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2020年（令和 2年度）事業計画案 

法人本部 

 

 令和元年に、報酬改定による収益の落ち込みを約８％程度と予測していたが、ほ

ぼその通りとなった。他施設についても若干減収となり、福祉充実計画の実施もふま

えて、収益の落込みが顕著となった。令和２年度については、収益の回復は部分的

であるが、全体的に昨年と同水準と考えられる。ただし、新型コロナウイルスの蔓延

等により、利用を控える状況となれば、大きな損失は免れないと予想できる。また、消

費税のアップによる景気の低迷などにより、就労支援活動に及ぼす影響も無視でき

なくなるだろう。これらの世情からみても大体において、悪くなることはあっても良くな

る材料はあまりないといったところである。 

 

〇就労支援サービスについては、今後益々工賃アップや就労定着率を求めるように

なると予想され、居場所としての機能は重要視されなくなってきた。国は、この隙間に

いる障がい者へ向けての新しいサービス体系を構築するとのことであるが、実現の見

通しは立っていない。この様な状況で、基本報酬は変わらない中での加算偏中のサ

ービスに対して、危惧するとともに、新しい事業モデルが必要になると予想する。そ

れは、今から少しずつ補助金や給付金に頼らない事業体系を構築することである。

（Ｒ２年度より取り組む予定のＧＦの新たな事業等） 

 

〇下関市大字植田字大坪１３８９－１－アの水田（元Ｆ号ハウスの場所）について、地

主より売却したいとの相談あり。現在山の田ＰＴA 関係の食育活動にて使用中であり、

今後も続けていきたいので、購入の手続きに入りたい。 

 

〇令和３年度から始まる中小向けの同一労働、同一賃金について、給与規定「正職

員初任給基準表」において、非常勤職員の基準時給額に合わせた改訂を行うことと
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する。 

〇社会福祉充実計画については令和元年度は予定通り行ったが、各事業所での収

益が少なかったので、結果的にマイナスとなり、令和２年度については取り止めとす

る。 
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2020年（令和 2年度）事業計画（案） 

グリーンファーム 

事業概要 

 

１．就労移行支援事業 

 令和元年度は報酬単価と利用率が下がったことで減収となる見込み。R２年度は報

酬単価については就職定着者が４名のため 630 単位から 1,004 単位に上がる見込

み。 

 利用率については新規の利用者が増えない状況が続いており R2 年 1 月末現在

で 70,2%（1 日平均 5,6 人）と厳しい状況が続いている。市内の移行支援事業所も同

様であることから、B型からの希望者を利用につなげていくことが 1つの対応策として

挙げられる。2 年度の状況によっては 3年度の定員数減（８名→６名）も考えておく必

要がある。 

 利用状況について、2 年度は報酬単価が上がるため利用率を上げていきたいとこ

ろではあるが、現状から考えると急激な利用者増加は難しいと考え、85％以上（1 日

平均 7名以上）を目標とする。 

 就職状況について、昨年度同様定員の半数である 4名以上の就職と少なくとも 6ヵ

月以上の職場定着を目指し、他機関等と連携して支援を行っていく。就職後は定期

的な連絡や訪問により安心して働けるようサポートを継続する。 

就職者の OB 会については例年通り利用者同士の交流及び情報共有の時間として、

また就職後のニーズの確認や掘り起こしの機会として計画する。 

就労支援活動（作業等）について、これまで同様に施設外での作業を中心に行い、

工賃を支給しながら訓練する。なお時給について、移行支援は昨年据え置いたため

別紙１のとおり 10円ではあるが上げることでモチベーションアップにつなげたい。 
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２．就労継続支援Ｂ型事業 

  

