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社会相祉法人事業報告書（平成28年3月31日現在）

報 �主たる事務所の 所在地 ��高知県宿毛市貝塚19番20号 
ふりがな �� 

告 者 �名称 代表者 ��」やかいふくしはうじんこうちせいなんふくしきよう如、　　　（FAX）0880－63－2844 社会福祉法人高知西南福祉協会　　　（Mail）k。Sei29咽m。il．。etWRVe．。r」。 

氏　名　　l就任年月日l年齢 �����住　　所 �����職　業 

中西　哲l平成26年3月叫64歳 �����高知県宿毛市中央7－4－9 ����� 

設 � ��昭和51年2月28日 �����設立登記年月日】　　昭和51年3月12日 

事 業 �社会福祉事業 ��種別 �種類及び名称 ����所在地 ����事業開始年月日 ��定員 

第1種 � ���� ���� ��日中40人 入所40人 

第1種 � ���� ���� ��日中30人 入所30人 

第1種 �宿毛授産園 ���� ���� ��日中40人 入所40人 

衰盲痩 第2種 第2種 秦2嘩 � ���� ���� ��併設型2人 

平成23年7月1日 ��併設型4人 

40人 

第2種 � ��������平成23年7月1日 ��日中：6人 就労移行6人 就労縫l廉28人 20人 

第2種 � 

＼ �� 
公益事業 �� 

収益事業 �� 
その他 �� 

理 事 監 事 �定数 �理事 �7　　（7） ��監事 �2　　（2）l 

役　職 �氏　　名 ��現就任 年月日 �年齢 �職　　業 �親族等特殊 関係者の 有無 �� �����備　考 

欝計 �地域眉目 祉関係！ �施設長　　　その他 
理事長 理事 �中西哲 田村定也 東古希 長山誠久 ��平成28年3月12日 平成28年3月12日 �64 70 ‾奄6 �元県議全議員 会社役員 � ��○ ����� 

○ ����� 

元施設長 � ��○ ����� 

平成28年3月12日 �71 �町…集会書l員 町商工会会長 � ��○ ����� 

山崎　義文 ��平成28年3月12日 �59 �施設長 � ��○ ����� 

松岡　紀夫 �� �56 � � ��○ 

岡崎　利久 �� �45 �市諌会謙員 市社協事務長 元教員 � ��　　　〇 〇 　　　〇 

監事 �中平　佳宏 ��平成28年3月12日 �55 47 

／／ �島原　利佐 �� ���������� 

評 議 員 �定数 �15　（15）l 

役　職 �氏　　名 ��現就任 年月日 �年齢 �職　　業 �親族等特殊 関係者の 有無 �� �����備　考 学識経 験者 �地域福 祉関係 �地域 代表 �施設長 �その他 

評議員 �中西　　哲 ��平成28年3月12日 �64 �元県議全議員 � �� �－ � � �○ � 

田村　走也 ��平成28年3月12日 �70 �会社役員 � �� �○ � �� � 

兼　　高希 �� �66 �元施設長 � ��○ � � � � � 

長山　誠久 �� �71 �‾閣　員 卸■商工会全馬 � �� � �○ � � � 

山崎　義文 ��平成28年3月12日 �59 �施設長 � �� �○ � �○ ○ � 

／l �松岡紀夫 岡崎利久 松浦英夫 ��平成28年3月12日 �56 45 66 �／／ 市議会諸員 市孟■会護員 ll・ �����○ ○ 

谷本　秀世 ��平成28年3月12日 �68 �元市職員 � �� � � � �○ � 

長尾　正則 ��平成28年3月‡2日 �79 �無（保護者） � �� � � ��○ � 

小島　瑞雄 ��平成28年3月12日 �78 �農業（保護者） � �� � � � �0 � 

／／ �清水　睦子 ��平成28年3月12日 �77 �フt／Jl芋†父長 1鎧逢着1 � �� � � � �〇 〇 〇 

嵐　籠 福永小夜美 ��平成28年3月12日 �57 甲＿ 60 �施設職i 事務局長 

／／ �山本　毅 ��平成28年3月12日 ��� �� �○ � � � � 



施 設 長 �施設名 ��氏名 ��就任年月日 �年齢 � 

宿毛育成因 ��山崎　栽文 �� �59 ／J ‾‾‾さ‾‾6 �ケ 

宿毛育成園・短期入所 �� �� 

ビアハウスすくも 宿毛授産園 ��松岡　紀夫 ��／／ ��◆ 

〃 〃 宿毛授産園・短期入所 ��′J ��／／ �JJ 

／／ ����ク ク ケ 

ひだ去り �� �� � 

＼ �開催年月日 �出席音数 ��決議事項 

理 事 � �理事　　7名 ��第1号請案　平成26年度手業報告なら ��� 

監事　　1名 ��吏2号議案　平成27年度補正予算につい七‾‾‾‾‾‾‾－‾－‾Ⅷ 

計　　8名 ��報告事項　　施設隈鼻の確保等計画について 

理事　　7名 �� 

監事1名 計8名 ��第2号請案　ワークセンターすくも改修工事について 

第4号議案　施設利用者の虐待防止に関する事項について 

理事　　6名 ��第1号議案　指定事業所の変更申請について 

監事1名 計7名 ��第2号議案　定款の一部変更 ��について 

∠ゝ ���� 

曜睾　　7名 �� 

監事1名 計8名 ��第2号議案　理事長、副理事長の互選にういて 

第盲盲岳衰‾‾謹手長の職務代理理事の指名 

第4号議案　常務理事の蕗衰 

第5号議案　次期評議員の選任に‾っいて 

報告事項　　太憬光発電設備事業完了、職員採用資格試験最終合格者について 

理事　　7名 �� 

監事1名 計8名 ��第2号議案　平成28年度事業計画及び予算について 

2、平成27年度施設苦情報告及び次期苦情第三者委員の指名 

評 議 � � ��第1号議案　平成26年度事業報告ならびに決算について 

監事1名 計15名 �� 

評 �‾員15名 �第1号議案　平成27年度太陽光パネル設備事業計画について 

監事　　1名 ��第2号議案　ワークセンターすくも改修工事について 

計　16名 ��第3号議案　平成27年度収支補正予算についモ‾ 

監事　　1名 ��第1号議案　指定事業所の変更申請について について 

員 ��計　15名 �� 

A フ言 ����報告事項　　平成27年度施設職員採用資格試験、受付の状況について 

1 �� 監事　名 計15名 ��報告事項　　宿毛授産園太陽光発電設備完了、職員採用資格試験最終合格者について 

監事　　1名 �� 

l　　　　　　　　　‾　　＼ 

吾十　14名 ��報告事項　　社会福祉法改正、平成27年度施設苦情報告及び次期第三者委員の指名 

指　　摘　　事　　項

特になし。　　適正であると認める。



不 動 産 の 所 有 状 況 】 平 成 2 8 年 3 月 3 1 日 日 現 在 ト �所在地 ���面積 （ポ） ��評価額 （千円） �� 

提供年月 　日 �借入額 （千円） �借入先 �償還期限 �所感庁 の承認 の有無 

土 地 �基本財産 �1、宿毛市貝塚4∝〉6 2、〝4∝け 3、4020 �109．00 ��659 �� �4．200 � � � 

33．00 ��150 �� 

1．86 �75 由 73 57 � �975 380 �1997．11．21 ��独）梧祉医療機構 �2017．11．10 2031．4．10 �無 無 

4、4024 5、4021 6、4023 7、4032－1 �3．34 

45 18 �� �215 �2012．8．12 �40．001 

930 

18 67 �伽 � �79t 

8、　　　　　　4032－3 ��32 � �213 261 

9、　　　　　　4032－5 �5 �02 � 

10、　4034 11、　4069－2 �1．38 2，93 �13 10 �3 1 �200 395 

12、4094－3 13、4126－6 14、4032－4 �3．11 �00 � �．980 � 

11 57 �00 59 �406 2．735 ��� � � � 

15、〝4037 16、4083 18、4099－2 �購 2，03 �12 00 �290 12．931 �� � 

20 21 �00 00 �993 �� 

1．（氾7 853 �� � � � � 

19、　　4日）0－1 20、　　4100－2 �11 �00 

12 �91 00 �74 928 �� � � � � 21、　　　　　　　　　　4101 ������－ � � � 

23、　　　　　　‾81‾il �37 111 �00 67 �2 7 �．399 ．946 � 

24、　　813－3 25、　　814－1 �6 �00 �429 �� 

10 �00 64 �258 403 �� � � � � 

26、　　　　　　　　　814－3 �16 ������� � 

27、　　815－1 28、　　815－2 �1，006 1，17 �00 51 �6．369 7．451 �� � � 

30、　　　　　　　　　1078－9 �35 1 �01 �509 �� 00 �120 �� � � � � 

52 �00 �1．658 

58 �98 00 �255 58 �� � �－ � � 

－ 

35、　　　　　　　　　　　　　　　　545－42 �1．98 59 �00 （X） �186 �� � 55 日欄．462 �� �44，201 � � � 

計古盲筆 �25．74 �92 ������ � 

建 物 �基本財産 � �1．52 20 �50 90 �10 2 �889 833 �1997．11＿21 2012．8．12 �4．2α） �独：福祉医療機嫌 �2017．11．10 �無 

