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2019（令和元年度） 事業報告 

法人本部 

  

 令和元年度の法人の事業収入は、184,335,543 円となり、ほぼ当初予算通りの額と

なった。 

 原因は、グリーンファームの制度改正による減収が大きく関係したと考える。また、

支出総額については、予算額より少なかったが、主には常勤２名による産休等が要

因と考える。サービス利用状況については就労移行支援事業の利用者が減ってい

る。これは、市内の福祉サービス事業所に見られるように、生活についての支援より

も、少しでも工賃収入を求める利用者が多いため、就労継続Ｂ型事業ばかりが求め

られる状況となっている。これは、最近の社会情勢において、格差拡大による低所得

者や高齢化による年金生活者の増加なども影響し、経済的困窮者が増していること

も原因だと考える。 

 年度の終わりには、感染症の流行もあり、大きな意味で今後の福祉施策の転換期

となることもうかがわせた。それは、税金の適切な使われ方に疑問を持つ一般の人々

が増え、現在の老人福祉偏重にもストップがかかり、欧米では当たり前の「尊厳死」の

考え方が一般的となること。また、障害者の生き方についても、今以上に社会参加を

求められ、安易な補助金や給付金にたよるのではなく、本人にとって、本当に必要な

量だけ分配される世の中となっていくと思われる。そこで、当法人については、出来

ること、出来ないことを明確にし、特に就労支援事業については、利用者故工賃アッ

プと地域住民との連携を念頭に置きながら、有益な事業を展開し、自らの自立を図っ

ていく方針である。 
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2019（令和元年度）事業報告書 

グリーンファーム 

１．就労移行支援事業 

 令和元年度は、１年間での就職定着者数が４名となり定員の半数以上であったた

め、２年度の報酬単価は６３０単位から１，００４単位になることとなった。   

日々の作業等を通して働くための基本的な力を身につけられるよう支援し、利用者と

企業のニーズのマッチングを図ったことで就職と定着につながった。 

 

 利用状況について、別紙１参照。令和元年度は目標９５％に対し６８，８％となった。 

昨年度より下がる結果となったが、新規の利用希望者が当事業所だけでなく市内他

事業所についても減っており、一般就労希望者が少ないのが要因となっている。今

後としては、当事業所の就労継続 B型利用者のニーズ開拓やネットでの情報発信を

増やし利用促進に努めていく。 

 

 就職状況について、元年度中の就職者は３名で目標に対して 1 名少なかった。登

録者自体が少なくなっているのでその中から４名以上の就職は難しい状況となって

いる。事業開始当初は利用ニーズも多くすぐに利用していただくことが出来ない状態

が続いていたため定員を６名から 8 名に増やして事業を行ってきたが、ここ数年の状

況を見ると利用ニーズもすぐには見込めないと判断し、下記４項⑤のとおり定員変更

して事業継続していく。 

 

定着支援について、就職からの期間に応じてフォローアップを行い他機関とも情

報共有や連携して支援を行うことができ、５月１日現在も３名全員就労継続することが

できている。OB会の開催を予定していたが、新型コロナウイルスの影響により今回は

自粛中止することとなった。就職者の雇用状況にも影響が出る可能性があるので近

況を確認し必要がある方に対しては支援を行う。 
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 就労支援活動（作業等）について、施設外作業を中心に行うことで一般就労に必

要な基礎体力や他者とのコミュニケーションについて身につけることができた。 

 

２．就労継続支援Ｂ型事業 

 報酬単価については変わりなし（５３４単位）。 

 

 利用状況について、別紙１参照。令和元年度は目標１１０％に対し１０５．２％となっ

た。昨年度と比較すると２，２％減となった。移行支援同様に登録者が増えない中で

大きな減少にはならず利用率を維持できたのは良かったが、移行同様に利用促進

に取り組んでいく。 

また今後の利用増への備え、移行支援の利用減への対応として 4項⑥のとおり定員

変更して事業継続していく。 

 

 就労支援活動（作業等）について、農作業を中心にして行ってきたが、高齢化や体

力等の理由によって外勤作業に参加できる利用者が少なくなってきている。一人に

負荷がかかり過ぎないように今後も配慮していく。 

 