 月額平均工賃による報酬単価となっているが、2 年度についても 2 万円以上となる

見込みで変更なし。 

 利用状況について、利用者数の大きな変動はなく元年度の利用率は１月末現在

約 

105％となっている。移行支援の利用が不安定であるため、継続 B 型については

115％以上を目標とする。 

 就労支援活動（作業等）について、これまで同様に農作業を中心とするが、より付

加価値の高いものを作っていくことが工賃の向上ややりがいにもつながると考え、新

しいものに取り組んでいく。 

 工賃について、昨年から年度末の特別手当分を時給に配分したが、月によっては

３万円を超える利用者も出て意欲の向上につながった部分もあると感じた。２年度も

時給単価の変更なく継続する。平均月額も２万円以上を目標とする。 

 

３．就労支援活動（作業等） 

①農地環境保全事業 

 契約中の作業については継続していく。公共事業についても安定収入になるの

で行っていく。農事組合法人うついの農地管理業務は年々面積が増えているが、対

応可能な範囲で地域貢献としても引き続き行っていく。 

 

②住居環境保全事業 

受け手が無い下関農林事務所のトイレ清掃業務を依頼され引き受けた。２年度も

引き受け事業所が無いようであれば継続する。その他契約中の清掃作業は継続す

る。新規作業については基本的には受託しない。 
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③農産物生産・販売・加工・その他 

  昨年は農地環境保全事業が多忙だったこともあり、農産物の管理や出荷作業に

かける時間が足りないことがあった。季節の品目を絞って栽培し経費やロスの削減

を行い利益の向上を目指す。 

   

４．共通事項・その他 

 ①年間行事 

  例年通り令和２年度もリフレッシュや親睦を深める機会として開催。継続 Bの事業

所見学と春の行楽をひとつの行事としてまとめ３月開催とする。 

 

 ②地域活動 

  例年通り収穫祭を開催。その他、内日まちづくり協議会や農事組合法人と連携し

地域活性化につながるような部分があれば協力する。また地域の不耕作地の活用

についても検討。 

  

 ③物品等の購入（別紙 3参照） 

  多目的室のガスエアコンが老朽化により使用不可となっているため、電気式に交

換したい。 

 

④会議・研修等（別紙 4参照） 

  毎月１回職員会議を行い情報共有する。これまで同様、月１回職員研修の時間

を設定する。外部研修についても支援力向上に向け積極的に取り入れ、会議や

朝礼等の時間に共有する。 

 

⑤新規事業の検討について 

  これまで農作業を主体とした支援を行ってきたが、収益向上や持続可能という観

点から考えると、利用者や職員の身体的及び時間的負担をこれ以上増やして作
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業を行うのは難しい。そこで考えたのがこれまで他で行われていない付加価値の

高いものを作ることや栽培すること。ビールに使用される原料のひとつであるホッ

プの栽培と販売、そして将来的には自家栽培ホップを使用したクラフトビールの醸

造販売を通して、利用者の工賃向上、意欲ややりがいの向上を目指し、地域にお

いても新たな産業が入ることで内日地区が活性化していくことを目標とする。福祉

業界としては全国的に見ても前例が少なく、酒税法をクリアしていく必要があるた

めハードルは高いが、だからこそ取り組んでいき形にすることで価値が生まれ目標

達成できる事業であると考える。 

 

1. ホップの現状 

国内で製造されるビールに使用されるホップの約９８％は海外から輸入された 

もので、残りの国産については大手ビールメーカーと契約した農家が栽培して

おり、基本的に市場に出回ることはない。 

 

2. 栽培地域 

主に東北地方を中心とした寒冷地での栽培がさかんだが、京都与謝野町や和

歌山高野町、宮崎県などでも栽培され始めており温暖な地域でも栽培が可能

であることがわかり、昼夜の寒暖差がある内日地域は比較的栽培に合った気

候。 

 

3. ホップ苗 

国内では時期によってはインターネットでの販売があるが、素性が明らかでは

ないため品種が定かではなく、苗も小さく力も弱いため不安定要素が多い。 

信用筋から出処の明らかな苗を入手する必要がある。 
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4. これまでの経緯 