2、　　　　　　　　　4024 ������40．001 � �2031．4．10 �無 

1．08 26 �85 50 �22 3 �956 

‖9 

5、　　　　　　　　　4024 �15 �28 �1 �，731 

15 �28 �1 7 �085 746 

1．73 �6ti 

9、　　　　　　405‾2－4 �49 9 �96 00 �12 1 �367 214 � � � � � 

－ �－ 
10、　　4037 11、　　4037 �14 12 �71 31 �7，673 �� � 

1，706 �� � � � � 

12、　　　　　　　　　4083 �25 �78 �0 

25 �87 41 �0 720 �� � � � � 

4 ������� � 

25 18 �15 00 89 �26．584 �� � � 

3，365 14，654 �� � � 

14 

16 14 �32 17 �17，940 15，853 �� � � � � 

20、　　　　　　　　　815－2 �159 �5 �1 �．506 

14 8 �66 94 �1 1 �887 671 � � � � � 

－ 

計23筆 �14 �136 � �940 � � � 7．97 �．67 �77 �439 � �44．201 � � � 



平成27年度　施設設備等実績報告

○宿毛授産園　太陽光発電設備事業
「経済産業省H26年度補正予算　独立型再生可能エネルギー発電システム等対策事業」

総事業費

助成金

自己貴会

20．736．000（税込）

9，600．000　社団）新エネルギー導入促進協積金

11．136．000

発電量確認大型モニター（玄関）発電量確認モニター（事構室）



平成27年度事業幸辰善書

施設名；宿毛育成園

1、施吉受運営基：不二と実践
障がいをもった人たちに対して、その自立と社会経済活動への参力Dを促進する

観点から、保護ならびにその更生に必要な支援サービスを適正に行い、福祉サービ

スの向上を図る。

施設利用者の意志及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定施設支援

を提供することを基本とし、利用者処遇を図った。

2、文寸象者呂り支援‾1ゴ‾－ビス方壷十とその糸吉果

重　度　者 �洗面、歯磨き、入浴、排泄、衣類の着脱等自分でできるところは 

自分でする。出来ていないところは職員が確認し、援助してきた。 

全体的にみて、部分白勺な支援はもとより、全面的な支援が必要 

となってきた。行動面では、多動・パニック行動者もおり、対応に 

苦慮している。 

中　軽度者 �基本的な生活習慣の確立、自主生活、作業意欲を高め、社会参 
加を目標として実施した。 

中軽震者のなかに精神障害の利用者もおり、直接処遇職員の勤 

務体制と援助サービスの難しさを実感した。 

＊施設利用者虐待防止・虐待対応時マニュアルの制定（H27．10．1適用）

利用者の権利擁護に関する規程、倫理要領、職員行動指針の制定

3、文寸象者呂リイ建康、衛生管理と給岩室
（1）健康、衛生管理

婦人癌、胃がん、循環器、歯科、インフルエンザ予防接種、結核予防の検診や、

施設での体温及び血圧測定による体調把握によって、予防と早期発見・早期治

療支援に努めた。又、ノロウイルス等集団感染に関しては、マニュアル等を徹底

し、緊張感をもち日々を対応することができた。

（2）給　食

バランスの取れた献立、生活習慣病者等への特別料理、新鮮な食材と季節感

を重視し、特に衛生面の管理に努めた。委託業者は衛生面に関してより厳格で、

また、給食時間に応じての作業時間調整を行ってくれ、業務委託による成果と

考える。

（平成23年度外部業者委託　施設；作業場、食材料提供業者；労務提供）



4、不り用書のプライノて三ノ－の酉己慮

1、入浴支援　　介助の職昌は同性者を基本とする。

2、居　室　　全部屋の個室化の整備終了（H26．5．9年度繰越竣工）

5、施書要の言設備等lこ関する現〕犬
〇・建　物　耐火構造　2硬く主たる建物1，528．50「げ、訓練・作業棟202・90ロイ）

○居室の状況

室　名 �室数 �面積 �室　名 �室数 �面積 

訓練 作業室 �1 �土〔堤通旦 �医　務　室 �1 �8．75 

静　養　堅 �2 �8．75 

食　　　堂 �1 �88．00 � �4 �68．00 

浴　　　室 �2 �24．00 �多　目　室 �1 �48．00 

便所（男） �3 �36．00 �他（廊下等） � �695．74 

便所（女） �3 �30．00 � � � 

洗　面　所 �6 �41．00 �計 �土臭剋」担ポ 

居室の �室数 �面頑 �一人当 �備考 

種　類 ��m �面積ポ 

一人部屋 �40 �453，00 �11．32 � 

ショート �2 �23，20 �11．60 

計 �42 �476．2（） �11．30 � 

6、奉り月∃者lこ関する事項（平成28年3月31日現在）

〇年間利用者数（月末在籍音数） 
月末 種別 �4月 �5月 �6月 �7月 �8月 �9月 �10月 �11月 �12月 �1月 �2月 �3月l �合　計 

利用者 人員 �40 �40 �40 �40 �40 �40 �40 �40 �40 �40 �40 �40 �480人 

矩期利 用日数 � � �6 �6 �9 �8 �9 �5 � � � � �43日 

日中一 時支援 日数 �12 �11 �11 �14 �9 �9 �11　10 ��10 �9 �10 �11 �127日 

利用者出身市町村別 

市m村二買 �雫 �甘 �三十 � �市m村采 �雫 �廿 �吾十 

宿　毛　而 �5 �3 �8 � �大　月　町 �1 �1 

四万十市 �5 �3 �8 ��黒　潮　町 � �1 �1 

土佐清水市 �5 �3 �8 ��四万十町 �1 �1 �2 

須　崎　市 � �1 �1 ��い　の　町 � �1 �1 

土　佐　市 � �1 �1 ��三　原　村 �1 � �1 

高　知　而 �3 �1 �4 ��高知県計 �22 �16 �38 

香　美　而 �1 � �1 ��県外（愛媛県） �1 �1 �2 

室　戸　而 � �1 �1 ��合　　計 �23　　　17　　　　40 



○在籍年数

区分 �人員 �備　考 

4未満 �8 � 

4以上 �32 �5未満16 5以上16 

計 �40 � 

年代 �男 �女 �計 

イモ � � � 

20～29 �6 �1 �7 

30～39 �2 �0 �2 

40～49 �4 �3 �7 

50～59 �9 �11 �20 

60以上 �2 �2 �4 

計 �23 �17 �40 

＊平成27年度宣　子事幸侵害

了、職員一二関する事Ⅰ頁

年　数 �男 �支 �訂 

1圧某濡 � � � 

1年以「 �1 � �1 

3圧以「 �22 �17 �39 

5年以上 � � � 

10年以上 � � � 

15年以上 � � � 

計 �23 �17 �40 

呂り糸氏1．参夕景

○職種別職員数　　　　　　　　　　　　　　　　（平成28年3月31日現在） 

職員 配置 �施設長 �事務員 �サービス 管理責任者 �直接処遇 職　員 ��栄養士 �合計 

生活 支援異 �看護師 

現　員 �1 （兼務） �2 （兼務1） �1 �20 ��1 （兼務） �25 

19 �1 

＊人員配置体制力□算　Ⅱ型　日中生活介護（2．01）

＊平成27年居≡職員石戸イl萎幸辰告　　　BU紙2－参声票

8、吉川糸乗、検査等

避難及び消化訓練 �健康診　断 ��調理員等 の検便 

利用者　職員 

本年度計画 �地震避難誘導訓練　年4回（夜間1回） うち、地震火災消化訓練年1回（擬似含） �年2回 �年2回 �年12回 

本年度実績 �地震避難誘導訓練年4回（夜間1含） うち、地震火災消化訓練年1回（擬似含〉 �年2回 �年2回 �年12回 

＊健康診断2回は夜勤勤務者

＊調理員等の検便；栄養士以外調理業務は委託

＊消火器具等の整備点検状況

直近の整備点検年月日　　平成28年2月26日（外部委託芸社）



＊別紙行事報告書

平成27年度宿毛育成圃行事等報告書

月 �日 �行　事　内　容 

4月 �7日 �軽作業買い物 

7日 �高知県議会議員期日前投票 

9日 �園芸買い物 

21日 �宿毛市議会議員期日前投票 

22日 �日中活動 

5月 �12日 �軽作業買い物 

14日 �園芸買い物 

15日 �乳癌子宮癌検診 

18日 �家族会総会 

19日 �園芸班・生活班花の販売（日中活動） 

20日 �東中学校福祉体験学習 

21日 �東中学校福祉体験学習 

27日 �日中活動 

27日 �宿毛市チャレンジデー参加 

6月 �2日 �軽作業買い物 

4日 �園芸買い物 

5日 �地震避難訓練 

11日 �園芸班・生活班花の販売（日中活動） 

17日 �日中活動 

18日 �第一興商訪問（音楽療法説明） 

23日 �歯科検診 

30日 �日中活動 

7月 �7日 �園芸買い物 
9日 �軽作業買い物 

20日 �佐川「ちんどん屋」訪問 

31日 �胸部レントゲン検診 

8月 �4日 �園芸買い物 

6日 �軽作業買い物 

7日 �40歳以上検診 

21日 �納涼祭 

26日 �日中活動 

30日 �フライングディスク高知大会 

9月 �1日 �園芸買い物 

3日 �軽作業買い物 

3日 �胃がん検診 

12日 �ピアふれあい21 

14日 �貝塚公園清掃 

25日 �夜間避難訓練 



平成27年度宿毛育成圃行事等報告書
No．2

月 �日 �行　事　内　容 

10月 �2日 �軽作業買い物 

6日 �園芸買い物 

8日 �鳥羽一郎コンサート日中活動 

21日 �40歳以下内科検診 

30日 �家族会旅行・食事会 

11月 �2日 �宿毛市クリーンデー（園周辺草刈り・溝掃除） 

5日 �宿毛中学校体験学習 

6日 �宿毛中学校体験学習 

10日 �園芸買い物 

12日 �軽作業買い物 

18日 �日中活動 

12月 �2日 �宿毛市市長選挙期日前投薬 

3日 �軽作業買い物 

8日 �園芸買い物 

11日 �地震避難訓練 

22日 �利用者忘年会（スワロー・椰子） 

28日 �餅つき・御用納め 

1月 �4日 �御用始め 
5日 �園芸買い物 

7日 �軽作業買い物 

28日 �黒潮町社協訪問 

2月 �1日 �保育実習（1日～13日）徳島文理 

2日 �園芸買い物 

4日 �軽作業買い物 

5日 �利用者厄払い 

17日 �日中活動 

22日 �日中活動 

27日 �花祭り 

28日 �花祭り 

3月 �9日 �園芸利用者（8名）汽車体験で四万十市へ 
10日 �軽作業買い物 

15日 �園芸買い物 

23日 �日中活動 



別紙2　職員研修実績報告
宿毛育成固（Nol）

月　日 �研　　修　　名 �主催 �場　所 �出席 人数 �備　考 

1128．4．21 �支援スタッフ部会 �県福祉協会 �高知市 �1 �支援員 

5．14へ－15 �幹部職員研修会 �／J �JJ �1 �施設長 

5．15 �スポーツ委員会 �／J �J／ �1 �支援貞 

