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平成 23 年度 『四季の郷』事業報告書 
 

１．生活支援方針・課題について 

（1）四季の郷の支援目標 

   以下 4点の社会福祉法人昴会の基本理念に沿って、『生き生きとした暮らしの実現』を四季

の郷の支援目標に掲げ支援を行ってきた。 

○利用者の権利擁護の視点を忘れず、人間としての尊厳を大切にする。 

○ノーマライゼーションの理念に則り、「普通の生活」にできる限り近づけるように生活の 

中に可能な限りの要素を取り入れる。 

○利用者個々の能力障害・社会的不利を緩和するために、発達段階に応じた支援を進める。 

○信頼的対人関係を作り上げながら、利用者個々の自発性を尊重する。 

（2）今年度の取り組みについて 

 まず、支援の視点の大きな前提となる「人権擁護」については、今年度より「倫理委員会」

から発展的に「サービス向上委員会」へ衣替えを行い毎月開催した。内容的には、前年度よ

り継続課題であった「職員行動指針」の策定に至った。さらには、「安全・安心な暮らし」を

目指し、「危機管理・防災対策委員会」を立ち上げ、事故分析や対策などを具体的に進めるこ

とができた。これらの委員会活動については、施設全体で課題や対策を共有する仕組みづく

りが整ったことで、目的に向けて大きな推進力となった。 

また、サービスの質の維持・向上の面については、全職員を対象にして「サービス自己評

価」を実施し、エンバワメントを主としたサービスの質・中身に対する振り返りを行ったり、

利用者個々への支援を確認していくために、サービス管理責任者を中心にして、支援員会議

等での検討を重ねてきた。ただ、前年度に引き続き、年度途中での退職よる職員確保が思う

ようにできなかったことや、いわゆる“ベテラン”職員退職からの新人職員が多くなったこ

と、そして、ケアホーム開所による職員異動や大山ファームの準備、四季の郷利用者の定員

増加や障がい程度の重度化等で、支援の量や質に影響を与えてしまったことは大きな総括点

である。あらためて、個々の職員のモチベーションを高めていくと共に組織力を上げていく

ことの必要性と、職員研修の大切さを感じた 1年でもあった。 

      

2．生活支援のまとめ 

（1）はじめに 

   今年度は、障害者自立支援法の新体系に移行し、『生活介護』と『施設入所支援』事業を行

う障害者支援施設「四季の郷」として再スタートを切って３年目の年であった。四季の郷の

利用者にとって、『生き生きとした暮らしの実現』の視点を個別支援計画書に盛り込みながら、

その人らしさが発揮できる生活を目指した。一方で、加齢に伴う心身機能の低下による健康

面への配慮や転倒・誤嚥などの事故が、これまで以上に顕著となった。入所利用者やショー

ト利用者の状態とニーズが多様化、重度化、個別化している実態があり、様々な場面で見守

りや介助機会が多くなってきている。今年度の課題となった生活の質と安全・安心を両立し

ていく支援を模索する中で、大いに悩みながら取り組んできたのが正直な思いであるが、職

員の地道な頑張りや創意工夫により、支援を進められた。今後も、新しい課題に対して「生

き生きとした暮らし」の視点を忘れずに、施設全体で支えていく仕組みづくりや職員全体で

共有化を図っていく雰囲気づくりに努めたい。 

 

（2）施設支援計画 

   今年度も 4月中に利用者・保護者とケース担当者の三者面談を実施してきた。また、10 月

にも再度利用者・保護者と支援目標についての確認を行い、利用者本位の支援の実施を心掛

けてきた。 

   また、昨年度５月より支援計画や日頃の日誌、ケース記録に関わる支援関係の記録部分を

パソコンソフトを使ったデータ入力形式に順次切り替えを行い、今年度後期より報告書類も

含めて完全に移行した。全職員がその操作や入力方法を習得するのに時間を要したが、デー
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タ管理や支援の振り返り、申し送り用の記録書・会議資料等の作成に大きな成果が出ている。