R1.7 ネットで購入した２株のホップを試験栽培開始 

R1.8 和歌山高野町圃場及びホップ収穫祭視察 

R1.9 ネットで購入した２０株のホップを定植 

R1.12 和歌山高野町圃場視察、和歌山ブルワリーにて醸造体験 

R2.2 福島県田村市圃場視察、ホップサミット２０２０春参加 

 

 

5. 今後について 

ホップの栽培について、大手メーカーとの契約農家以外では前例が少なく

そのノウハウも外部に出ることはないため、全国のごく一部で取り組んでいる事

業者からの情報が必要となってくる。またビール醸造や販売については酒税法

に基づいた厳格な基準等もあるため、専門家等の協力を受けながら進めてい

くことが必要と考える。 

ホップ栽培と販売にあたっては信用筋から苗を入手する必要あるため、ホッ

プ栽培やビール醸造に関して経験のある営業本部パートナーズ有限会社にコ

ンサルを依頼。ホップに関しては苗の仕入れから栽培ノウハウ習得、販売経路

の開拓、ビール醸造と販売に関しては醸造指導や設備等のアドバイザー紹

介、マーケティング戦略などを依頼。また助成金や補助金等の申請についても

協力をお願いし経費の節減を図る。 
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2020(令和 2)年度 事業計画 (案) 

第２グリーンファーム蓮 

１．概要 

元号が平成から令和へと移り、早や 1 年が経過しようとしている。この間の景気

の動向については、政府の見解と我々一市民の実感に多少の開きを感じるもの

の、事実、長く蓮の作業の柱となってきた自転車部品の仕事等は、依然好調に

推移しており、幸い令和元年度についても、年度当初に目標として設定した平均

工賃(20,100円／月)を達成出来る見通しが立った。 

    一方で、蓮の利用登録者数、利用率は、残念ながらここしばらく伸び悩んでい

る。これについては、現状の(＝受け入れて来た)利用者の年齢や作業能力等の

幅が広がり過ぎて、蓮のカラー、強みが未だ明確でないことが、その一因であろう

と考えている。 

 上述した蓮の平均工賃は、市内Ｂ型事業所のそれと比して、決して高いとは言

えないレベルにあるだけに、我々には、引き続きこれを少しでも引き上げていく努

力が求められるが、一方で、現場スタッフがこれに追われてきた結果、本来必要

な“支援”あるいは、“支援スキルの向上”といったものが疎かになり、より慎重な対

応や配慮を必要としている方々を置き去りにし、それがあれば、充分Ｂ型で活躍

出来る方々の可能性をつぶしてしまったのでは？との反省もある。 

 新年度からは、改めて原点に立ち返り、スタッフの“支援(力)”のスキルアップに

も力を入れ、蓮のカラーをより明確に打ち出せるよう、努力の予定。 

 

２．就労支援活動    

令和 2年度からは、ベースとなる下記(1)室内軽作業の時給を 50円引き上げ、

時給 200 円とする。また、野外作業については、引き続きこれに 100 円を上乗せ

した時給 250円を、施設外就労については、これに更に 100円を上乗せした、時

給 350円を支給するものとする。 ※別紙１.工賃算定基準参照 
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  (１)室内軽作業 

  ①自転車部品組立 

引き続き、自転車部品の仕事を蓮の室内作業の柱と見込んでいる。現

在上記 2 社からの仕事を引き受けているが、A 社の仕事については、これ

に対処出来る利用者が限られる上、作業単価も安く、先方までの納品も負

担となっていることから、これまで何度となく、継続すべきか否かの議論の

対象となってきた。今後、より蓮の利用者の実態に合った軽作業や、より単

価の高い軽作業が見つかった場合には、年度の途中であっても、これを

お断りし、新たな作業と差し替えたいと考えている。 

    ②釣り用鉛封入作業 

      作業単価は決して高くはないものの、比較的簡単な仕事で、多くの利用者

が参加出来ることが最大のメリット。今のところ、この仕事が更に増える見込

みはないものの、スタッフの納品・受取の負担もないため、これを引き続き請

け負う予定。 

    ③生鮮食品用トレーウレタン貼り  

       ごく簡単な作業ではあるが、完成品のトレイを乾かすスペースを必要とす

る。食品に関わる仕事であるため、自転車部品の作業場とは分けて、現在

多目的室をこの作業スペースに充てているが、現状これ以上のノルマ増は

厳しい状況。引き続き令和元年度と同程度の量で継続の予定。 

    ④米の販売 (販路確保・開拓)  