6．9～】0 �強度行動障害基礎研修 �JJ �／／ �1 �サビ管 

6．22 �虐待防止研修会（第1回目） �あじさい園 �／J �1 �施設長 

6．29～30 �全国施設長大会 �日本知的障 害者福祉協 �東京 �1 �施設長 

7．8 �安全運転講習会 �市冥全運転 協議会 �宿毛市 �1 �J／ 

7．9・～10 �四国地区施設長会 �四国地区 福祉協会 �松山市 �1 �JJ 

7．14～16 �中四国施設職員研修会 �甲四国 福祉協会 �広島市 �1 �サビ管 

7．22～23 �四国地区職員研修会 �四国地区 福祉協会 �徳島市 �1 �支援員 

7．29′、一30 �中堅職員ファーストステップ研修会 �県福祉協会 �高知市 �2 �ノ／ 

8．18 �支援スタッフ部会 �J／ �／／ �1 �／／ 

8．25 �虐待防止研修会（第2回目） �あじさい園 �JJ �1 �／ノ 

8．27 �社会福祉法人会計研修 �県社協 �／／ �1 �事務員 

9．7 �園内研修　講師；エイデル研究所　丹羽 �宿毛育成園 ヒCァハウスすく �市文教 センター �5 �支援員 （リータ～－研修） 

9．9～10 �指導職員研修会 �県福祉協会 �高知市 �1 �支援員 

9．24 �中堅職員ステップアップ研修会 �／／ �／／ �1 �JJ 

10．13～16 �全国施設職員研修大会スタッフ参加 �目不知的障 害者福祉協 �／／ �4 �万酎琵長、サ亡、 管、支援員 

10．14～16 �〝　　　　　　参加 �／／ �／／ �1 �看護師 

10．14～15 �社会福祉法人会計研修（上級講座） �県社協 �ノJ �1 �事務員 

10．19 �宿毛市人権教育推進講座 �宿毛市 �什文教 センター �1 �支援員 

10．22 �施設運営適正化委員会 �県社協 �高知市 �1 �施設長 

10．26 �園内研修　講師：エイデル研究所　丹羽 �宿毛育成園 ヒ√ァハウスすく �巾文教 センター �5 �支援貝 （リークヾ－研修） 

10．27 �0＿TT（職員指導）研修 �県社協 �黒潮町 �2 �支援員 

11．5 �発達障害者セミナー �高知労働局 �四万十市 �2 �／J 

社会福祉法人会計研修（財務管理） �県社協 �高知市 �1 �事務員 

11．10 �JT一丁イノコミユニフ‾－ン′ヨンし十日千客尊皇しにつスこぐレノ 伝達方法、手段等）研修 �／／ �／／ �1 �支援員 

11．11 �宿毛市人権教育推進講座 �宿毛市 �宿毛市 �1 �J／ 

サービス管理責任者研修会 �高知県 �高知市 � �JJ 

11．17 �7アシリテーシル（会議の進め方）研修会 �県福祉協会 �高知市 �1 �JJ 

11．20 �ノロウイルス対策講習会 �幡多保健所 �宿毛市 �2 �有言隻611】 栄養⊥ 



′γ台、ユ

月　日 �研　　修　　名 �主催 �場　所 �出席 人数 �備　考 
H 271120 �施設運営適正化委員会 �県社協 �高知市 �1 �施設長 

1125 �宿毛市人権教育推進講座 �宿毛市 �市文教 センター �1 �支援員 

11．30 �ケア技術研修1～3 �県社協 �四万十市 �1 � 

121 �園内研修　講師・エイデル研究所　丹羽 �宿毛育成園 ヒ∪ァハウスすく �汀i／丈教 センター �5 �文I差貝 （り山タヾ－研修） 

12　7 �　少ロ 職員研修ム �土佐七里会 �黒潮町 �2 �サヒ’官 支援員 

12　8 �　三シフ三 障生者虐待防止・権利擁護研修 �高知県 �高知市 �1 �支援員 

1210 �早口　　　口　Lr 宿毛市人権教育推進講座 �宿毛市 �宿毛市 �1 �JJ 

1215 �支援スタッフ部会 �県福祉協会 �高知市 �1 �／／ 

1216一一17 �サービス管理責任者研修会 �高知県 �J／ �1 �J／ 

12　22 �ケア技術研修3 �県社協 �出方十市 �1 �〃 

H2818 �障生者虐待防止・権利擁護研修 �高知県 �高知市 �1 �／J 

120 �ロ ケア技術研修4 �県杜協 �閃力一十市 �1 �ノ／ 

121 �栄養士研修 �高知県 �高知市 �1 �蓋義士 

124 �手をつなぐ親のム参加 �高知県手をつ なぐ親の会 �四万「市 �4 �施設長、サヒ 管、支援員 

125 �　∫ヽ、裾兄い‾コ三一 虐待防止研修会（第3回目） �あじさい園 �高知市 �1 �支援員 

126～29 �障生者支援都会全国大会 �日不知的障 害者福祉臨 �岐阜県 �1 �／J 

128 �仁コ 宿毛市人権教育推進講座 �宿毛市 �宿毛市 �1 �／／ 

217 �総A保険協ム磐理責任賠償保険説明会 �県社協 �高知市 �1 �施設長 

218～19 �L♪口　コミ巨＿　ロ 強度行動障害基礎研修 �高知県 �／／ �1 �支援員 

2　23～24 �職員研修会 �県福祉協会 �凶万十市 �2 �施設長 支援員 

3　7 �虐待防止研修会（第4回目） �あじさい園 �高知市 �1 �支援貝 

311 �E三 幹部職員研修会 �県福祉協会 �四力▲十市 �3 �サヒ’菅 支援員 

317 �lコ 総合支援法集団指導 �高知県 �JJ �2 �施設長 サヒヾ管 

3．18 �運営適正委員会 �県社協 �高知市 �1 �施設長 

3　22 �支援スタッフ部会 �県福祉協会 �／／ �1 �支援員 



平成27年度事業幸辰芭書

施設名；ビアハウスすくも

1、施舌鼓運営基不二と実践
陣がいをもった人たちに対して、その自立と社会経済活動への参加を促進する観点から、

保護ならびにその更生に必要な支援サービスを適正に行い、福祉サービスの向上を図る。

利用者の意志及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定施設支援を提供する

ことを基本とし、利用者処遇を図った。

2、文寸象者呂り支援サ－ヒごこて方壷十とその糸吉栗

重　度　者 �洗面、歯磨き、入浴、排泄、衣類の着脱等自分でできるところは自分 でする。出来ていないところは職員が確認し、援助してきた。 

全体白訓こみて、部分的な支援はもとより全面的な支援が必要 

重度老齢者 �個々の生き甲斐を求め充実した楽しい日々を送ること、老化への 

対応を図り、高齢化による心身機能の低下や認知症進行を少しでも 

抑えるぺ＜、生活支援では全面的な支援が必要になってきた。心身 

機能低下防止策として、個々に応じた体力づくりの実施など。 

重度高齢者で、常時医療支援を伴う利用者については、心身機能 

の低下が著しく、利用者とその身元弓侵入ならびに行政とも協議の 

うえ、介護老人保険施設ならびに老人ホームなどへの移行への対応 

を引き続き考えたい。 

中軽度吉 �基本的な生活習慣の確立、自主生活、作業意欲を高め、社芸参力D 

を目標として実施した。 

＊施設利用者虐待防止・虐待対応マニュアルの制定（H27．10．1適用）

利用者の権利擁護に関する規程、倫理要領、職員行動規範の制定

3、文寸象者呂リイ建康、衛生管理と糸岩島
（1）健康、衛生管理

婦人癌、胃がん、循環器、歯科、インフルエンザ予防接種、結核予防の検診や、

毎日の施設での体温及び血圧測定による体調把握によって、予防と早期発見

早期治療に努めた。又、ノロウイルス集団感染に関しては、特に高齢者が多い

ことからマ二コアル等を徹底し、緊張感をもち日々を対応することができた。

（2）給　食

バランスの取れた献立、生活習慣病者等への特別料理、新鮮な食材と季節感

を重視し、特に衛生面の管理に努めた。給食委託業者は衛生面に関して厳格で、

また給創寺問に応じての作業時間調整を行ってくれ、これも業務委託による成

果と考える。

（平成23年度外部業者委託　施設；作業場、食材料提供　業者；労務提供）



4、奉り月∃者のフラー「ノヾ三／－の酉己慮

1、入浴支援　　∩助の職員は同性者とする。

2、居　室　　全室個室

5、施吉豊の設備等rこ関する王党〕犬

○建　物　耐火構造　2棟　主たる建物1，083．85∩ィ、訓練棟98．00ポ

○居室の二状況

室　名 �室数 �面積　ポ �室　名 �室数 �面積　ポ 

訓練棟 �1 �98．00 �相談室 �1 �13．84 

食　堂 �1 �49．20 �その他 （廊下等） � �543．76 

浴　室 �1 �18．68 

洗面所 �4 �5．40 �便　所 �5 �60．77 

多目室 �1 �42，52 �合計 ��832．17 

居室 種類 �室数 �面積 m �一人当 面構 nn �備考 

一人 部屋 �31 �349．68 �11．28 � 

計 �31 �349．68 � � 

6、奉り用者lこ関する事項（平成28年3月31巨∃現在）

定員（生活介護30人、施設入所支援30人）

〇年間利用者数（月末在籍者数）
月末 種別 �4月 �5月 �6月 �7月 �8月 �9月 �10月 �11月 �12月 �1月 �2月 �3月 �合計 

利用者 人員 �31 �31 �31 �31 �31 �31 �31 �30 �31 �31 �30 �29 �368人 

内　訳 � � � � � � � �退所 1 �入所 1 � �退所 1 �退所 1 �退所3 入所1 

○利用者出身市町村別

市町村名 �男 �支 �計 � �市町村名 �男 �女 �計 

宿　毛　而 �5 �4 �9 � �田万十町 �1 � �1 

四万十市 �2 �3 �5 ��仁淀川町 � �1 �1 

土佐清水市 � �2 �2 ��高知県計 �14 �14 �28 

高　知　市 �2 �1 �3 �� � � � 

大　月　町 �2 �1 �3 ��県外（倉敷市） � �1 �1 

黒　潮　町 �2 �2 �4 ��合　　計 �14 �15 �29 



○程度別

区分 �人員 �備　考 

4未満 �14 � 

4以上 �15 �区分6（1） 

計 �29 � 

年代 �男 �文 �計 

10代 � � � 

20・）29 � � � 

30～39 � � � 

40～49 � � � 

50√）59 �2 �5 �7 

60以上 �12 �10 �22 

計 �14 �15 �29 

○在籍年数

年　数 �男 �支 �計 

1年未満 � � � 

1年以上 �4 �1 �5 

3年以上 �10 �14 �24 

5醐上 � � � 

10軸上 � � � 

15如上 � � � 

計 �14 �15 �29 

＊弄り月∃者行事幸艮告　　男lJ紙参照0

7、職異lこ関する事項（H28年3月31日現在）

。職種別職員数 

職員 配置 �施設長 �事務員 �サービス管理 責任者 �直接処遇 　　巨∃ ��生活 清掃員 �栄養士　合計 
ノ 支援異 �看護師 

現　員 �1 （兼務） �2 （兼務1 専従1） �1 �19 ��1 �1 （兼務） �25 
18 （非常勤3） �1 （兼務） 

＊人員配置体制加算　Ⅱ型（日中生活介護；2．0‥1人〉

＊職員研修実績幸艮告　　男lJ紙参照0

8、割日系乗、検査等

＼ �避難及び消化訓練 �健　康　診　断 ��調理員等 の検便 入所者 �職員 

本年度計画 �地震避難誘導訓練年4回 うち、夜間における訓練年1回 　火災消火疑似訓練年1回 �年2［司 �年2回 �年12匝】 

本年度実績 �地震避難誘導訓練年4回 うち、夜間における訓練年1回 　火災消化疑似訓練年1回 �年2回 �年2回 �年12回 