今後も大いに活用していきたいと考えている。 

（3）生活支援体制 

  ①＜支援職員体制＞ 

  今年度もサービス管理責任者を中心に、利用者の支援計画策定や看護師、栄養士を交え

たケース会議の実施及びモニタリング・評価、日常的支援の確認を行った。また、支援員

の棟別配置を元にして、日常生活支援（ADL 支援）には男女別同性介助・援助体制を組み、

課業班・クラブ活動支援は、支援員を活動グループ別に配置した体制で支援にあたった。 

   間接的な支援分野である、設備備品の修理や館内外の掃除・美化活動、行事等やボランテ

ィアとの関わりの段取り面、保護者会等の主に狭義・広義での生活環境の整備面について

は、職員が係りを分担して活動を行ってきた。 

  ②＜会議＞ 

   今年度は、以下の会議を実施してきた。 

●全体会議 

半年 1 回開催。全職員出席。施設全般の方向性の確認や行政関連内容の報告、支

援面への指示等の確認や棟・医務・栄養からの報告・内容確認。 

●ケア連携会議 

年４回開催。全職員出席。サービス管理責任者・支援員・看護師・栄養士出席。

様々な連携を意識した支援・援助内容を検討した。 

●男女別ケア会議 

月 1 回開催。サービス管理責任者・支援員・看護師・栄養士出席。ケース検討な

どの支援に関わる確認・検討を行った。 

●課業班調整会議 

    月１回開催。課業活動担当主任・各課業班リーダー出席。各課業班活動の課題検

討、活動調整を行った。 

●課業班会議 

    隔月 1回開催。課業班担当支援員出席。課業支援の検討を行った。 

●給食会議 

    月 1 回開催。施設長・事務長・サービス管理責任者・看護師・栄養士・厨房職員

が出席。食事の設備・内容、利用者への対応等に関する調整等行った。 

●主任者会議 

    月１回開催。サービス管理責任者・総括主任・主任支援員が出席。役員会議を受

けた報告・課題に向けた具体的な検討、支援全般の課題等の具体的な検討・調整、

事故・ひやりはっと事例の分析・対応策の検討等を行った。 

●サービス向上委員会 

    月１回開催。施設長・主任・委員が主席。「職員行動指針」の作成及び遵守に向け

た取り組みの検討を行った。 

●危機管理・防災対策委員会 

    月１回開催。サビ管、主任・委員が主席。リスク対策、防災対策に関する取り組

みの検討を行った。 

（4）健康管理 

加齢による心身の機能低下も目立ち始めているため、体調の変化の早期発見と状態に応じ

て適切に判断し対応していくことに努力してきた。また、比較的若い利用者であっても、持

病を抱えている利用者も見られるため、日常の状態観察に注意した。特に、会議等での医療・

健康面の報告と日常生活の姿・様子の確認、情報の共有化、疾病予防に向けた環境調整面へ

の提案、交代勤務下の医療面の確実な申し送り等に対して重点を置いてきた。 

 また、春と秋の年２回の一斉健康診断を実施し、異常が発見された利用者については、速

やかに精密検査や継続治療を行った。一斉健康診断とは別に、月２回、嘱託医による定期受

診を実施した。 

 歯科の予防にも取り組んだ。年１回歯科医による歯科検診を実施し、検診結果を踏まえて、
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歯科を受診して予防的治療を実施した。また、歯科衛生士によるブラッシング指導を受け、