         その保管スペースには限界があるものの、まだ多少の余力があるため、更

なる上積みについても先方と相談の予定。 

    ⑤その他の室内軽作業 (アルミ缶リサイクル他)   

     作業種が増えて利用者の選択肢が増えたことは、何より望ましい展開だが、

一方で、それぞれのノルマの処理と、それに見合うスタッフの配置に、これま

で以上の苦労がある。 

     今年度の結果を踏まえて、スタッフの負担が過剰になっているもの、先方
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の依頼に対して、充分に(or 適切に)対応・対処出来ていない仕事があれ

ば、適時これをお断りして、現場スタッフの負担軽減を図る予定。 

 

(２)野外作業 

①農作業 

自転車部品を中心とした室内軽作業を希望される方、こちらであれば活

躍出来る方々が年々増えている一方で、利用者の高齢化も進んで、農作

業で活躍出来る方は年々減っている。 

また、少ないスタッフで、草刈り作業と並行してこちらも担当してもらって

いることで、元年度は、結果的に、お借りしている畑の管理や、定植した野

菜の管理に充分に手が回らない状況があった。 

       とはいえ、農作業に興味・関心のある方は、依然一定程度おられるので、

新年度からは、他の作業との合間で、無理なく維持・管理出来る量・内容と

なるよう、使用する畑を思い切って縮小することとした。 

       一方で、ここ数年、新たな椎茸の植菌は控えてきたが、幸い、今回安養

寺様より、これに適する木の伐採を許容して頂き、年度末に、300本程度の

原木に新たに植菌する機会を得た。今後は、これを適切に管理の予定。 

     ②施設外就労 

         現在蓮で請け負っている施設外就労の作業内容は、いずれも草刈りを

中心とした維持管理作業であり、これに参加出来る方は現状決して多くは

ない。しかしながら、これまで蓮がこれを引受け、きちんと処理・対処してき

たことで、工賃向上に繋がっただけでなく、地域の方々の蓮への理解や信

頼、また、障害者への理解が高まってきたのは間違いなく、これは何より大

きな成果であったと考えている。 

       事業所内の作業だけでは、事業所外の方、地域の方から評価・感謝され

る機会が得られにくいだけに、新年度からは、営業にも更に注力し、ぜひ

草刈り以外の仕事も新たに開拓していきたいと考えている。 
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    ③上記施設外就労以外の単発的な野外作業 