＊健康診断2回は夜勤勤務者　＊調理員等の検便；栄養士以外調理業務は委託

＊消火器具等の整備点検状況

直近整備点検年月日　平成28年2月26日



平成27年度ビアハウスすくも行事等報告書
No．1

月 �日 �行　事　内　容 

4 �7 �高知県会議員選挙　期日前投票（投票者10名） 

14 �買物外食1班 

16 �買物外食2班 

21 �宿毛市議会議員選挙　期日前投乗（投票者17名） 

21 �買物外食3班 

5 �18 �保護者会総会 

19 �買物外食1班 

20 �東中学校ボランティア体験学習（生徒　3名） 

21 �東中学校ボランティア体験学習（生徒　3名） 

26 �買物外食2班 

28 �買物外食3班 

6 �4 �音楽療法；第一興商（機能訓練棟） 

5 �貝塚公園清掃ボランティア（職員、利用者） 

9 �買物外食2班 

11 �買物外食1班 

16 �買物外食3班 

23 �歯科検診（協力医　前田歯科） 

7 �2 �買物外食2班 

14 �買物外食1班 

16 �買物外食3班 

27 �100歳体操参加する（利用者6名） 

31 �胸部レントゲン検診（利用者12名） 

8 �7 �40歳以上検診 

17 �保育実習（2名）8／17～26　岡山短期大学 

21 �施設納涼祭 

24 �買物外食2班 

25 �買物外食3班 

27 �買物外食1班 

9 �10 �買物外食2班 

17 �買物外食1班 

12 �ピアふれあい21（大野見）（参加　7名） 

9 �17 �買物外食3班 

10 �8 �鳥羽一郎公演　四万十市（利用者　6名） 

20 �買物外食2班 

20 �音楽療法；第一興商 

21 �買物外食3班 



平成27年度ビアハウスすくも行事等報告書
No．2

月 �日 �行　事　内　容 

10 �22 �買物外食1班 

29 �宿毛小学校4年生福祉体験学習　生徒54名 

30 �施設利用者家族旅行（ワンパーク高知・みかん狩り・椰子食事会・残園組） 

11 �2 �宿毛市クリーンデー 

4 �宿毛中学校2年生体験学習　　参加生徒4名 

5 �宿毛中学校2年生体験学習　　参加生徒4名 

7 �中四国盲ろうあ者大会参加　（M・Kさん） 

17 �買物外食2班 

19 �買物外食1班 

26 �買物外食3班 

12 �10 �買物外食1班 

15 �買物外食2班 

17 �買物外食3班 

28 �餅つき　　　年末慰労会；公演大衆演芸師聞さん一座来園 

1 �14 �買物外食2班 

18 �100歳体操に参加 

1g �買物外食1班 

21 �買物外食3班 

2 �1 �保育実習（2／1～2／13）徳島文理短期大学 

9 �買物外食2班 

16 �買物外食3班 

18 �買物外食1班 

3 �4 �買物外食3班 

8 �買物外食1班 

14 �内科検診 

17 �買物外食2班 

31 �ミュージック・ケアー　（ボランティア．希望の家支援員　那須さん） 



別紙2　職員研修実線報告
ビアハウスすくも

月　日 �研　修　名 �主催 �場所 �出席者 �備　考 

笹塑曜易研修会 �県福祉協会 �高知市 �1 �サヒ■＿萱－ 

6．9～10 �強堅行動陸宣基礎堕墜＿ �／／ 中国同 �日 頃島市 �1 �〃 サヒ’管 

7，14～16 �中四国墜選麹星研修会 �」昼型協会 　地メ ��2＿ �支援畠 

7＿22へノ23 �些昼型区施設聯旦墜壁会－＿ �四国地区 福祉臨会 �堕墨市 �1 �支環邑－ 

」し茎5 �虐待防1ヒ墾停会＿＿＿ �あじさい園 �直担申 �1 �サヒ中学－ 

社会福祉会計研修（L級） �県杜協 �／／ �1 �事務員 

9．7 �圃奥雛堕　講師；些三∠デ三と堕要所　丹羽＿＿＿＿ �同、ヒナ7ハウス ＿」二くも �巾文教 セン �2 �サビ管 支援貝 

9．9～10 �抵聾嘩員研墜全＿＿ �県福祉協会 �痘知市 〝 〝 市ノ丈 �1 �支墜旦＿ 〝 〝 サビ管 

10／1：うへ・16 �全国晦登嘩旦昼時会（高知去会1才旦ヱ＿Z 国土　．・．＿重力Il �巨木加的障害 者福祉協会 ��1 

」旦01～16 ��／ 園ヒ67ハウノ ��＿1 

10／写6 �坦凸型修　置塑⊥邸王廷レ研究所＿＿旦型 �すくも �セン′ �＿2 �支援旦－＿ 

10／27 �OJT（職員指導）研修会 �些堕昼＿ �塁遡町 �2 �支援員 

＿　」1・5 �発埋草宣畳字ミナー �高重畳型局 �四万十市 �2 �／J JJ サヒ÷筆 

11．11 �サ二旦ス管理室堕考量翌＿ �高知県 �高知屯 〝 〝 宿毛市 �1 

1主上7 11．30 �塵壁防止埋墜会 �あじさい園 ��1 

フアシ辺＿そこと＿ヲン（会議哩カ）埋墜 ノ＿旦ウイルス対策蒔里全＿＿ �県社協 ��1 �室堕貞 〝 〝 テ官管‥ 基盤星＿ 

睦多摩健所 ��1 

ケ＿Z選術研堕．＿＿上へ旦－ �県ネ墜 レ‾7rI【 �四互±声 帯文教 �1 

121 �園内研修　講師；㈱ェイデ迦堅塁敢＿」彗羽 �園、－、叩 ＿＿土くも �巾　ノ セン �2 

」　2・7 �施蓮轡員研修会 �大方七郷会 �黒潮町 �1 �支援員 〝 ／J 

12・＿8 �障葦畳虐待陸生二壁利麹菱邸修 �高知県 lJ 県堕昼＿ �高知重 JJ 四万十市 �1 

サービろ萱鱒亘堕畳碍習 ���1 

ル ル 〃 J／ サビ管 サビ答 
＿」旦＿22 �ケア堕街廼修　3 ���＿1＿ 

H28．1．8 �障睾董虐待防生二埋葬Il堕登型修 �市知県 JJ 県福祉協卑 �直垂申 〝 川万十市 �1 

2．1と章一－19 �強度行動墜窒某墜堕墜 ���1 

2．23～24 �職員研修会 ���＿　」　＿＿ 

3．7 �虐待匪」L研修会－ �を」とさい園 �高知市 �1 

＿建 �撃甚職員堕墜令 �県福祉協会 �四万十ホ り �1 �　呂 支援員 

＿＿一旦」7 �総合室象堕集団指導 �高知県 ��1 �サヒjL 



平成27年度事業報告書

障害者支援施設　宿毛授産園

基本方針

基本的理念「ノーマライゼーション」に基づき個人が人として尊厳され可能な限り家庭や地域の中でその

人らしい、自立した生活が普通の人と同じように営めることであり、障害のある人もない人も共に支え合う

社会の実現を目指すものである。

施設においては障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律が施行されて、利用者の基本的人権

の尊重を念頭に置き、利用者の思いや、願いが最大限引き出せるあり方を処遇の基本とし、様々な活動の場

で利用者が選択出来る処遇や支援を目指す。また人として生活の場が地域、施設を問わず豊かな生活、人生

が送れるように支援や福祉サービスを行うことを目的として下記事業を行う。

1入所者支援に関する実施

平成27年度支援目標

基本的生活習慣の確立とともに、より豊かな生活環境を提供し作業意欲を高め、社会参加自立を目指す。

（余暇利用　生活支援・作業支援を実施）

（1）生活介護40名

・食事、入浴、排せつ等の介護、日常生活上の支援。

軽作業等の生産活動や創作活動の機会の提供。

前2号を通じた身体能力、日常生活能力の維持、向上のための支援。

その他利用者の支援に関すること。

・行事報告・・・別紙1参照

（2）施設入所支援40名

＊施設利用者虐待防止・虐待対応時マニュアルの設定（H27101適用）

利用者の権利擁護に関する規程、要領、職員行動指針の制定

2．利用者の健康管理に関する事項

保健実績報告　　　別紙2参照

3　その他の事業実績

（1）短期入所事業

（2）日中一時支援事業

・利用者（在宅）の家庭環境を十分に踏まえて、自立している機能の低下を防ぐとともに残存機能の

維持向上が図れるよう保護し、必要な支援を実施



4、施設の設備等に関する現状

○建　物　耐火構造　2榛（主たる建物1，10951∩了、給食棟12560ポ）

○設　備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○居室の状況

室　名 �室数 �面積 �室　名 �室数 �面積 

訓練 作業室 � �59．40 �医務室 �1 �12．00 

静養室 �2 �10．00 

食　堂 �1 �125．6 �談話室 �l �29．50 

浴　室 �2 �36，7 �他（廊下） �1 �896．67 

便所（男） �2 �28．44 � � � 

便所（女） �2 �27．2 � � � 

洗面所 �4 �9．60 �計 � �1235．11 

居室の 種類 �室数 �面積 （ポ） �一人当 面積 （ポ〉 �備　考 

一人部屋 ショート �41 3 �511．23 40．8 �12．469 10＿2 � 

計 �44 �552．03 �12．55 � 

5、利用者に関する事項　　（平成28年3月31日現在）

〇年間利用者数（月末在籍者数）
月末 種別 �4月 �5月 �6月 �7月 �8月 �9月 �10月 �11月 �12月 �1月 �2月 �3月 �合　計 

利用者 人数 �42 �42 �42 �41 �41 �41 �41 �41 �41 �40 �40 �40 �492 

短期 利用日数 �43 �38 �28 �37 �31 �34 �35 �33 �31 �33 �36 �31 �410 

日中一時 利用日数 �0 �0 �1 �0 �0 �0 �0 �1 �0 �4 �6 �2 �14 

○利用者出身市町村別

市町村名 �男 �女 �計 �市町村名 �男 �女 �計 

宿　毛　市 �5 �4 �9 �大　月　町 �2 �1 �3 

四万十市 �5 �2 �7 �黒　潮　町 �1 � �1 

土佐清水市 �5 �1 �6 �梼　原　町 � �1 �1 

土　佐　市 � �1 �l �越　智　町 � �1 �1 

高　知　市 �2 �2 �4 �三　原　村 � � �0 

南　国　市 �1 � �1 �高知県計 �23 �13 �36 

香　美　市 �1 � �1 �県　外 �3 �1 �4 

佐　川　町 �1 � �1 �合　計 �26 �14 �40 

○程度別　　　　　　　　○年齢別　　　　　　　　　　　○在籍年数

区　分 �人員 �備　考 

4未満 �26 � 

4以上 �14 �5未満11 5以上3 

計 � � 40 � 

年代 �男 �女 �計 

10代 �1 � �1 

20一一29 �4 �3 �7 

30′－39 �2 �3 �5 

40′－49 �4 �3 �7 

50”59 �6 �2 �8 

60以上 � � � 9 �3 �12 

計 �26 �14 �40 

年数 �男 �女 �計 

1年未満 �1 �1 �2 

1年以上 �l �1 �2 

3年以上 �5 � �5 

5年以上 � �2 �2 

10年以上 �2 �2 �4 

15年‾以上 �17‾ �M8 �‾‾‾‾25‾‾ 

計 �26 �14 �40 



6職員の資質の向上及び意識の高揚

・研修実施報告（別紙阜参照）

・人権教育推進講座の受講等

7併設施設との連携の強化

・法人施設との連携の強化（各種行事　行事等）

・各種合同委員会に実施

8－アフターケアーの充実

・退所者への相談　援助サービス

・地域生活援助事業（グループホームのバックアップ）