工賃について、実績としては月額平均２２，０９３円となった。時給を調整し月額を

増やしたため年度末の特別手当の金額は減ったが、前年度よりアップした。今後も

支援とのバランスをとりながら身体的に無理をしすぎないように配慮しながら向上に

努めていきたい。 

 

生活面の支援について、必要な手続き等への助言や生活全般の相談対応を行

い、健康面への助言も行ってきた。また個別対応として体調不良者の送迎や受診同

伴、他機関との情報共有等の連携を行った。 
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３．就労支援活動 

①農地環境保全事業 

 ２ｔダンプの導入により作業の段取りが行いやすくなった。市からの委託業務や農

事組合等の維持管理業務は例年通り行うことができた。 

 

②住居環境保全事業 

 1年間下関農林事務所の清掃業務が入ったが契約通り行うことができた。年 1回の

み行っていたエアコン清掃をやめたことで収益減の部分は、農産物生産作業で補う

ことができた。 

 

③農産物生産・販売・加工・その他 

 出荷先主催の農業関係研修にこれまで参加経験のない職員を派遣し知識の向上

に努めた。 

経費と売り上げを一覧表にすることでコストの削減を意識して計画し実行できた。さ

つま芋の切り苗生産作業受託は、初めての試みであったため量は少なかったがノウ

ハウを学ぶことが出来たので 2 年度に活かす。農閑期の作業については栽培準備

や通常作業以外は行わず、滞っている赤米選別作業を行い出荷した。 

年度後半からは新事業計画（ホップ栽培及びクラフトビール醸造）に係る情報収集や

現場視察等を行った。 

 

４．共通事項・その他 

①年間行事 

 新型コロナウイルスの影響により３月の行事については中止した。 

その他の行事等については予定通り行うことが出来たので、今後の動向を見て安全

を第一に判断していく。 

②地域活動 

 収穫祭を開催し、地域や関係者の皆様の協力もあり無事終えることができた。 
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農事組合法人うついの作業も例年通り行い、地域との関わりも継続できているが、作

業ができる利用者も徐々に減っているためこれ以上増やすのは難しい状況。 

 

③物品等の購入 

 ２ｔダンプ購入により作業機械や草木等の運搬が安全に効率よく行えるようになった

ので今後も活用していく。 

 

④会議・研修等 

 職員会議を月 2 回行う予定であったが、朝礼等の時間に情報共有を図り効率化す

ることで回数を 1 回にして作業時間に充てた。職員研修については時間の都合で行

えないことがあったので、時間を確保して行っていく。外部研修等については知識向

上のために多く参加できた。 

 

⑤移行支援定員変更 

 移行支援の利用者が増えない状況が続いており、当事業所だけでなく市内や県内

でも同様の状況が続いている。移行支援は利用者ニーズに応えるため、また就労支

援の目標や出口として必要である。事業継続していくためには定員を 8 名から 6 名

に変更することで就職者数の目標値を 4 名から 3 名にし、少ない登録者からでも 3

名以上の就職者を出すことで報酬単価ができる限り下がらないようにするために、令

和 2年 8月より定員変更をしたい。 

 

⑥継続 B型定員変更 

 登録者数の変動は少なく利用率は１００％以上を維持している。定員以上の登録

者数が続いており、また移行支援の利用減を補う意味でも令和 2年 8月より現在の２

０名から５名増やし２５名に変更したい。 
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⑦運営規定の変更 

 上記⑤、⑥の変更に伴い、運営規定を変更。 

 

⑧OEM醸造発泡酒の販売に係る定款変更 

 現在アメリカ産ホップ苗を栽培しており、先のクラフトビール醸造に向け今夏収穫し

たホップを使用して委託醸造依頼し、今秋の販売に向け一般酒類小売業免許申請

にあたって定款変更を行いたい。また最終目標である酒類製造免許の申請に関して

も先では定款変更が必要となるので、この度合わせて変更を行っておきたい。 
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2019（令和元年度）事業報告 