日々の歯磨き介助の充実にも取り組んだ。 

（5）給食管理 

①＜はじめに＞ 
   健康管理に関しては、医療・支援側との連絡を密にしつつ、管理栄養士の管理の元で各個

人に合った食事提供を行っている。特別食の内容は糖尿病治療食やダイエット食・嚥下食等

で食欲不振気味であったり、偏食傾向の強い利用者には代替食の提供や調理法の工夫をする

事により苦手な食材でも摂取できるように努めている。 

   昨年度からは栄養ケアマネジメントも導入し、栄養士だけではなく他職種との連絡を密に

しながらのトータル的な栄養ケアを開始した。定期的なスクリーニングや栄養ケア計画の見

直しを行う事により、よりきめ細やかな栄養サポートを提供できるようになった。 

   献立作成時は旬の食材を意識し、食事からも季節を感じてもらえるよう心がけた。 

   また震災時への対応として、７日分の非常食と３日分の飲料水を確保し、防災倉庫に備蓄し

ている。年度末に発生した東日本大震災の影響で、パンや冷凍食品など一部の食材が納入困

難になった事もあり、今後より一層の非常時対応を行っていきたい。 

     施設利用者にとって、食事は一日の楽しみの大きな部分を占めていると思うので、今後も

栄養管理・衛生管理をしっかりと行いつつ、利用者に喜んでもらえるような食事を提供して

いきたい。 

②＜総括＞ 
１）食事管理について 

・栄養スクリーニングを利用者全員に行い、リスクレベルに応じての栄養アセスメントを

作成する。そのアセスメントに基づいて栄養ケア計画書を作成し、さらに高リスク者に

は他の関連職種と連携してモニタリングも行う。 

・定期的なカンファレンスを開催し、計画変更等には柔軟に対応する。 

・利用者・家族への説明も実施していく。 

・毎月体重測定を行ってリスクレベルは常に把握し、利用者の年齢と生活活動強度から栄

養所要量を算出し、体格・治療食など考慮にいれ各個人の提供栄養量を決定する。 

・偏食傾向の強い利用者へは微量栄養素補助飲料などを使用して、栄養の偏りがないよう

に配慮する。 

・また、体調不良や精神面などから食欲不振が見られる利用者には調理法の変更や好物の

提供を行い、食事面からも精神面の安定が得られるようにしている。 

・嚥下食提供者は一度に摂取できる量が限られてしまう為、高カロリー食品等を使いなが

ら、必要エネルギー量を確保するように努めている。 

・利用者の高齢化が年々進み、体力の衰えや租借力の低下などが見受けられ、また言葉で・

自分の希望を伝えることの出来ない利用者もいる。そのような状況の中で食事を楽しん

でいただくためには、 

・他職種との連携や利用者の状態把握、食事摂取状況の確認を細やかに行っていく必要が

あると感じている。 

盛り付け量 主 食 カロリー 男 女 合計 

極 小 60～100g 1550kcal 0 5 5 

小 120g 1650kcal 3 19 22 

中 150g 1750kcal 8 1 9 

大 200g 1950kcal 6 1 7 

特大 250g 2150kcal 7 0 7 

合 計   24 26 50 

種    類 男 女 合計 

特別食 

ダイエット食 コンニャクライス 

揚げ物止め 

低脂肪牛乳 

1 

1 

0 

8 

2 

5 

9 

3 

5 
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糖尿食 1 1 2 

心臓病対応食（塩分制限） 1 0 1 

刻み食 8 12 20 

一口大 3 0 3 

嚥下ミキサー食 0 1 1 

栄 養補助

食品 

微量栄養素補助飲料 1 2 3 

高カロリー食品 0 1 2 

２）行事食について 

行事の際には各行事に合った特別食を提供している。利用者の要望をとり入れ、旬の食材

を使った季節感のある献立作成を心がけた。 

 

３）衛生管理について  

   近年猛威をふるっているノロウィルス対策として、対応マニュアルの整備・汚物処理ワゴ

ンの導入・職員への研修などの導入を進めてきたが、昨年度は利用者の手洗い時の拭き取り

に使用するペーパータオルの導入も行った。 

   テレビなどでの報道もあり、職員の衛生管理意識は年々高まってきているように感じられ

る。今後も定期的にマニュアルの見直し・職員への研修を行い、職員間の情報伝達を密にし

て食中毒予防に努めていきたい。 

 