9．地域福祉と広報活動の推進

・地域との交流を促進し、利用者への理解を深める。

・ピアふれあい2L（大野見村）

・ショートステイ・タイムステイの実施



平成27年度年間行事一覧表
宿毛授産園

年月日 �内　容 �年月　日 �内　容 

平成27年 � �平成28年 � 

4／6・－4／8 �PM買い物 �1／2 �残圃者レク（土佐清水方面） 

4／14～4／16 �レク・買い物（津島山本牧場） �1／13～1／15 �PM買い物 

4／20 �宿毛市議選期日前投票 �1／19【一1／21 �レク・買い物（足摺海洋館） 

4／22～4／24 �モーニング・買い物・カラオケ �1／22 �地震災害による火災総合避難訓練 

5／19・－5／21 �外食・買い物（四万十市） �1／26■〉1／28 �外食・買い物（四万十市） 

5／26－5／28 �レクリベーぺキュー（篠山白滝公園） �2／1 �外食・買い物（宿毛市） 

5／31 �高知県障害者スポーツ大会参加 �2／3～2／4 �外食・買い物（宿毛市） 

6／9～6／11 �PM買い物 �2／5 �厄払い 

6／16－－6／18 �レク・買い物（松野町おきかな館） �2／15～2／17 �レケ買い物（南楽園） 

6／24へ■6／26 �外食・買い物（宿毛市） �2／24～2／26 �PM買い物 

■7／■1＿▲「′lヽ � �ウ／ウ7 �井手一rl．】 
′ノ′▼′′U 7／14－7／16 �PM買い物 �3／1・｝3／3 �外食・買い物（愛両町） 

7／28～7／30 �外食・買い物（愛南町） �3／8～3／10 �モーニング・買い物 

7／30 �地震災害による夜間火災避難訓練 �3／11 �サーカス観賞（高知市）希望者 

8／6 �大衆演劇祭り（四万十市） �3／14■｝3／16 �レク・買い物（四万十市、菜の花） 

8／17一一8／19 �AMモーニング・買い物　PMカラオケ �3／18 �地震災害による火災訓練・総合防災訓練 

8／21 �納涼祭 � �（雨天の為4／8に実施） 

8／25 �PM買い物（台風の買物のみ実施） � � 

8／26～8／27 �レケ買い物（ぶどう狩り、宇和町） � � 

9／8■〉9／10 �レク■買い物（四万十川、屋形船） � � 

9／12 �ピア・ふれあい21参加（大野見町） � � 

9／15■｝9／17 �外食・買い物（四万十市） � � 

9／30 �地震による火災総合避難訓練 � � 

10／1 �外食・買い物（宿毛市） � � 

10／5 �外食・買い物（宿毛市） � � 

10／7 �外食・買い物（宿毛市） � � 

10／8 �鳥羽一部コンサート（四万十市） � � 

10／20 �レク・買い物（四万十市） � � 

10／22～10／23 �レク■買い物（四万十市） � � 

10／30 �家族会日帰り旅行（わんば－くこうち） � � 

11／4－11／6 �PM買い物 � � 

11／10－11／12 �レク・買い物（ぶどう狩り、宇和町） � � 

11／17～11／18 �外食・買い物（愛両町） � � 

11／20 �外食・買い物（愛両町） � � 

12／1′・′12／3 �AMモーニング・買い物　PMカラオケ � � 

12／4 �忘年会（スワロー会館） � � 

12／15～12／17 �レク・買い物（松野町おさかな館） � � 



（別紙一1）

【平成27年度・宿毛授産園　保健衛生事業実績】

H27年～H2 �8年 � � � 

実施年月日 �検診種別 �実施人数 �実　施　結　果 �実　施　機　関 

H27．5．26 �尿検査 �男性7名 �全員採取 �幡多健診センター 40歳以下 �女性6名 �1名乗採取 

H27．7．31 �肺がん検診 �男性15名 �3名未検診 �宿毛市保健介護課 40歳以上 �女性8名 �1名未採取 �幡多健診センター 

H27．9．3 �胃がん検診 �男性16名 �2名未検診 �宿毛市保健介護課 40歳以上 �女性8名 �全員終了 

H27．10．2 �子宮がん検診 20歳以上 �女性4名 �1名未検診 �宿毛市保健介護課 

H27．10．6 �生活習慣病健診 40歳以上 �男性17名 �2名未健診 �幡多健診センター 
（50歳以上前立腺がん検 　　診） �女性9名 �全員終了 

H27．10．21 �健康診断 �男性6名 �1名未健診 �大井田病院協力医 40歳以下 �女性6名 �全員終了 

H27．11．19 �乳がん検診 40歳以上 �女性4名 �全員終了 �宿毛市保健介護課 

H27．12．14 �インフルエンザ予防接種 　希望者のみ �男性22名 女性11名 �… �大井田病院嘱託医 

H27．12．15 �尿検査 �男性23名 �3名乗採取 �幡多健診センター 全員 �女性14名 �全員終了 

H28．2．9 �精神科検診 �男性19名 �1名乗検診 �聖ヶ丘病院協力医 
（聖ヶ丘定期通院者以外） �女性6名 �全員終了 

H28．3．17 �歯科検診 �男性22名 女性11名 �3名未検診 全員修了 �前田歯科協力医 

H28．3．28 �健康診断 �男性22名 �1名未健診 �大井田病院協力医 
（大井田定期通院者以外） �女性12名 �1名乗健診 

－ � 

①体重測定→毎月実施（1日の日に測定）　　②血圧測定→適時実施



別解YZ

平成27年度　職員研修実績報告

宿毛授産園

月　日 �研修名 �場所 �出席者 �備考 

4月21日 �第1回支援スタッフ垂員会 �高知市 �1 �生活支援員 

4月22日 �第1回役員会 �高知市 �1 �施設長 

4月23日 ′・′24日 �平成27年度四国地区知的障害者福祉協会部会代表者 �高知市 �1 �施設長 

5月14日 ～15日 �第1回理事会・施設長・幹部職員研修会 �高知市 �2 �施設長　サビ管 

5月15日 �平成27年度スポーツ委員・担当者会誌 �高知市 �1 �生活支援員 

5月19日 �第2回役員会 �高知市 �1 �施設長 

5月21日 �第1回幡多ネットワーク会議 �四万十市 �2 �相談支援員 

5月31日 �第17回高知県障害者スポーツ大会 �高知市 �1 �生活支援員 

6月3日 �主催者対象煙火保安講習会 �高知市 �1 �サピ管 
6月9日 －10日 �平成27年度高知県強度行動障害支援者養成研修 �高知市 �1 �生活支援員 

6月9日 �第3回役員会 �高知市 �1 �施設長 
6月29日 ～30日 �平成27年度全国知的障害関係施設長会誌 �東京都 �1 �施設長 

7月6日 �第1回障害者相談支援事業関係者連絡会 �四万十市 �1 �相談支援専門員 

7月7日 �第4回役員会 �高知市 �1 �施設長 
7月9日 ■〉10日 �第50回四国地区知的障害関係施設長会議 �松山市 �2 �施設長 相談支援専門員 

7月14日 ～15日 �平成27年度高知県相談支援従事者「初任者」研修 �高知市 �1 �生活支援員 

7月14日 ～16日 �第57回中国■四国地区知的障害関係施設職員研修協議 �広島県 �1 �生活支援員 

7月16日 ～17日 �社会福祉会計簿記講座（初級） �高知市 �1 �生活支援員 

7月23日 �ピア・ふれあい21第2回実行委員会 �中土佐町 �1 �生活支援貞 

7月30日 �圏域別権利擁護担当者意見交換会 �四万十市 �1 �副施設長 



宿毛授産園

月　日 �研修名 �場所 �出席者 �備考 

8月4日 �第5回役員会 �高知市 �1 �施設長 

8月18日 �第2回支援スタッフ委員会 �高知市 �1 �生活支援員 

8月28日 �ピアふれあい21第3回実行委員会 �中土佐町 �1 �生活支援員 

9月2日 �障害者就業・生活支援センター事業連絡会 �四万十市 �2 �施設長 生活支援員 

9月11日 �ピアふれあい21に伴う準備 �中土佐町 �1 �生活支援員 

9月8日 �第6回役員会 �高知市 �1 �施設長 
9月11日 ～13日 �高知県相談支援従事者「初任者」研修 �高知市 �1 �生活支援員 

9月10日 �第2回幡多ネットワーク会議 �四万十市 �2 �相談支援専門員 

9月15日 �第7回役員会 �高知市 �1 �施設長 

9月28日 �福祉サービス苦情解決セミナー �高知市 �1 �施設長 
～10月1 　日 �防火管理講習・防災管理講習 �四万十市 �1 �生活支援員 

10月1日 �全国大会打ち合わせ �高知市 �4 �施設長、サビ管、看 護師、生活支援員 

10月6日 �第8回役員会 �高知市 �1 �施設長 
10月13日 ～16日 �第53回全国知的障害福祉関係職員研修大会 �高知市 �4 �施設長、サビ管、看 護師、生活支援員 

10月15日 �平成27年度幡多ブロック精神障害に関する研修会 �四万十市 �1 �相談支援専門員 

10月19日 �第2回障害者相談支援事業関係者連絡会 �四万十市 �2 �相談支援専門員 

10月25日 �第25回高知県わくわく交流事業「外へとびだせ運動会l �土佐清水 �2 �生活支援員 

11月9日 一一10日 �莱根胃～第9回役員会 �高知市 �1 �施設長 

11月11日 �平成27年度高知県サービス管理責任者研修 �高知市 �1 �生活支援員・ 

11月17日 �ピア・ふれあい21「反省会について」 �中土佐町 �1 �生活支援員 

11月25日 �愛成会創立四十周年記念式典ならびに祝賀会 �香美市 �1 �施設長 

11月29日 �こころの健康フォーラム2015開催 �四万十市 �1 �相談支援専門員 

12月1日 ～2日 �四国地区知的障害者福祉協会相談支援部会研修会 �松山市 �2 �施設長 相談支援専門員 

12月3日 ■〉4日 �平成27年度高知県サービス管理責任者研修 �高知市 �1 �生活支援員 

12月7日 ′・・′8日 �平成27年度四国地区知的障害者福祉協会部会代表者 �徳島市 �1 �‾施設長 



宿毛授産園

月　日 �研修名 �場所 �出席者 �備考 

12月7日 �土佐七郷会「職員研修会」 �黒潮町 �4 �サビ管 生活支援員 

12月8日 �平成27年度高知県障害者虐待防止・権利擁護研修 �高知市 �1 �生活支援員 

12月15日 �第3回支援スタッフ委員会 �高知市 �1 �生活支援貞 

12月16日 �第10回役員会 �四万十市 �1 �施設長 

1月8日 �平成27年度高知県障害者虐待防止・権利擁護研修 �高知市 �1 �生活支援員 

1月14日 �第3回幡多ネットワーク会議 �四万十市 �1 �生活支援貞 

1月18日 �第3回障害者相談支援事業関係者連絡会 �四万十市 �2 �相談支援専門員 

1月22日 �第11回役員会 �黒潮町 �1 �施設長 

1月26日 ′・・′28日 �第4回障害者支援施設部会全国大会（東海地区岐阜大 �岐阜市 �1 �生活支援員 

1月28日 �高知県身体障害者（児）施設協会施設長セミナー高知県社会 �高知市 �1 �施設長 就労センター協議会合同管理者研修会 

2月5日 �四国地区部会代表者合同会議 �高知市 �1 �施設長 
2月10日 ～11日 �施行地区知的障害関係施設長会議 �丸亀市 �1 �施設長 

2月17日 �社会福祉施設総合保険制度説明会 �高知市 �1 �施設長 
2月18日 ′〉19日 �高知県強度行動障害支援者養成研修 �高知市 �1 �生活支援員 