第２グリーンファーム蓮 

                

１．概要 

平成 31年(令和元年)度も、幸い、年間を通じて、室内作業、野外作業ともに順

調に推移し、最終的に、当初目標として設定した 20,100 円を僅かながら上回る

20,137円の平均工賃を利用者の皆様に支払うことが出来た。 

とはいえ、内情を言えば、実際には、作業収入は前年度より 30万円余り減って

おり、にも拘らず、こうして平均工賃の目標額を達成出来たのは、1 日の平均利

用者数が 15 人から 13 人に減ったこと、つまりは、工賃の分配対象(分母)が減っ

たことが、大きな要因であったと思われる。 

しかしながら、一方でこれは、利用者の処理能力・作業効率が向上し、少ない

人数で同じ作業量を処理出来るようになってきた。という事実を我々に教えてくれ

ている。彼らの能力や適性に見合う作業さえ開拓・提供出来れば、本来、まだま

だ工賃向上の余地がある。と、我々支援者側は、この結果を前向きに受け止める

必要があろう。 

 

 

２．就労支援活動    

  (１)室内軽作業 

  ①自転車部品組立 

   A 社の方は、残念ながら前年度より売上はマイナスとなったものの、幸い B

社の方は、当年度も年間を通じて順調に推移。A社のマイナス分を補い、最終

的に、前年度より 30万円程の上積みとなった。 

    ②釣り用鉛封入作業 

      当初の見通しの通り、大きな上積みはなかったものの、年間を通じて仕事

の依頼があった。何分単価が安いため、これに多くの時間を費やす訳にはい
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かないものの、受け取り、納品の負担がなく、多くの利用者が担当出来る簡

単な仕事なだけに、引き続き、これを引き受けていく予定。 

    ③生鮮食品用トレーウレタン貼り  

           上記鉛の仕事同様、上積みを見込んでいた仕事ではなかたものの、結果的

には、前年度より、僅かながらマイナスとなった。 

      とはいえ、単調な作業の繰り返しではあるが、これを自分の役割として意欲

的に取り組まれている方がおられ、確実にその処理能力はアップしている。 

    ④米の販売 (販路確保・開拓)  

      当年度は、コシヒカリ 30kg×200 袋の処理・販売を引き受けたが、ありがた

いことに、当初見込んだ以上の引き合いがあり、更に 20袋を追加発注した。 

  残念ながら、既にコシヒカリの余分がなく、別の品種(キヌムスメ)を分けて頂

くこととなったが、こちらの評判も決して悪くはなかったものの、新年度につい

ては、先にこの追加分を含めたコシヒカリを確保してもらえるよう、事前に交渉

の予定。 

    ⑤その他の室内軽作業 (アルミ缶リサイクル他) 

     町内の方やボランティアの皆様のご協力を得て、当年度も沢山のアルミ缶

を回収して頂き、これを換金して、利用者の工賃として還元させて頂いた。 

      利用者の皆さんには、今後とも折に触れて、これに多くの方が関わってくれ

ていることを説明の予定。 

 

    (２)野外作業 

     ①農作業 

利用者の高齢化が進んで、体力に自信のある方、農作業で活躍出来る方は、 

年々減っており、スタッフの負担は増大している。これで収益を上げるには、

規模の拡大が不可欠だが、現状のスタッフ体制で、これは厳しい状況。新

年度からは、思い切ってこれを整理・縮小の予定。 同様の理由から、ここ数

年、新たな植菌は控えてきた椎茸の原木栽培だが、 
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幸い、今回安養寺様より、これに適する木の伐採許可を得て、300本程の原木を無