これ等の現場は、個人からの依頼が中心で、いずれも規模が小さく、現

状の蓮のメンバーでも充分対応可能であり、引き続きニーズはあると思われ

る。しかしながら、多くは夏場に集中するため、他の作業と並行してこれらを

調整・処理するのに、随分と苦労があった。 

作業全体の状況を見極めつつ、引き続き無理の無い範囲でこれ等の依

頼にも対処の予定だが、次年度も自転車部品の仕事が好調に推移するこ

とを見込んで(or 期待して)、計画の段では、これを半分程度の量・負担とな

るよう縮小して新年度に臨むこととした。 

３．年間行事 その他   

今年度も、自転車部品の仕事が年間を通じて忙しくあり、結果的に、終日行

事やレクリエーションに充てる機会は減って、午前中は作業、午後からレクリエ

ーション、という企画が増えつつある。幸い、これまでのところ、利用者等から、

この流れ・変化への大きな不満は聞かれていないようであり、次年度も、基本的

にはこれを踏襲の予定。 

一方、今年度から新たに試みた“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、

それぞれ別の日に外出)は、概ね好評であったよう。次回(新年度)の実施に向

けて、より細やかな聴き取りを行って、利用者の個別の意向を把握の予定。 

他方、こうした外出・企画を望まず、作業参加を希望される方も当然おられる

ので、こうした方が、蓮に残って安全に作業に取り組めるよう、適時スタッフ配置

を調整の予定。 
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４．職員研修   

       年度末から、新たなスタッフ(職業指導員 1名)が加わった。障害者支援の経

験はないものの、幸い、室内軽作業だけでなく、野外作業の支援にも意欲を

示しておられる。 

とはいえ、冒頭の概要でも触れた通り、“障害”あるいは、“障害者”に対する

適切な理解なくして、“適切な作業支援”は出来ないだけに、管理者の近藤

を中心に、計画的にこの理解促進を図る予定。 

     なお、元年度は、一時スタッフ体制に欠員が出て、現場スタッフには随分と

負担・苦労をかけてしまった。まだまだ充分とは言えないものの、新年度に向

けて、ようやく一定の体制が整い、現場にもいくらか余裕が生まれるもはずと

思うので、施設内研修の更なる工夫・充実を図ると共に、スタッフ等に、外部

の研修にもこれまで以上に積極的に参加してもらえるよう、適時、有益な情報

の収集と提供を行う予定。  
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2020年（令和 2年度）事業計画書（案） 

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（定員８名） 

 

 利用者が住み慣れた地域で、いきいきと自分らしい自立した生活を送ることができ

るように、利用者主体の支援を行う。 

 

利用者のニーズは障害特性、生育環境等により様々であり、また年齢と共に複雑

になってくる。常日頃から利用者とのコミュニケーションを大切にして、心身の状態を

把握しておく。 

 

世話人は利用者に相談、健康管理、金銭管理、身の周りのこと、衛生面の支援、

余暇の過ごし方など日常生活における支援を個別支援計画のもと行っていく。また

相談支援事業所、就労支援施設、行政機関、医療機関、家族との連絡調整・情報

交換を行い、より適切な支援につなげていく。 

毎月世話人ミーティングを実施し、研修に参加することで支援のスキルアップを図

る。 

年間予定 

４月 面談 １０月 面談 

５月 食事会 １１月 収穫祭 

６月 役員会 １２月 施設大掃除・食事会 

７月 面談 １月 面談 

８月 施設大掃除 ２月 防災訓練 

９月 防災訓練 ３月 役員会 
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2020（令和 2年度）事業計画書（案） 

地域児童福祉事業所 ぽけっと 

 

１． 事業実施概要 

多種多様な障害に対応するためにも引き続き、医療や福祉、教育、地域との

連携を図りながら障害の特性理解と住みよい街づくりのために事業を展開して

いく。 

児童発達支援事業では、「好きなことをたくさん見つけること」や「伝えたい！

という気持ちを育てること」、「自分で始めて自分で終わる」ということをメインに

支援していく。また、ふれあい遊びなどを取り入れ、人を意識することから始め、

年齢に応じた社会性をご家族と一緒に育てていくことに力を入れていく。その

ためにスタッフのスキルアップが必須と考える。 

また、放課後等デイサービスでは、余暇活動やストレス発散方法、力を抜く

方法、暗黙のルール、社会マナーなどソーシャルスキルが育つよう支援してい

く。子どもたちのわかる形で視覚的に伝えるようスタッフ間で情報共有し、支援

の徹底を行う。 

更にきょうだい児支援、保護者の学習会やサロンなども行っていくと共に小さ

な悩みこそ共有できるよう日ごろから保護者の方の話しに耳を傾けていきたい。

そして、ぽけっとだけで抱え込まず相談支援員や関係機関と連携しチームでご

家族をサポートできる体制づくりが重要と考える。 

 

２． 会議 

スタッフの共通認識をはかるために、また利用者のニーズに合った支援を展開

するために以下の会議を行う。 

・定例ミーティング（ケース会議含む）…週 1回 
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・コンサルテーション…1カ月に 1回 