2月23日 ～24日 �職員研修会 �四万十市 �3 �施設長 生活支援員 

2月25日 �ひきこもりを知る会in幡多 �四万十市 �2 �相談支援専門員 

3月2日 ～3日 �部会協議会および全国支援スタッフ委員会代表者会議 �東京都 �1 �施設長 

3月10日 ～11日 �第2回理事会・施設長会・幹部職員研修会 �四万十市 �4 �施設長、副施設長、 サビ管、生活支援員 

3月11日 �ハッピードリームサーカス高知公演 �高知市 �7 �サビ管、看護 師、生活支援員 

3月17日 �障害者総合支援法に基づく集団指導 �四万十市 �1 �サビ菅 

3月18日 �平成27年度幡多地区難病ケア従事者研修会 �四万十市 �2 �相談支援専門員 

3月22日 �第4回支援スタッフ委員会 �高知市 �1 �生活支援負 
3月16日 ノー17日 �高知医療センター付き添いのため �高知市 �2 �施設長 

3月28日 �四万十市障害者自立支援協議会 �四万十市 �1 �施設長．． 



27年度グループホーム（生活援助）実績報告書

1．　グループホーム「コロボックル」

事業開始年月日　平成6年4月1日

定　員　　5名（男性）

世話人　1名

住　所　　宿毛市銀81512（法人所有）

家　賃　15，000～20，000円

2．　　グループホーム「チューリップ」

事業開始年月日　平成5年4月1日

定　員　　5名（女性）

世話人　1名

住　所　　宿毛市錦815¶1（法人所有）

家　賃　　20，000円

3．　グループホーム「ひまわり」

事業開始年月日　平成10年10月1日

定　員　　5名（女性）

世話人　1名

住　所　　宿毛市錦813－1（法人所有）

家　賃　　20，000円

4　　グループホーム「コスモス」

事業開始年月日　平成12年1月1日

定　員　　5名（男性）

世話人　1名

住　所　宿毛市錦814－3（法人所有）

家　賃　　20，000円

5　　グループホーム「なでしこ」

事業開始年月日　平成20年4月1日

定　員　　5名（女性）

世話人　　1名

住　所　　宿毛市錦813－1（法人所有）

家　賃　　20，000円



6．　グループホーム「なのはな」

事業開始年月日　平成21年4月1］

定　員　　5名（男性）

世話人　　1孝．

住　所　　宿毛市貝壕19－8－1（法人所有）

家　賃　18，000～20，000円

7．グ／レープホーム「ひなげし」

事業開始年月日　平成21年4月1日

定　員　　6名（女性）

世話人　1名

住　所　　宿毛市貝塚19－8－2（法人所有）

家　賃　18，000～20，000円

8．グループホーム「さくら」

事業開始年月日　平成23年7月1日

定　員　　4名（女性）

世話人　　1名

住　所　　宿毛市貝塚19－21（法人所有）

家　賃　15，000～22，000円

月別利用者数

遠泳＼＼＼竺 �4月 �5月 �6月 �7月 �8月 �9月 �10月 �11月 �12月 �1月 �2月 �3月 �計 

ヨコロボックル　ヨ �5 �5 �l 5 �≧　5 �5 �5 �5 �5 �5 �5 �5 �5 �60 

チューリップ l �5 �∈　5 �い �i5 �5 �5　毒 �5 �と　4 L �∃　4 �4 �4 �4 �55 

ひまわり �室　3 �3 �3 �3 �3 �3 �3 �4 �4 �4 �4 �4 �41 

コスモス �3 �‡4 �い �4 �4 �4 �4 �4 �4 �4 �4 �4 �47弓 

なでしこ �5 �く） �5 �5 �5 �5 �5 �5 �5 �5 �5 �5 �60 

棒のはな �5 �5 �1 　5 �5 �5 �5 �5 �5 �5 �5 �5 �5 �60 

ひなげし �6 �6 �6 �16 �6 �16 �6 �6 �6 �6 �6 �6 �72 

皇さくら �4 �4 �4 �【4 �4 �4 �4 �4 �4 �4 �4 �4 �48 

】　　計 �弓36 1 �37 �37 �37 �37 �37 �37 �37 �37 �37 �37 �37 �443 

サービス管理責任者（専任1名・兼虜1名）生活支援員（兼務2名）



平成27年度　行事報告

（共同生活援助）

H27年 �行　　　　事 

4／21 �ホームケース会 

5／3 �レクレーション（清水・四万十方面） 

5／10 �レクレーション（冨土山）愛媛県大洲市 

5／25 �ホームケース会 

6／12 �ホームケース会 

6／28 �レクレーション（下田・四万十方面） 

／J �カラオケ 

7／13 �ホームケース会 

8／6 �ホームケース会 

／／ �大衆演劇祭り 

8／16 �レクレーション（松葉川温泉） 

9／4 �ホームケース会 

9／20 �ぶどう狩り・北宇和島フジゲランで買い物 

9／30 �地震災害による火災避難訓練 

10／2 �ホームケース会 

10／8 �鳥羽一郎コンサート 

11／19 �ホームケース会 

12／6 �レクレーション（大月道の駅で買い物・ベルリーフで外食）カラオケ 

12／8 �ホームケース会 

12／20 �レクレーション（四万十方面） 

1／2 �レクレーション（愛媛県城辺方面） 

／J �レクレーション（在圃者レク・清水方面） 

1／22 �ホームケース会 

／／ �地震災害による火災避難訓練 

2／2 �ホームケース会 

2／21 �レクレーション（宿毛市梅花祭） 

3／13 �レクレーション（ポーリング・買い物・外食） 

3／18 �地震災害による火災避難訓練 

3／29 �ホームケース会 

4／8 �地震t災害による総合避難訓練（3／18雨天の為） 



平成27年度　職員研修実績報告

障害福祉サービス事業所宿毛授産匿

月　日 �研修名 �場所 �出席者 �備考 

4月6日 ～7日 �利用者高知医大での手術の為の引率用務 �南国市 �1 �サピ管 

4月10日 �利用者退院に伴う引率用務（高知医大） �南国市 �1 �サビ管 

6月22日 �障害者虐待の研修会 �高知市 �1 �サビ管 
7月22日 ～23日 �四国地区知的障害関係職員研修会 �徳島市 �2 �サピ管　世話人 

8月20日 �第25回外へとびだせ運動会西部地区大会実行委員会 �土佐清水 �1 �サビ管 

8月25日 �障害者虐待の研修会 �高知市 �1 �サビ管 

10月25日 �「外へとびだせ運動会」の引率用務 �土佐清水 �1 �サビ管 

11月9日 �利用者入院、手術の為の引率用務（高知医大） �南国市 �1 �サビ管 

11月13日 �利用者退院に伴う引率用務（高知医大） �南国市 �1 �サビ管 

11月17日 �障害者虐待の研修会 �高知市 �1 �サビ管 

2月1日 �利用者通院の為の引率用務 �高知市 �1 �サビ管 

3月7日 �障害者虐待の研修会 �高知市 �2 �サビ管 生活支援員 

3月17日 �障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく集団指導 �四万十市 �1 �サビ管 



障害児等療育支援事業実施報告書（27年度）

＼ �l4 l実人数 �月 】延人数 �15 l実人数 �月 ほ正人数 �16 l美人赦 �月 l証人数 �靂　7 実人数 �月 l延入電訂 �8 �月 �1　　9 �月 
実人数 �l延人数 �l実人数 �」正人敷 

日 �13 �11 �13 �9 �9 �14 �17 �12 �13 �10 �12 

（2）健康審査 � � � � � � � � � � � � 

0 �0 �1 �1 �1 �1 �1 �1 �1 �1 �1 �l 

指導 回数 �参加 人畠 �指導 回数 �参加 人員 �指導 同数 �参加 人員 �指ヰ 同数 �参加 人員 �指頭 同数 �参加 �指導 �参加 

3　保育所等への指導 �0 �0 �0 �U �0 �0 �0 �0 �0 �人員 0 �回数 0 �人員 0 

、　＼ �1 実人数 �0月 」延人数 �11 実人数 �月 」延人数 �1 実人数 �2月 社人数 �1 実人数 �月 延人数 �　2 実人数 �月 延人数 �　8 実人 �月 �l　　合計 

（り（2）の合計 � � � � � � � � � � �数 �延人数 �実人数 �延人数 

（り　巡回相談 �11 �12 �15 �17 �14 �17 �13 �14 �8 �12 �7 �7 �33 �156 

（2）健康害査 � � � � � � � � � � � � � � 

0 指導 �0 �1 �2 �l �1 �0 �0 �1 �1 �0 �0 �8 �9 

回数 �参加 人員 �指導 【司教 �参加 人員 �指導 恒1教 �参加 人昌 �指導 厄l教 �参加 人員 �指導 r司勤 �参加 �指導 �参加 �指導 �参加】 

0 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �人員 0 �回数 0 �人見 0 �匝1馳 0 �人 0 

平成27年度　相；火支援事業月別実績報生圭（宿毛市）
宿毛市 ���檀別 �����■…　■＝・▼ 支臨方法 �������相談内容 

零． 号 �相調 白鴎 �月 �性別 �犠別 �身体 手帳 � � � � �� �個別 � � � � � �不安 情緒 安定 で4） �保育 教育 （5） �人間 軌黒 川） �†王j貪 り） � � � �権利 陳腐 〔‖） �その 他 （12） �件数 

（） �（2） �区廠 ・制 �����技術 （凸） �秩労 相＋ �参加 余暇 rl（】） 

l � �4月 � � � � � �14 �1 �2 �3 �1 �9 �0 �3 �1 �3 �4 �0 �0 �6 �12 �0 �1 �0 �D � 

2 � �5月 � � � � � �！6 �4 �2 �3 �1 �T4 �0 �12 �2 �10 �1 �0 �0 �5 �6 �2 �2 �0 �0 � 

3 � �6月 � � � � � �15 �2 �4 �4 �2 �8 �0 �5 �8 �2 �2 �0 �0 �5 �‖ �D �D �0 �0 � 

4 � �7月 � � � � � �15 �0 �0 �3 �0 �11 �0 �2 �2 �2 �l �D �D �6 �14 �2 �0 �D �D � 

5 � �8月 � � � � � �15 �3 �2 �5 �3 �21 �1 �1J �4 �2 �0 �0 �0 �15 �12 �4 �0 �0 �0 � 

6 � �9月 � � � � � �23 �2 �2 �6 �3 �】0 �0 �王3 �1 �7 �1 �0 �1 �7 �15 �0 �1 �u �□ � 

7 � �10月 � � � � � �14 �D �6 �l】 �6 �19 �0 �9 �2 �8 �4 �D �0 �13 �15 �3 �l �l �0 � 

8 � �11月 � � � � � �16 �3 �6 �3 �2 �13 �0 �5 �コ �4 �7 �0 �t �4 �10 �8 �l �0 �0 � 

9 � �12月 � � � � � �12 �1 �2 �5 �1 �12 �1 �0 �l �l �2 �2 �D �5 �16 �7 �D �0 �0 � 

lD � �1月 � � � � � �19 �2 �0 �12 �D �8 �2 �12 �0 �10 �1 �q �0 �5 �り �0 �2 �0 �D � 

11 � �2月 � � � � � �21 �3 �4 �7 �6 �12 �2 �18 �1 �5 �0 �0 �0 �10 �12 �3 �6 �0 �D � 

12 � �3月 � � � � � �18 �J �10 �6 �2 �25 �0 �16 �2 �g �1 �0 �0 �8 �19 �6 �2 �ロ �8 � 