償で提供頂いた。 

開設当初から原木栽培を続けていて、今も蓮の椎茸を楽しみに待っておられるお

客様もおられだけに、今後とも、無理の無い範囲でこれを継続出来ればと考えてい

る。 

②施設外就労                             

   現在契約の業務内容は、いずれも体力を必要とする(草刈りを中心とした)維持管

理業務。上述した蓮の現状から、今年度は、規模の大きい現場については、断念せ

ざるを得なかったので、最終的に、30万円強のマイナスとなった。 

  本来、年間を通じた維持管理契約(施設外就労契約)を交わしたからには、規模・負

担の大きい現場であっても、可能な限りそれに応える責任があるのだが、現状では、

一部お断りするのもやむを得ない状況。 

 こうした経緯から、当年度は、極力新たな契約を控えてきたが、新型コロナウイルス

の世界的な感染拡大とその長期化に伴い、これまで時間をかけて少しずつ比重を移

して来た室内軽作業(特に自転車部品)の受注が、新年度には、大きく落ち込む恐れ

も出て来ただけに、草刈りまでの体力を必要としない、蓮の利用者の実態に合った

業務内容(例えば、アパート清掃業務等)であれば、当面、これを積極的に検討して

いく必要ありそう。 

 

③上記施設外就労以外の単発的な野外作業  

個人からの単発の草刈り依頼については、概ね規模も小さいため、当年度も、可能

な限りこれを引き受けた。引き続き、蓮の利用者とスタッフで対応出来そうな現場で

あれば、無理の無い範囲で、これを引き受けていく予定。 

 

      

３．年間行事 その他   

当年度、新たに試みた“希望外出”(→利用者の個別の希望になるべく応じられるよ
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う、少人数のグループに分かれ、1～2 名のスタッフが同行して、それぞれ日を分けて

外出する企画)については、概ね利用者に好評であったよう。新年度も再度これを実

施する運びとなり、利用者から個別の聴き取りを行って、準備を進めてきたが、思わ

ぬコロナウイルスの流行に見舞われて、残念ながら、未だこれを実施出来ずにいる。 

  収束までには、まだまだ時間がかかりそうなだけに、この間、何かしらこれに代わるレ 

クリエーションを企画していく必要ありそう。 

  

 

４．職員研修   

      当年度は、一時スタッフに欠員が出て、現場に負担がかかり、結果、当初想

定していたようには、外部の研修に参加してもらうことが出来なかった。 

年度末には、新たなスタッフを職業指導員として採用し、なんとか体制は整

ったが、障害者支援の経験はないとのことで、新年度に入り、早速〝キャリア

パス対応研修(初任者コース)〟の申し込みを行ったところ。 

残念ながら、これもコロナウイルス感染拡大の影響で、当初 5 月の予定が延

期となったままだが、これに限らず、新年度には、積極的に外部研修に参加し

てもらう予定。 

    なお、2月には、県の〝障害者虐待防止・権利擁護研修〟の伝達研修を兼ね

て、法人合同研修を企画・実施した。また、これに先立ち、事業所としては初め

ての、〝利用者向け虐待研修〟も企画・実施した。今後とも、重ねてこれらの機

会を設けていく予定。 
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2019（令和元年度） 事業報告書 

グループホームなでしこ 

事業実施概要 

外部サービス利用型共同生活援助事業 

利用定員８名 

職員：管理者１名 

   サービス管理責任者１名 

   世話人２名 

 

 令和元年度は、定員８名の利用となった。利用者は３０歳代から６０歳代の男性と女

性、障害種別は精神障害と知的障害である。年々利用者の高齢化は進んでおり、生

活習慣病やアレルギー疾患などの持病を抱えている方も多い。 

 利用者が地域で自分らしく暮らしていけるよう、体調管理、余暇活動、食生活、衛

生面など日常生活に関することにおいて支援を行なった。 

日頃から細やかな声掛けをしてコミュニケーションをとり、気になっていることや困

っていることなどを伝えやすい雰囲気をつくるように心がけた。 

利用者は日中活動としてデイケアや就労支援施設を利用されており、各関係機関

との連絡調整を行った。また行政機関や病院、家族との連絡調整、通院の同行や各

種手続の支援を行った。 

社会福祉協議会の権利擁護事業を利用されている方もおり、連携のもと金銭管理

を行った。 

 施設外研修、法人内研修に参加することで障害特性の理解、虐待防止など支援の

スキルアップを図った。毎月世話人ミーティングを実施し利用者への共通認識を持

つことを心がけた。 

特に今年度末は新型コロナウイルス感染症の予防のため、手洗い、消毒、マスクの

使用、不要不急の外出を控えることなどを徹底した。 
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2019年度（令和 1年）事業報告書 

