちの間など職員が防護服（ガウンやシールド等）を着て支援する場面なども

あるため利用者の心理的な負担が心配されたが何回も繰り返すことで不安はなくなっていったと感じ

る。 

＊利用者のＰＣＲ検査延べ 8名が病院で受ける。（1名陽性のち擬陽性と診断される） 

利用者のＰＣＲ検査は発熱、体調不良で通院した際に受けた。発熱外来の場合はその他の検査（イン

フルエンザ、抗原、溶連菌等）も受けることができたが、発熱外来以外の病院は発熱の場合は断られ

ることが多かった。 

＊職員のＰＣＲ検査の実施（唾液検査） 

2 月から 15回実施。結果延べ 745 人陰性。 

＊ワクチン接種 

１回目６月 23,24 日 ２回目７月 14,15 日（利用者 46名、職員 42名） 

３回目 2022 年 2 月 10 日・24 日（利用者 36名、職員 26名） 

3 回目の接種は接種券が来ていない利用者、職員は当日受けられず、後日、接種券が届いた順に接種

した。 

＊施設内感染症対策 

施設内ではワクチン接種後も以前と変わらず施設内でのマスクの着用をはじめ緩めることなく対策 

を行なった。夏場に始まった第５波は嵐山町でも多数の感染者を出し、職員の家族や子どもたちが濃 

厚接触者になり自主的に検査を受けてもらったり休んだりしてもらう対応を行なった。 

疑わしい場合は出勤せず様子を見るなどの対応は重要であった。感染に対する最大の予防は報告連 

絡であると改めて認識した。第 6波でも職員の濃厚接触者が出ている。家族、特に子どもの感染によ 

る影響が大きかった。 

12 月 27 日利用者が入院のため受けたＰＣＲ検査の結果が陽性であったので対応をとる。が、その 

後、擬陽性であることが判明し保健所の指示により全面解除となった。これを受け、発熱や検査を受

けた利用者が出た場合は施設内で防護服対応等厳重な対応を行なうようにした。 

・高齢化（重度化）が進む中、医療機関との連携や施設内での機能維持に努める。 



＊今年度より理学療法士（ＰＴ）が変更になったがコロナの影響で月一回の指導が中止となった。 

帰省や外に出る機会が極端に減ったため施設内にあり遊歩道での散歩や施設内での歩行訓練などを 

行なった。 

＊協力医療機関及び嘱託医、産業医が麻見江ホスピタルに変わり健康診断やフォローなどの連携がス 

ムーズにできるようになった。（3回目のワクチン接種も依頼した） 

＊2021 年 11 月 11 日（木）インフルエンザ予防接種実施 

 

（3）建物、設備、車両の計画 

・10 人乗りワゴンの購入⇒未実施 

 

（4） 研修計画 

① 新任研修（法人研修に参加） 

・サービス管理責任者更新研修修了 1名（オンライン研修） 

・サービス管理責任者基礎研修修了 1名（オンライン研修） 

・安全運転管理者講習 9 月 14 日東松山市民文化センター 

・自然災害発生時の事業継続計画（ＢⅭＰ）作成支援に関する研修 1 月 23 日Web 

・感染症対策応用研修 3 月 6 日Web受講 

② 権利擁護研修（県、社協等の研修に積極的に参加する） 

・令和 3 年度虐待防止研修Web動画で受講 3 月 11 日（11名視聴） 

③ 課題別研修（主に埼玉県社協の主催する研修に参加する。また市町村、保健所等の研修にも

参加していく） 

・新型コロナウィルス感染対策研修 12 月 22 日東松山市民文化センター 

 

（5）年間計画(行事等)  

4 月  10 月 秋祭り⇒中止 

5 月 家族会総会⇒中止    11 月  

6 月 防災訓練⇒非常災害対策計画避難訓練 12 月 望年会 

7 月  1 月 新年会 

8 月 5 日県行政監査 2 月 防災訓練 

9 月 中間総括（モニタリング会議） 3 月 年間総括・方針会議 

・6 月の防災訓練は非常災害対策計画に基づき避難訓練を行なった。内容は避難場所に指定されてい

るＢ＆Ｇ海洋センターに職員が徒歩で経路確認。嵐山カントリーを横断する経路と迂回する経路を確

認した。 

・12 月に非常災害対策計画に基づき、「備蓄食を使用した訓練」を行なった。厨房職員がいない想定

で生活職員が最低限度の器具を使用して備蓄食で食事をつくる訓練。 

 