（6）課業班活動支援 

作業生産・経済活動グループ（創工庵） 

＜今年度の支援目標＞ 

（1）｢作業｣を題材としたプログラムの提供を行い、仕事としての意識付けを行っていくこと。 

（2）社会参加を意識した取り組みを行い、その機会を提供していくこと。 

＜活動内容＞ 

（1）室内作業･･･割り箸入れ作業（㈱藤本商会）          ／利用者８名 

（2）室内作業･･･包帯作業（㈱遠州運輸）             ／利用者 10 名 

（3）屋外作業…空き缶作業                    ／利用者４名 

（4）グループ活動･･･場所・内容等は別表にて報告 

行 事 名 実施月日 メ ニ ュ ー 

花祭り 4 月 7 日 花見団子 

端午の節句 5 月 5 日 こどもの日ランチ・スープ・エビフライ・プリン 

七夕 7 月 7 日 
散らし寿司・澄し汁（そうめん入り）・フライミックス・ゼリ

ー 

土曜の丑 7 月 26 日 うな丼・澄し汁・松風焼き・菜の花のからし和え・スイカ 

秋のお彼岸 9 月 23 日 おはぎ・澄し汁・さんま塩焼き・菜果なます 

クリスマス

会 

12 月 23 日 

バイキング 

主食：あんぱん・太巻き 

副食：天ぷら・シュウマイ・イカリング・ｵﾆｵﾝﾘﾝｸﾞ・ｱﾒﾘｶﾝﾄﾞ

ｯｸﾞ・コロッケ・大学芋・チキンナゲット・鶏のから揚

げ・スパゲティソテー  

その他：コーンスープ・ｸﾘｽﾏｽｾﾞﾘｰ・ｼｬﾝﾒﾘｰ 

正月 
1 月 1 日～3

日 

お雑煮・おせち料理（かまぼこ・お煮しめ・数の子・栗金団 

黒豆・田作り・伊達巻・な

ます） 

新年会 1 月 7 日 七草粥・餅・鰤の照焼・たくあん・豚汁・みかん 

節分 2 月 3 日 太巻き・味噌汁・フライミックス・ゼリー 

雛祭り 3 月 3 日 散らし寿司・澄し汁・魚フライタルタルソース・菱餅ゼリー 

春のお彼岸 3 月 18 日 牡丹餅・魚の西京焼き・野菜の甘酢漬け・苺・澄し汁 
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＜総括＞ 

①割り箸入れ作業 

作業前にアルコール消毒を利用者、使用する道具に実施し、衛生面の確保を行って

いる。作業時間になると、個々で自発的に集まり、作業準備を行い、作業を開始する

事が出来ている。作業は、製品を完成させる担当、それを検品する担当と内容を細分

化し、作業効率を高めている。又、不備のある製品の選別について働きかけを継続し

てきたことにより、利用者自身にも、不良品を見分けようとする意識を維持する事が

出来ている。 

完成した製品を提携する業者へ納入する際、利用者にも参加してもらうことや、実

際に製品が使用されている店舗へ、見学する事で作業への意欲が高められるよう配慮

した。 

今年度は、昨年に比べ活動回数こそ多かったものの、作業前に職員によって製品の

検品を行った結果、製品としての完成度は高水準を維持したが、1 回の作業中に完成

することができる量は減少することとなった。来年度は、製品の完成度を維持しつつ、

作業効率を高めていきたい。 

 

   ◆平成 22 年度 『割り箸作業』活動実績 

    活動回数 128 回 

    活動場所 四季の郷（会議室） 

作業収益金 27,000 円（納品 12 回 1 回/2,250 円 単価 0.15 円） 

      （前年度比 活動回数 105 回 作業収益金 29,250 円 納品 13 回）  

②包帯作業 

作業前にアルコール消毒を行い、又、毎週金曜日に掃除、衛生備品の交換を行う事で清

潔を保ち衛星面の確保を行っている。作業準備では、利用者が積極的に準備を行えており、

片付けも声掛けにより実施することができている。作業の細分化は行えており、流れ作業

で効率性は高まり、定期的に納品に行く事ができている。利用者の座席を固定する事によ

り、流れ作業がスムーズに行え、個々の作業に誇りを持っている利用者も多く、作業の意

識・責任を高めていることができている。 

 