 

地域児童福祉事業所 ぽけっと 

 

１． 事業実施概要 

児童発達支援事業、放課後等デイサービスの多機能で事業展開をおこな

った。地域活動支援センター基礎的事業（日中一時支援）は、人員配置の関

係もあり行っていない。 

児童発達支援事業では保護者の方と日々子どもの成長や心配なことなどを

共有しながら支援をおこなっっている。診断がつき、落ち込む保護者に寄り添

うことができるよう、保護者の話しに耳を傾けることに徹することの必要性を感じ

た。また、スタッフの配置を多くし、子どもからの発信をすぐキャッチできるように

した。“伝わった！”“もっと伝えたい！”という思いが育ち、イヤも含め思いを伝

えられることが増えてきた。そして、保護者の心の状態や子どもたちの成長や

課題をスタッフ間で情報共有し、統一した支援ができるよう心掛けた。そのため

に、スタッフ同士がコミュニケーションを取りやすい関係性を築くこと、研修など

に行きスキルアップすることが必須であると感じている。 

昼からの児童発達支援事業を始めて 2年目になり、見本・手順書を見る力

や助けを求められる力、協力したり応援できる力、遊びのルールをわかって楽

しむ力など強みを持って小学校へのスムーズな移行ができるよう支援をおこな

った。     

 放課後等デイサービス事業では自分でタイマーを使って切り替えること、人と

の距離の取り方・好きな遊びをみつけ一人で遊べることを大事にしてきた。ま

た、ストレス発散方法や力を抜く方法なども一緒に見つけられるよう努めてき

た。さらに、グループ活動を通して、協調性、段取力、趣味を見つけられるよう

取り組んだ。そして、“自分は自分でいいんだ”“自分らしく生きる”と、いつか子
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どもたちが感じるといいなと思い、「認める」ということを意識して支援をおこなっ

た。 

3月よりコロナウイルス感染拡大防止による休校に伴い、ぽけっとでもワンフ

ロアでいかに 3密を避け安全に過ごせるか、そして学校が再開したときに健全

に復帰できることをイメージして、保護者と話しながら利用の仕方を検討した。 

① 利用時間をずらしたり、密になる時間を極力短くするよう時間短縮 

② 手洗いうがいの徹底 

③ 定期的な換気 

④ トイレやドアノブ、おもちゃ、送迎車の消毒 

⑤ 食事は距離をあけて少人数ずつなどを心がけた 

自粛される方もいるがほとんどの方が時間短縮に協力してくれている。自分

の身を守るため子どもたちも手洗いが上手になってきた。今後どうなるか見通し

はつかないが、引き続き対応を続けていこうと考えている。 

 

【児童発達支援事業】 

9:00～17:00   

利用者登録 41名  

 

・就園就学状況 

・新規就園 7名   ・発達センター通園 2名   ・就学 8名 

 

・主な行事 

    ・5月 ふくふくこども館 

    ・6月 地震避難訓練 

    ・7,8月 水遊び・プール 

    ・10月 芋ほり 

    ・1月 火災避難訓練 
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 【放課後等デイサービス事業】 

9:00～17:00  

 利用登録 46名 

【地域活動支援センター基礎的事業（日中一時支援）】 

 会議 

定例ミーティング…毎週 1回 シフトと利用者の確認 留意事項の共通認識 

ケース会議   …学期に 1回、 

個別の検討会議（コンサル） …月に 1回（山口県発達障害者支援センターに

依頼） 

関係機関ケース会議…計画相談におけるケース会議、ほかに連携会議 

   

 啓発事業 

学習会の開催…保護者／関係者の理解を深めるために(年 4回程度) 

 6／4（火）、7／1～4（PECS）、9／11（水）1／10（金） 

 

その他福祉活動 

アースデイ関門参加 4／20（土） 

馬関まつり愛のひろばに参画 8／24（土） 

福祉フェスタ参加 12／22（日） 

関係機関との連携会議に参加 

 