余白 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

合：十 ��� � � �i ��・呵24 ��40 �88 �27 �16t】 �6 �108 �27 �62 �可2 ��2い9【1551可柑い ������0 � 

平成27年度自立支援相識者一覧表



平成27年度■自立支援職者‾覧表　　平成27年度相談支援事業月別実績報告書（三原村）　相談支援事業所宿毛授産園 

三原村 ���種別 �����支援方法　　　1　　　　　　　　　　　　相即招 

■ 雪 �相談 巨峰 �月 �岨別 �錮男 �身 q体 手 帳 �知 的 手 帳 �精 神 手 嶋 �訪問 ） �来所 （ヱ） �向行 くユ） �電話 く4J �個別 支技 圭一底 ‡即 �l調（裏 l策聞 く7） �その l± ‡ナ† �擢祉 サー ビス （） �帽が しヽ病 状の 理隙 く2） �健康 ■■ く3） �不安 情緒 軍買 【4） �保育 教育 r5〉 �人間 国保 沌） �経済 〔7） �ご巨請 技術 （8） �沈労 （9） �班会 参加 余暇 （沌） �権劉l 擁稚 （） �その 他 （12） �件数 

1 � �4月 � �� � � �† � � � � � � � � � � �J ��卜 �� � � � � 

2 �J5月 �� � � � � � � � �† �1J7 �� � �】 �† � � � � � �7 � � � � 

∵ � �6月 � � � � � �1 � �1 � �l �3 � �2 � �3 � � � � � �l � � � � 

4 � �7月 � � � � � � � � � �1 �8 � � � �5 � � � �3 �1 � � � � � 

5 � �8月 �l �� � � � � �1 �1 � �8 �1 � �l �1 �2 � � �5 �1 � �1 � � � 

6 � �9月 � � � � � �2 � �2 �3 � �5 � � � �1 � � � �1D �1 � � � � � 

7 �ト0月 �� � � � � �4f ��1 �3 � �9 � �10 �Ⅰ �3 � � � �3 � � � � � � 

8戸 ��11月 � � � � � �2 �1 �1 �1 � �2 � �3 � � � � � �2 �1 �1 � � � � 

9 � �12月 � � � � � �1 � � � � �1 � �1 � � � � � � �1 � � � � � 

10 � �1月 � � � � � � � � �7 � �3 � �6 � �l � � � � �3 � � � � � 

＝ � �2月 � � � � � �3 � � � � �3 � � � �3 �1 � � �1 �1 � � � � � 

12 � �3月 � � � � � �1 �2 � �3 � �5 � �2 �1 �1 � � � � �6 �1 � � � � 

余白 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

合　計 �� � � � ��15 �3 �6 �19 �3 �54 �1 �24 �4 �19 �3 �0 �0 �24 �16 �10 �t �0 �0 � 

平成27年度‘自立支絨相談者‾賢表　　　　27年度　相談支援事業月男】 ������������������j実績報告書（大月町）　　相談支援・1 

大月町 ���権別 �����支援方法 �������相談内容 

衝 冒 �柏三夷 目時 �月 �d別 �漣男 �身 ¶鱒 手 絡 �細 的 手 帳 �精 神 干 ■ �訪閥 ） �来所 ・：2） �l司行 く3） �電話 （4） �（邑カ」 支臨 ■■ （6） �閉採 機関 （7） �その 他 ‡恥 �福祉 サー ビス （1） �l瞳が い察卜腫鴎 状の医像 理解（J） （2） ��不安 情緒 安定 （4） �保育 較▼ 【5） �人間 関係 （6） �経済 〔7） �生活 綾術 ヽ1 �就労 （9） �社会 参加 余暇 （10） �権利 ‡尭護 （） �その 他 （12） �件数 

1 �4月 �� � � � � �3 �D �0 �1 �0 �5 �0 �3 �1 �� � � � �5J �� � � � 

2 � �5月 � � � �＝41小車車 �������2 �D � ��2 �����5l ��� 

3 � �6月 � �l ��J ��3 �0 �0 �2 �0 �1 �0 � �� � � �1 �2 �2 �1 � � � � 

4 � �7月 � � � � � �1「 �0 �2 �J �D �D �D � � � � � �1 �0 �4 �3 �7 � � � 

5 � �8月 � � � � � �7 �2 �1 �9 �q �2 �0 �1 � � � � � � �‖ �6 �3 � � � 

6 � �9月 � �f �� � �2 �1 �l �Z �1 �1 �0 � � � � � � � �4 �4 � � � � 

7 � �10月 � �f �� � �1 �0 �U �7 �0 �0 �0 � � � � � � � �3 �コ �2 � � � 

8 � �11月　f �� � � � �4 � � �4 � �1 � �4 � � � � � �3 �2 � � � � � 

9 � �12月 � � � � � � � � �4 � � � � � � � � � �1 �3 � � � � � 

1√ � �1月 � � � � � � � �雷 �事 � � � � � � � � � � � � �2 � � � 

‖ � �2月 � � � � � �2 �l � �」 � �1 � �2 � � �】 � � � � �3 �1 � � � 

12 � �3月 � � � � � � �1 � �1 � � � � � �1 � � � � � �1 � � � � 

余白 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

合i十 ��� �� �� �36 �6　　5　　37 ���1 �13 �D �10 �1 �1 �1 �0 �2 �8 �39 �21 �15 �0 �D � 



27年度事業報告書

多機能事業所　ワークセンターすくも

1．利用者の状況

①定員40名　　現員39孝，（男子19名・女子20名）

②自宅からの通園者23名

グループホームからの通園者16名

③通園方法

公共交通5名　　家族の送迎8名　　徒歩16名　　自転車8名　　送迎2名

④出身市町村別人数

宿毛市22名・四万十市3名・大月町4名・佐川町l名

高知市3名・いの町2名・愛南町2名・黒潮町1名・四万十町1名

⑤月別利用者数

施設別　　　　　　　　　　　　　　月別 �4 �5　と6 �7 �8 �9 �ilO �∃11 �12 �1 �2 �3 

ワークセンターすくも（定員40） �41 �40巨0 �41 �41 �42 �42 �40 �40 �l 41 �41 �39 

2．施設障害サービスの内容

生活介護6名

・食事、入浴、排せつ等の介護、日常生活上の支援

・軽作業等の生産活動（園芸、農耕、加工作業）や創作活動の機会の提供。

・前2号を通じた身体能力、日常生活能力の維持、向上のための支援。

・その他利用者の支援に関すること。

就労移行6名

・施設における作業や、企業における職場実習に関する支援。

・適性に合った職場探しのための支援。

・施設は、職場実習、求職活動のための施設外支援を実施する。

・就職後の職場定着のための支援。

・その他利用者の支援に関すること。

就労継続B型28名

・施設における就労の機会及び生産活動（園芸、農耕、加工作業）の機会の提供に関する支援。

・前項に基ずき、知識・能力が高まった利用者に対する就労への以降に向けた支援。

・施設は、職場実習、求人活動のため施設外支援を実施する。

・その他利用者の支援に関すること。

3．企業実習実績

有限会社ナカムラ・・・1名　　　すくも湾漁業協同‥・1名

企業就労実績

聖ヶ丘病院・・・l名

聖ヶ丘病院・・・1名



4・事業内容（主に宿毛授産園と共同）

1．利用者支援の充実 �作業を中心にしながらも、利用者の希望や思いに沿い 

レクレーションをそれぞれ午3回実施し障害者の 

スポーツ大会なのにも参加する。 

適所時の安全など、個別に作業以外の課題も設定して 

取組を行った。 

3．授産事業の充実 �園芸班・加工班・農耕班の各班にて宿毛授産園と協力 

しながら作業に取り組む。 

4．安全対策の強化 �防災訓練等の実施 

5．保健衛生・健康管理 �生活習慣病健診等各種定期検診を実施（別紙3参照） 

生活支援として、歯みがき、健康チェックを実施 

6．地域福祉と広報活動 �機関誌の発行など宿毛授産園とともに行う。 

7・地域との交流促進 �宿毛育成園・宿毛授産固とともに納涼際・花祭り等の 

行事を実施し地域との交流を行う。また地域での催し 

物等の情報提供も行う。（別紙行事等報告書参照） 

8．職　員　研　修 �各種研修会に参加し研修、研究を行う。 

9・生産活動の充実 �園芸班・・・鉢花の栽培及び販売売上 

農耕班‥・水稲栽培売上 

野菜販売売上 

加工班・・・ゴミ袋（宿毛市委託事業） 

木工事業売上 

廃油事業（回収・石鹸加工） 

ひだまり…販売及びゴミ袋の加工等 

店舗売上 



平成27年度年間行事一覧表

多機能型事業所　ワークセンターすくも

内　　　　　　容

レクリエーション（四万十市方面）

レクリエーション（四万十市方面）

納涼祭

ピアふれあい21（せせらぎ固大野見保健福祉センター・体育館）

地震による火災総合避難訓練

外へとびだせ運動会

家族会日帰り旅行

レクリェーション（四万十市方面）

レクリェーション（南楽園）

忘年会

地震災害による火災総合避難訓練

レクリェーション（四万十市方面）

レクリエーション（四万十市方面）

（南楽園・いちご狩り）

ハッピードリームサーカス

雨天の為4／8に地震災害による火災訓練・総合防災訓練を行う



平成27年度　職員研修実績報告

ワークセンターすくも

月　日 �研修名 �場所 �出席者 �備考 

5月15日 �スポーツ委員・担当者会議 �高知市 �1 �職業指導員 

5月31日 �第17回高知県障害者スポーツ大会 �高知市 �1 �職業指導員 
7月14日 ■－16日 �第57回中国・四国地区知的障害関係職員研究協議会 �広島市 �1 �職業指導員 

7月22日 ′・′23日 �四国地区知的障害関係職員研修会 �徳島市 �1 �生活支援貞 

8月27日 �第2回障害者職業能力開発情報交換会 �高知市 �2 �職業指導員 就労支援員 

9月2日 �連絡会（行政説明） �四万十市 �1 �就労支援員 

9月24日 �全国大会スタッフ全体説明会 �高知市 �1 �職業指導員 

9月25日 �就業支援基礎研修 �高知市 �1 �職業指導員 
～10月1 　日 �防災管理「新規講習」 �四万十市 �1 �就労支援員 

10月7日 �就業支援基礎研修 �高知市 �1 �職業指導員 
10月13日 ～16日 �第53回全国知的障害福祉関係職員研究大会（高知大会）スタッ �高知市 �2 �生活支援員 就労支援員 

10月14日 ～15日 �社会福祉法人会計簿記講座（上級） �高知市 �1 �事務 

10月16日 �就業支援基礎研修 �高知市 �1 �職業指導員 

10月25日 �第25回高知県わくわく交流事業「外へとびだせ運動会」西部地 �土佐清水 �3 �サビ管　生活支援 区大会引率用務 ���員　就労支援員 

11月11日 �高知県サービス管理責任者等研修（全休会） �高知市 �1 �就労支援員 

12月7日 �土佐七郷会「職員研修会」 �黒潮町 �1 �職業指導員 

12月8日 �高知県障害者虐待防止・権利擁護研修（1日目） �高知市 �1 �職業指導員 
12月16日 ′・・・17日 �高知県サービス管理責任者研修 �高知市 �1 �就労支援員 