（アドバイザー 山口県発達障害者支援センター） 

・関係機関ケース会議…相談支援事業所も含めの調整会議 

             家族からの要望があれば定期的な会議等 

さらに充実を図るよう努力する 

  ・自立支援協議会 「児童通所分科会」市内事業所参加 

  ・実務者会議…こども発達センター・市役所・相談支援事業・保健師・ 

 通級・児童発達支援事業参加・・・ 年 2回 

３． 児童発達支援事業 

月～金 9：00～17：00 

半年ごとに面談を行い個別支援計画の見直しを行う 

保護者の相談・茶話会など随時行う 

 

主な行事：5月外出活動（海響館）   10月芋ほり 

6月避難訓練（水害）    11月避難訓練（地震・火災） 

７、８月水、プール遊び   3月お別れ遠足 

 

  1日の流れ：あそびがメイン 

朝の会・集団活動・自立課題・おやつ・帰りの会 

  ※集団活動は身体測定・感覚遊び・ふれあい遊び・お絵かきなどを行う 

  ※小集団ではあそぶ際のルールや就学準備の支援を行う 

  ※個別では主にコミュニケーション支援を行う 

   

４． 放課後等デイサービス事業 

月火水木 13:00〜17:00    土 9：00～17：00  

半年ごとに面談を行い個別支援計画の見直しを行う 

保護者の相談・茶話会など随時行う 
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活動内容：お手伝い・余暇の過ごし方・趣味につながる活動・ストレス発 

     散方法・力の抜き方・暗黙のルールやマナー・相手の思いを知 

ることなど、活動を通して経験していく 

長期休暇にはプール（夏）やお出かけを企画する 

 

５． 地域活動支援センター基礎的事業（日中一時支援） 

 

６． 啓発事業 

① 保護者学習会の開催やサロンの開催 

② 研修会の開催      ※別紙参照 

   ・・・・社会貢献としての地域に情報提供をする→障害理解を深め、さらに住み

よいまちづくりをすることを目的とする 

 

７． その他福祉活動 

自閉症啓発デイ ライト・イット・アット・ブルー参画 

アースデイへの参画 

馬関まつり愛のひろばに参画 

オレンジリボン運動 

福祉フェスタに参画 
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2020年（令和 2年度）事業計画（案） 

          ぱれっと 

 

1 事業実施概要 

  開所 8年目となり、大人の施設や事業所へ移行した卒業生は 52名（元年度卒業

生を含む）となりました。卒業後の大人の暮らしをイメージしたときに必要な力を育て

るための支援内容と、卒業後も継続してサポートできる連携体制が求められます。そ

のための専門性の強化は必須課題です。スタッフ同士が研修をもとに協議しその専

門性を高めながら日々の療育にあたっていく事が重要です。療育におけるサービス

の質の向上とスタッフのスキルアップのための研修・学習会の参加への強化を図りま

す。 

配置スタッフの要件として、資格・経験年数の実績が必須となり、有資格者配置

の確保と人材育成のための期間が必要とされています。より長く働ける、働きやす

い職場環境であるためのサポート体制をより具体的に対策していく必要があります。 

下関市内の放課後等デイサービス事業所は、前年度に引き続き増加傾向で（27

事業所）、各機関との連携と充実を図った支援体制が求められています。  

令和 2 年 9 月より、下関総合支援学校高等部の移転が決定されており、計画的

な利用調整が必要となっています。 

 

1） 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

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展開していく 

2） 高機能の子どもたちにはグループ活動の中でソーシャルスキルを学ぶことので

きる環境を整えていく。土曜日を主に活動日とする。 

3） 地域資源の活用から余暇の充実を図り、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く。 

4） 学校に行きにくい子どもたちのためのサポート体制と対応の強化を図る 
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2 放課後デイサービス事業 

 

定員  10名 

開所日 月曜日～土曜日 

９:００～１７:００（延長体制あり）  

 

 

3 会議 

  スタッフの共通認識を図ること、また利用者のニーズに合った支援を展開するた

めに以下の会議を行う。 

  ・定例ミーテイング…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) 