スタッフ研修（別紙１） 

保護者学習会への参加 

地域の学習会へ参加 

広域学習会・専門的学習会への参加 

コミュニケーション技術の習得 

自主研修会への参加 
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2019年（令和元年度）事業報告 

              ぱれっと 

 

1 事業実施概要 

  2019 年度は、総合支援学校の中高生の割合が７割を占めるようになり、卒業後を

イメージした支援、相談内容への対応が求められた。相談事業との連携も図り、高校

２年生を対象に市内就労事業所見学ツアーを開催し、新しい活動の取り組みを行っ

た。学校に行きにくい子どもたち（不登校）、家族支援への対応やケースが増加し、

その内容も困難なケースが多く、教育、医療、福祉、相談等、関係機関との連携が必

要不可欠であった。 療育におけるサービスの質の向上のための、専門性の知識と

技術の強化は必須課題であり、スタッフが研修を重ね、根拠をもとに協議し知恵を出

し合って、日々の療育にあたっていった。 

 

1) 新年度のスタートとして初心を振り返るスタッフ合同ミーティング、専門性の向上と

しての研修会に全員で参加。 

2) 困難な家庭状況や障害の難しさも多く、より医療や福祉、教育、地域との連携・相

談を図りながら障害理解と住みよい街づくりのために事業を展開した。 

3) 虐待防止委員会、安全管理委員会が積極的に動き、社内研修を行いより一層の

体制の強化を図った。 

4) 支援級、地域の学校のメンバーで構成したグループ活動の中でソーシャルスキル

を学ぶことが出来る環境を整えていった。 

5) 日々の活動の中で地域資源の活用をし、社会のマナー、ルールを学ぶ活動を積

極的に取り入れていった。 

6) 保護者サロンを開催し、保護者交流の機会を持った。 

7) ぱれっとの事業内容を正しく理解してもらうために、毎年開催している事業所説明

会はコロナウイルス感染症対策の為中止。 
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2 事業内容 

1）放課後デイサービス事業  

   月～土  ９：００～１７：００ 定員１０名 

   利用登録   99名   

      小学生 50名 

      中学生 26名 

      高校生 23名       （1日平均 10.9名） 

2）研修・会議  

 スタッフの知識・技術の向上、利用者のニーズに応じた支援に取り組めるための研

修会に参加 

 スタッフの共通認識を図り、日々の取り組みのための確認、協力体制の強化・連携

のための会議（・ミーティング…月 2回 ・ケース会議…月 2回） 

  ・コンサルテーション…１ヵ月に１回 

            （アドバイザー 山口発達障害者支援センター） 

  ・関係機関連携会議…計画相談の呼びかけによる担当者会議に出席 

            個別支援計画作成のための会議・面談 

  ・自立支援協議会  子ども部会児童通所分科会  ２か月に１回 

 

3）啓発事業 

  学習会の開催…保護者・関係者の理解を深めるため 

  保護者サロン開催…市内の事業所の見学・リラクゼーションセラピー 

             

4）地域の福祉活動に参加 

  ライトアップブルー(自閉症啓発)  

アースデイ関門   

  馬関まつり愛のひろばに参画   
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   オレンジリボンタスキリレーに参画   

赤い羽根共同募金活動に参画   

福祉フェスタに参画   

    

3 PECSレベル 1 ワークショップ主催開催報告 

 支援の充実とその家族のための支サポートとして、また地域への啓発のために繋

がるワークショップ主催開催 

日時  ７月１日～７月４日  参加人数   ４０名 

 

4 公用車のセレナ 故障のため廃車 → 緊急でソリオ購入 

 

5 コロナウィルスについて 

 ２０１９年３月より市内の学校が休校。それに伴い長期休暇対応。 

 安全対策として、手洗い・うがい・消毒・清掃・換気等の徹底。 

 対応についての事業所内協議を、日々変わっていく情報の変化に応じて行ってい

った。ご家族に寄り添えるニーズに対応できるよう、事業所内の安全も考慮したうえで

今後も対策をして事業を行う。 
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2019（令和元年度）事業報告 