（6）その他 

・災害、感染症等における職員の招集及び危険な状態での業務等を、今回の感染症対策をもとに検討

しなければならない。（同意書も含む） 

＊県が行なっているＰＣＲ検査は、休日の職員も施設に来て受検してくれている。想定ではない現実

の非常事態が起きている状況では、訓練ではない事業継続計画（ＢⅭＰ）がすでに始まっていると実



感する。非常事態における職員の招集も、今回のように検査を職員に提供する体制（超過勤務も含め）

が整うことでできたと感じる。想定する災害は多いが今回の検査の提供は今後の事業継続計画におい

ても大きな参考となった。 

 感染が疑われる状態になった時に職員には防護服の着用をお願いしている。これは感染を広げない

ようにすることと支援している職員を感染から守るために行なうものであるが、防護服を着用したま

まの支援は思った以上に負担をかけてしまう。夏場も含めて体制や労働時間等の工夫が課題になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜共同生活援助 あおぞら荘＞ 

*実施事業 (共同生活援助 介護サービス包括型) 

1. ２０２１（令和３）年度の重点課題 

（１） 重点課題１ 

「高齢期の利用者が、安全に生活できるよう支援します。」 

・高齢期の利用者が生活するホームでは、２４時間職員を配置します。 

  （２） 重点課題２ 

「利用者や職員が安心して過ごすため、２４時間、看護師と連携がとれる環境づくりを目指

します。」 

・看護師は、専用の公用携帯電話にて、緊急時や、医療の専門的な相談を常時受けられるよ

うにします。 

  （３） 重点課題３ 

「第四あおぞら荘の定員を１０名から７名に変更します。（建物内外の環境が高齢期の利用者

の生活に適していないため。）」 

・第四あおぞら荘の定員の変更にあたり、日当たりや湿気なども考慮し、居室と倉庫の用途

をわけ、７名の利用者が快適な居室にて生活できるよう配慮します。 

（４） 重点課題４ 

「感染症の予防に継続して取り組みます。」 

・感染症に関する知識や予防対策についての職員への発信は、新型コロナウイルス収束後も

会議などで継続して実施します。 

（５） 重点課題５ 

「医療、介護、救急対応、防犯などの研修を実施し、職員の専門知識の向上を目指します。」 

・外部に直接行く研修にとらわれずに、オンライン研修、職員会議でのミニ研修、文章発信 

などを中心に実施します。 

 

2. 振り返り 

（１）重点課題１ 

① 高齢期（６５以上）の利用者が生活するホームとしては、第四あおぞら荘以外のすべての

ホームが該当となります。あおぞら荘とあかつきホーム Aに関しては、２４時間職員を配

置することができました。 

② らんざん荘は、日勤職員の配置ができない日がありましたが、事務所の職員が対応にあた

りました。 

③ あかつきホームＢに関しては、利用者数が６名になったことから、あかつきホームＡの日

勤職員及び事務所の職員があかつきホームＢ棟の対応にあたりました。 

④ 高齢期の利用者のいるホームに２４時間職員配置できませんでしたが、あかつきホームA 

とあかつきホーム B の連携、事務所の職員との連携により、水分補給の支援、食事の支援、

服薬支援、体調不良の利用者の対応は、問題なく実施することができました。 

⑤ 第四あおぞら荘に関しては６５歳未満の利用者が生活していることなどから、日勤職員の

配置は、週３回になりましたが、通所をお休みする利用者がいる場合には、事務所の職員

が対応しました。 

 （２）重点課題２ 



① 看護師２名が公用携帯を２４時間携帯しました。 

② 内科の協力医療機関の担当医師との連携や、専門的な病状のケースに関して看護師より、

専門知識を生かした指示を受けることができました。 

 （３）重点課題３ 

① ２０２１年４月１日より、第四あおぞら荘の定員を１０名から、７名に変更しました。 

② 日当たりなどを考慮し居室と倉庫の用途を変更しました。 

（４）重点課題４ 

① 月に１回の会議により、感染症に関する知識や感染者情報を共有することができました。 

② 新型コロナウイルスの情報は、会議では毎回、会議以外でも一斉メールなどを活用し、 

迅速に情報共有することができました。 

（５）重点課題５ 

① 会議の介護の基礎地機器研修にて医療、介護、救急対応などの研修を毎月に１回実施しま

した。 

② オンライン研修にて、強度行動障害支援者研修（基礎研修、実践研修）、埼玉県の虐待防止

研修などを受けることができました。 

 