12月18日 �高知県社会就労センター協議会理事会 �高知市 �1 �施設長 

1月8日 �高知県障害者虐待防止・権利擁護研修（2日目） �高知市 �1 �職業指導員 



ワークセンターすくも

月　日 �研修名 �場所 �出席者 �備考 

1月20日 �健康保険及び厚生年金被保健者の資格及び報酬等の≡ �四万十市 �1 �事務 
1月23日 ～24日 �社会福祉士実習指導者講習会 �高知市 �1 �就労支援員 

2月5日 �高知県身体障害者（児）施設協会（作業部会）・高知県社会就 �高知市 �1 �就労支援員 労センター協議会職員合同研修会 
2月23日 ′一24日 �職員研修会 �四万十市 �1 �職業指導員 

3月4日 �障害者就業・生活支援センター事業連絡会 �四万十市 �2 �施設長 就労支援員 
3月10日 ・～11日 �第2回理事会 �四万十市 �2 �サビ管 就労支援旦 

3月11日 �ハッピードリームサーカス見学利用者引率用務 �高知市 �6 �サビ管職業指導 員生活支援員 

3月17日 �障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく集団指導の 実施 �四万十市 �1 �サビ管 

3月25日 �第2回障害者雇用促進セミナー �高知市 �2 �就労支援員 生活支援員 



（別紙＿2）

【平成27年度・ワークセンターすくも　保健衛生事業実績】

H27年～H28年

実施年月日 �検診種別 �実施人数 �実　施　結　果 �実施　機　関 

H27．5．26 �尿検査 �男性4名 �2名乗採取 �幡多健診センター 
40歳以下 �女性4名 �2名乗採取 

H27．7．31 �肺がん検診 40歳以上 �男性10名 �1名乗検診 �宿毛市保健介護課 幡多健診センター 
女性11名 �全員終了 

H27．9．3 �胃がん検診 40歳以上 �男性8名 �3名乗検診 �宿毛市保健介護課 
女性9名 �1名乗検診 

H27．10．2 �子宮がん検診 20歳以上 �女性8名 �1名乗検診 �宿毛市保健介護課 

H27．10．6 �生活習慣病健診 40歳以上 （50歳以上前立腺がん検 　診） �男性12名 �全員終了 �幡多健診センター 

女性12名 �全員終了 

H27．10．21 �健康診断 40歳以下 �男性5名 �1名乗健診 �大井田病院嘱託医 
女性5名 �1名未健診 

H27．11．19 �乳がん検診 40歳以上 �女性3名 �全員終了 �宿毛市保健介護課 

H27．12．14 �インフルエンザ予防接種 　希望者のみ �男性14名 � �大井田病院協力医 
女性17名 � 

H27．12．15 �尿検査 �男性15名 �5名未採取 �幡多健診センター 
全員 �女性17名 �4名乗採取 

H28．2，9 �精神科検診 �男性11名 �8名未検診 �聖ヶ丘病院協力医 
（聖ヶ丘定期通院者以外） �女性17名 �3名乗検診 

H28．3．28 �　健康診断 （大井田定期通院者以外） �男性11名 �1名乗健診 �大井田病院協力医 
女性13名 �対象者全員終了 

①体重測定→毎月実施（1日の日に測定）　　②血圧測定→適時実施



平成27年度事業報告

就労支援事業所（就労継続B型）ひだまり

1．利用者の状況

①定員20名　現員20名（男子g名・女子11名）

②自宅からの適所者5名　■　アパートからの適所者5名
グループホームからの適所者10名

③適所方法
徒歩10名　自転車10名

④出身市町村別人数
宿毛市15名・四万十市　3名・三原村1名　t　津野町1名

⑤月別利用者数

施設別　　　　　　　　　　　月別 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �1 �2 �3 

就労支援事業所ひだまり（定員20名） �20 �20 �20 �19 �19 �19 �19 �19 �19 �18 �18 �20 

2．具体的な取り組み状況

①直売所の売店販卦接客②野菜の収穫③野菜の配達④市内販売⑤エコバッ
ク・ロストルシート作り⑥昆布の袋詰め作業　⑦その他（コイン精米）

3，事集内容（主に宿毛捜庭園と共同

1．利用者支援の充実 �作業を中心にしながらも、利用者の希望や思いに沿い 

外食■レクレーションをそれぞれ年3回実施する。 
障害者のスポーツ大会などにも参加する。 
適所時の安全など、個別に作業以外の課題も設定して 
取り組みを行った。 

2．授産事業の充実 �園芸班・加工班・農耕班の各班にて宿毛授産園と協力 

しながら作業に取り組む。 

3．安全対策の強化 �防災訓練等の実施。 

4．保険衛生・健康管理 �生活晋偉病検診等各種定期検診を実施（別紙3参照） 
生活支援として、体重測定を月2回実施。 

5，地域福祉と広域活動 �機関誌の発行など宿毛授産圃と共に行う。 

6．地域との交流促進 �宿毛育成園・ビアハウスすくも・ワークセンターすくも・宿毛授 

産園と共に納涼祭、花祭り等の行事を実施し地域との交流を 
行う。また地域での催し物等の情報提供も行う。 
く別紙行事等報告事参照） 

7．職員研修 �各種研修会に参加し研修、研究を行う。 



平成27年度就労支援事業所ひだまり事業報告書

】事業種類

①直売所の売店販売・接客　　②野菜の収穫　　③野菜の配達
④野菜・花等の市内販売　⑤エコバック作り　⑥ロストルシート作り
⑦昆布袋詰め作業⑧その他（コイン精米観）

2　構成人員

職　種 �作業場 �人　数 

利用者 �ひだまり �13名 農耕 �1名 

生活 �1名 

園芸 �5名 

職　員 �正規職員 �1名 契約職員 �1名 

臨時杜員 �2名 

合　計 �24名 

3　事業内容

（1）直売所の売店販売・接客

（2）野菜の配達
授産園（炊事・ワークセンターすくも・ひだまり）、大井田病院〈患者・職員・デイ）
育成園、ピア・ハウスすくも、筒井病院■ぎんなん壮。

（3）野菜・花等の販売
直売所へのお客さんが少なくなり、売上げが少なくなった事により今年度も市内・片卦大島方面
へ販売に出る。市内販売連絡があればAMll：30頃には迎えに行く、片島・大島方面は車で

の送迎。野菜の入荷が少なく今年度は平田方面へ販売に行けませんでした。
（4）雨天時等エコ′くック作り・ロストルシート作り・昆布作業を行う。

（5）その他（コイン精米機）
コイン精米機　‾

昆布作業

※カーネーション祭り（5／9～5／10）・新米祭り（10／3～10／4）■サイネリア祭り（1／23～1／24）

花祭り（2／27～2／28）。4回のイベントを行う。



平成27年度年間行事一覧表

就労支援事業所ひだまり

内　　　　　　容

1118

11．19

12．4

H28　　　　1＿22

1／23．24

2．10．

2＿12

2／27．28

3，11

3．18

カーネーションまつり

レクリエーション（中村方面）

レクリエーション（サンパール）

納涼祭

ピアふれあい21（せせらぎ園大野見保健福祉センター・体育館）

地震による火災総合避難訓績

新米まつり

外へとびだせ運動会（11名参加）

家族会日帰り旅行

わんば一くこうち（12名）

みかん狩り（3名）

レクリエーション（中村方面・買物）

レクリエーション（馬瀬公園・買物）

忘年会（スワロー）

地震災害による火災総合避難訓練

サイネリアまつり

レクリエーション（サンパール・ボーリング・買物）

レクリエーション（中村方面・買物）

花まつり

ハッピードリームサーカス　参加者（3名）

雨天の為4／8に地震災害による火災訓練・総合防災訓練を行う



平成27年度　職員研修実績報告

月　日 �研修名 �場所 �出席者 �備考 

5月14日 ～15日 �第1回理事会・施設長・幹部職員研修会 �高知市 �1 �サビ管 

7月14日 ～15日 �平成27年度高知県相談支援従事者「初任者」研修 �高知市 �1 �生活支援員 

9月11日 �ピアふれあい21に伴う準備 �中土佐町 �1 �生活支援員 

10月1日 �全国大会打ち合わせ �高知市 �1 �サビ管 
10月13日 ～16日 �第53回全国知的障害福祉関係職員研究大会 �高知市 �1 �サビ管 

10月25日 �第25回高知県わくわく交流事業「外へとびだせ運動会」 �土佐清水 �1 �職業指導員 

11月11日 �平成27年度高知県サービス管理責任者研修 �高知市 �1 �生活支援員 
12月3日 ′・■4日 �平成27年度高知県サービス管理責任者等研修 �高知市 �1 �生活支援員 

12月7日 �土佐七郷会「聴員研修会」 �黒潮町 �1 �職業指導員 

12月8日 �平成27年度高知県障害者虐待防止・権利擁護研修 �高知市 �1 �生活支援員 

1月8日 �平成27年度高知県障害者虐待防止・権利擁護研修 �高知市 �1 �生活支援員 

2月5日 �合同職員研修会 �高知市 �1 �職業指導員 

3月10日 �第2回理事会 �四万十市 �1 �サビ管 

3月11日 �ハッピードリームサーカス見学利用者引率用務 �高知市 �2 �生活支援員 

3月17日 �障害者総合支援法に基づく集団指導 �四万十市 �1 �サビ管 



（別紙3）

H27年～H28年

【平成27年度・ひだまり　保健衛生事業実績】

実施年月日 �検診種別 �実施人数 �実　施　結　果 �実施機　関 

H27月．26 �尿検査 �男性4名 �全員採取 �幡多健診センター 40歳以下 �女性4名 �全員採取 

H27．7．31 �肺がん検診 40歳以上 �男性4名 �全員終了 �宿毛市保健介護課 幡多健診センター 
女性7名 �1名乗検診 

H27．9．3 �胃がん検診 �男性2名 �1名乗検診 �宿毛市保健介護課 40歳以上 �女性3名 �4名未検診 

H27．10．2 �子宮がん検診 20歳以上 �女性1名 �2名未検診 �宿毛市保健介護課 

H27．10．6 �生活習慣病健診 40歳以上 （50歳以上前立腺がん検 　診） �男性3名 �1名乗健診 �幡多健診センター 

女性5名 �3名乗健診 

H27．10．21 �健康診断 40歳以下 �男性3名 �全員終了 �大井田病院嘱託医 
女性4名 �全員終了 

H27．11．19 �乳がん検診 40歳以上 �女性1名 �2名未検診 �宿毛市保健介護課 

H27．12．14 �インフルエンザ予防接種 　希望者のみ �男性4名 � �大井田病院協力医 
女性7名 � 

H27．12．15 �尿検査 �男性6名 �1名東採取 �幡多健診センター 
全員 �女性9名 �3名未採取 

H28．2．9 �　精神科検診 （聖ヶ丘定期通院者以外） �男性5名 �全員終了 �聖ヶ丘病院協力医 
女性7名 �1名乗検診 

H28．3．28 �健康診断 �男性9名 �対象者全員終了 �大井田病院協力医 
（大井田定期通院者以外） �女性8名 �3名乗健診 

①体重測定→毎月実施（1日の日に測定）　　②血圧測定→適時実施