 ぱれっと相談 

 

1.事業実施概要 

相談支援従事者が 2名に相談員 1名の体制でスタートし、途中法人内移

動があり結果相談支援従事者 2名で実施。 

相談対象、内容は、児童から大人まで、生活リズム・学校生活・就労・生活

支援と多岐にわたる。最近の傾向として、大人になって診断され相談、生活の

困難を感じて相談されることや児童においては、貧困や虐待・ネグレクト等困

難事例がある。年度末には、感染症拡大で安全に生活することの理解と実践

に対して、さらにニーズを感じる一年となった。 

そのために専門的な知識や支援のスキル・関係機関との連携が必要であ

り、自己研鑽と連携が重要であり、時間が許す限りは事業所訪問や見学、研

修等にも積極的に実施した。 

自立支援協議会では、こども部会、生活介護部会、相談部会に属する。こ

ども部会では、通所分科会が機能しはじめたが、適切な支援について各事業

所の意識が弱く、協議・研修を重ねてきた。市内には、児童発達支援事業所

10か所、放課後等デイサービス事業所 25か所と増える一方である。より一

層、療育（こどもの自立とそのために身につけておくスキルと心の発達）等に意

識が高まるよう連携を深めていきたいと思う。 

生活介護部会においては、支援の充実とそのためのスタッフの確保につい

て、研修協議を継続している。相談部会でも、複雑な現状やニーズに合わせ

て研修や情報交換をしているところである。 

国の制度が 2019年度から変わるため、前年度に続き、国の指定研修に児

童分野代表として参加し、山口県のサビ管・児発管研修に携わり、全国、県内

の情報を得ることができた。 
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２． 指定特定相談支援事業／指定障害児相談支援事業実績（別紙） 

・計画相談…新規サービス利用支援・継続サービス利用支援 

・基本相談…相談一般 

・指定一般相談･･･地域移行・地域定着 

・認定調査 

３． 研修 

 県の相談支援専門員児童分野研修においては、今年度も企画運営に携わ

り、県内で何が大切なのか知るよい機会になった。 

 個々のニーズ対応にも、より専門性を高めるための研修にも参加でき、見立

てるための知識を得て理解を深めることができた。 

 今後も、今のニーズを見極めて研鑽を続けていきたい。 

 

４． 地域連携 

  ・関係機関ケース会議…計画案作成にあたり、学校、幼稚園、保育園と 

の連携、特に就園、就学、進学、卒業の節目には特に重点を置いて会議 

を行った。昨年度に引き続き、ぽけっと開所当時からご利用の方の卒業 

が多くあり、「放デイ・学校見学→会議→生活介護見学」と連携を大切に 

実施した。卒業後からの人生が長いこともあり、それで終わりではなく、 

さらに充実した生活のための理解の共有、支援の充実が求められる。 

  ・自立支援協議会 こども部会 会議 1カ月に 1回 

            通所事業所分科会 1 ヶ月に 1回 

            →放課後等デイサービス事業所説明会 12/3 

           生活介護部会 会議 1か月の 1回 

            障害者週間にあわせて啓発活動実施 

            →「福祉サービス合同説明会」の実施 5/29 

           相談部会  2 ヶ月に１回 

  ・相談従事者専門別研修（児童）担当…研修企画・運営  
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  ・児発管・サビ管国研修     11/12～11/14 

  ・児発管・サビ管基礎研修の講師 7/9 

  ・サビ・児管研修の講師・ファシリテーター 11/12～14 12/10～12 

  ・サビ・児管更新研修ファシリテーター 10/30 12/18 

  ・強度行動障害従事者研修の講師(光・山口・下関・宇部) 

   

５． 地域啓発活動等 

こどもたちや発達障害の理解と支援のために研修会を開催 

＊コミュニケーション理解講座 

  ＊特性の理解講座 

  ＊行動の理解講座 

  ＊感覚についての理解講座など  ※ぽけっと・ぱれっとと共催 

 

家族・きょうだい児支援 ＊感染症拡大予防で中止 