3. 新型コロナウイルスに関する取組と振り返り 

  （１）事業内容について（事業ごとの自粛、自粛内容、継続） 

     ※法人の発信した「新型コロナウイルス感染防止対策と感染時の対応について」を基本と

して、対応しました。 

① 共同生活援助の事業は継続する。利用者の帰省や、ご家族の面会はやむを得ない事由がな

い限り自粛を継続していただきました。 

② 行政などの本人に会う調査に関しては、感染予防対策をしっかりと行い実施しました。 

  （２）抗原検査、ＰＣＲ検査等の実施状況について 

① 埼玉県のからの PCR検査を定期的に実施しました。この検査結果で陽性がでた職員はいま

せんでした。 

② 発熱があった職員に関しては、個別に医療機関に受診し、意思の指示のもとに PCR検査を

受けていただきました。 

③ ２０２１年度の新型コロナウイルスへ感染した利用者、職員ともにいませんでした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



＜よるべ＞ 

*実施事業 就労継続支援 B 型 

１．2021(令和 3)年度の重点課題 

 

・重点課題 1 

新型コロナウイルス感染症に対応した、新しい利用形態の確立。 

 

・重点課題 2 

無理なくよるべに通所をし、利用者が希望する作業や活動を選択ができ、それぞれの目標とする工賃

が得られる作業の準備や送迎体制を整える。 

 

2．振り返り 

・重点課題 1 

新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、3 密の回避やマスクの着用、消毒の徹底などがあげら

れ、よるべでも毎日の検温や健康観察をはじめ、可能な限り時間帯や場所、実施人数の縮小など分散

しての作業、定期的な換気、利用者同士への距離の配慮、声を出す機会の最小化、マスク着用、清掃

の徹底、共有物の消毒の徹底、手指衛生の励行の徹底をおこなってきた。 

利用形態は継続して利用者の希望により 1 日利用と半日利用の形態で支援をおこない、集団でおこな

っていた会合や行事などは自粛をして個別対応をし、昼食も 3 回に分けできる限りの密状態を縮小さ

せるための変更をおこなうなど、日課や利用形態の変更など、コロナウイルスへの対応をおこない、

感染者を出すことなく運営がおこなえた。 

また、この変更により短時間利用や必要以上の関わりがなくなったことにより、負荷が少なくなり精

神的に安定がみられ、無理なく継続して利用ができている方たちも増えてきている。 

 

・重点課題 2 

引き続き、利用者が希望する作業や活動を選択ができ、各々の目標工賃が得られるよう、焼き菓子作

業、緑道清掃作業、コープリサイクル作業を大きな作業項目とし、その中でも焼き菓子作業では作業

を細分化し、クッキー、パウンドケーキ、手焼きせんべい、揚げせんべいの製造、販売などをおこな

い、誰もが関われる作業設定をし、支援をおこなった。また、新規利用者に半身まひの方が通所され

るようになったため、様々な治具を作り、片手でも作業が出来るように工夫し取り組めることが増え

た。 

コロナウイルスの影響により、販売先の自粛やイベントの中止により注文が激減したが、定期納品先

を中心に少量ずつでも菓子を作ることを継続してきた。また、作業に追われずに、難しい作業の練習

やおやつ用クッキーづくり等にゆったりした雰囲気の中で取り組むことができ、結果として中には作

業の参加率が大きく上がり、出来ることが増え工賃ＵＰに繋がった方もいた。 

緑道清掃、コープリサイクル作業は衛生面に注意を払いながら、コロナ禍でも休むことなく継続し、

平年と変わらぬ成果を上げている。 

通所支援としては、引き続き、不調が続きなかなか送迎場所まで来られない方には、個別の送迎で対

応し、通所できるようになってからはドア toドアの送迎をおこなった。 

 

 



＜青い鳥相談支援センター＞ 

*実施事業 (特定相談支援) 

1．2021（令和 3）年度の重点課題 

・重点課題 1 

コロナウイルス感染状況を見ながら、訪問は自粛し、電話やＦＡＸ、メールなどによるやりとりによ

る、利用者、家族、利用施設等に聞き取りをおこないながら、利用者の意思及び人格を尊重し、利用

者の立場に立って、障害福祉サービスの利用、または継続して利用をすることができるよう、法律に

基づく指定計画相談支援サービスの提供を遅滞なくおこなう。 

 

2．振り返り 

・重点課題 1 

2021 年度も施設長と相談支援員２名の３名での支援体制で、業務を分担しながら特定相談支援をお

こなってきた。 

引き続き、コロナウイルスによる制限の中でコロナウイルス感染状況を見ながら、極力、訪問は自粛

し、電話やＦＡＸ、メールなどによるやりとり、利用者、家族、利用施設等に聞き取りをおこないな

がら、サービス等利用計画案・サービス等利用計画の作成、担当者会議、継続サービス利用支援（モ

ニタリング）をおこない、障害福祉サービスの利用、または継続して利用ができるよう、各行政機関

に期日までに提出をおこなった。 

 

 