 

  ・関係機関ケース会議…保護者の希望により開催 

            （さらに充実を図るよう努力する） 

  ・自立支援協議会  通所事業所分科会 月 1回 

  ・自主研修（金原小児科）月１回 

  ・PECS研究会に参画 

 

        

４ 保護者家族連携 

  保護者の意見交換の場としての茶話会・学習会 

  サロンの開催・・・年間 4回実施予定 

  （施設・事業所視察、サポートファイル作り、卒後サロン） 

 

登録者数 100名 

小１～小 3 小 4～小 6 中学生 高校生 

12名 39名 26名 23名 
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5 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実施予定 

          事業所説明会 

トレーニングセミナー研修 

          評価セミナー        

          PECS ワークショップの開催  

 

６ その他の福祉活動 

  アースデイ参加（深坂の森） 

  ライトアップブルー（世界自閉症啓発デイ）へ参画 

  馬関まつり愛のひろばに参画 

  赤い羽根募金活動に参画 

  福祉フェスタに参画 

  オレンジリボン運動に参画 

 

７ スタッフ研修 （以下を検討中） 

  感覚統合について 

  特性の理解 

  思春期の対応    

評価セミナー    

行動障害の理解 

  地域・広域・専門的学習会への参加 

 

 

8 施設内の歪み部分修理について 

  ぱれっと内の吊り棚（2カ所）の補強工事を行う 
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2020年（令和 2年度）事業計画書（案） 

 

 ぱれっと相談 

1.事業実施概要 

以下の業務を実施する。 

（１）計画相談…新規サービス利用支援・更新並びに継続サービス利用支援 

（２）基本相談…相談一般 

（３）地域移行支援 

（４）地域定着支援 

（５）認定調査 

相談件数の増加と一般相談や指定障害児、指定特定相談ともに相談内容

の複雑化が顕著である。より一層身近な相談事業所として発達障害の方のわ

からなさに専門的に相談に応える一方、障害種別関係なく相談対応できる体

制づくりにする(4名体制に）。 

そのためのスキルアップに、さらに取り組みを展開していきたい。 

新規事業展開（自立生活援助等）について、準備を実行していきたい。 

更に、児童は成人への移行、成人は、65歳介護保険への移行等についても

継ぎ目無く途切れないように支援が継続される相談を心がけ自己研鑽に努め

たい。 

＊ 2020年末現在、常勤２名、現任研修修了者で加算 150単位、強行加算

35単位、医ケア加算 25単位取得。 

2021年予定、150単位消失➡４人体制 500単位を目指す。 

強行、医ケア加算継続。新規、主任相談員研修終了加算取得予定。 

2.研修 

① 相談支援専門員のスキルアップにかかる研修 

・医療ケア児コーディネーター研修 

・精神疾患に関する研修 
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・主任相談支援専門員研修 

・現任研修 

 （２）その他のスキルアップ並びに専門研修 

   ・ 触法に関すること 

・ 依存症に関すること 

 

3.地域連携 

（１）関係機関ケース会議…就園・就学・卒業等移行のための連携会議 

さらに充実を図るよう努力する。 

  （２）自立支援協議会  

こども部会    1 ヶ月に 1回 

           ＊気になるこどもの連携会議  年２回 

           ＊通所分科会 1 ヶ月に 1回 

           相談部会    ２ヶ月に１回 

           生活部会    １ヶ月に１回 

           事務局会議   ２ヶ月に１回 

   （3）相談従事者専門別研修（児童）担当…研修企画・運営 

   （4）サービス管理責任者並びに児童発達支援管理責任者研修（企画・講師） 

   （5）強度行動障害支援者養成研修等（企画・講師） 

  （6）児童に関する研修企画や事業所運営やスタッフ育成について 

      圏域や県下での連携 

 

4.地域啓発事業 

（１）保護者・家族支援（茶話会・学習会）…年２回程度 

（２）支援者連携（専門的研修）      …年２回程度 

（３）きょうだい児支援            …年２回程度 