◆平成 22 年度 『包帯作業』活動実績 

 活動回数 １６７回 

 活動場所 四季の郷（作業棟） 

 作業収益金 37,800 円（納品 25 回 1 回/1,800 円 単価/90 円） 

 （前年度比 活動回数 168 回 納品 26 回 46,800 円） 

 ③空き缶作業 

 利用者の能力に合わせた作業を組み立て、興味関心が持てるように配慮した。更に、材料、

道具をアクセスし易い場所へ配置したことで作業へ集中して取り組めるようになった。生活

場面において拘りや焦りが作業へ影響が出易い利用者に対しては、ケア会議、課業会議など

で状況報告を行い、生活全般を見据え、現状把握、対応の統一を図ってきた事で以前よりも

格段に落ち着いて作業に取り組む事ができるようになった。 

 又、平均年齢が 36 歳と比較的若いこともあり、作業後には歩行活動を提供し、適度な運

動、気分転換を図り、「作業の後には歩行」といった活動全体の手順が見通しを持つことが

できるように活動を組み立てる事が出来た。 

   ◆平成 22 年度 『空き缶作業』活動実績 

    活動回数 173 回 

    活動場所 四季の郷（空き缶倉庫前）白山神社 雨天：ドライブ活動 

    作業収益金 23,662 円 （単価変動制 55 円～65 円） 

④グループ活動 

    活動内容については、以下の通り。  
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実施日 活動場所 
参加人数 

経費 
利用者 職 員 

7/9 和地公民館・キャッツカフェ 5 2 6,937 円

8/18 竹島水族館・ファンタジー館 4 2 6,817 円

10/6 愛知県民の森 4 2 3,519 円

12/14 なばなの里 5 2 23,320 円

1/13 井伊谷宮・とんかつやせんざん 10 5 14,496 円

                      合計５回    経費合計 55,089 円

 

作業生産・経済活動グループ（創工庵） 

＜今年度の支援目標＞ 

（1）｢作業｣を題材としたプログラムの提供を行い、仕事としての意識付けを行っていくこと。 

（2）社会参加を意識した取り組みを行い、その機会を提供していくこと。 

＜活動内容＞ 

（1）室内作業･･･割り箸入れ作業（㈱藤本商会）          ／利用者８名 

（2）室内作業･･･包帯作業（㈱遠州運輸）             ／利用者 10 名 

（3）屋外作業…空き缶作業                    ／利用者４名 

（4）グループ活動･･･場所・内容等は別表にて報告 

＜総括＞ 

①割り箸入れ作業 

作業前にアルコール消毒を利用者、使用する道具に実施し、衛生面の確保を行って

いる。作業時間になると、個々で自発的に集まり、作業準備を行い、作業を開始する

事が出来ている。作業は、製品を完成させる担当、それを検品する担当と内容を細分

化し、作業効率を高めている。又、不備のある製品の選別について働きかけを継続し

てきたことにより、利用者自身にも、不良品を見分けようとする意識を維持する事が

出来ている。 

完成した製品を提携する業者へ納入する際、利用者にも参加してもらうことや、実

際に製品が使用されている店舗へ、見学する事で作業への意欲が高められるよう配慮

した。 

今年度は、昨年に比べ活動回数こそ多かったものの、作業前に職員によって製品の

検品を行った結果、製品としての完成度は高水準を維持したが、1 回の作業中に完成

することができる量は減少することとなった。来年度は、製品の完成度を維持しつつ、

作業効率を高めていきたい。 

   ◆平成 22 年度 『割り箸作業』活動実績 

    活動回数 128 回 

    活動場所 四季の郷（会議室） 

作業収益金 27,000 円（納品 12 回 1 回/2,250 円 単価 0.15 円） 

       （前年度比 活動回数 105 回 作業収益金 29,250 円 納品 13 回）  

②包帯作業 

作業前にアルコール消毒を行い、又、毎週金曜日に掃除、衛生備品の交換を行う事で清

潔を保ち衛星面の確保を行っている。作業準備では、利用者が積極的に準備を行えており、

片付けも声掛けにより実施することができている。作業の細分化は行えており、流れ作業

で効率性は高まり、定期的に納品に行く事ができている。利用者の座席を固定する事によ

り、流れ作業がスムーズに行え、個々の作業に誇りを持っている利用者も多く、作業の意

識・責任を高めていることができている。 

◆平成 22 年度 『包帯作業』活動実績 

 活動回数 １６７回 

 活動場所 四季の郷（作業棟） 
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 作業収益金 37,800 円（納品 25 回 1 回/1,800 円 単価/90 円） 

 （前年度比 活動回数 168 回 納品 26 回 46,800 円） 

 ③空き缶作業 

 利用者の能力に合わせた作業を組み立て、興味関心が持てるように配慮した。更に、材料、

道具をアクセスし易い場所へ配置したことで作業へ集中して取り組めるようになった。生活

場面において拘りや焦りが作業へ影響が出易い利用者に対しては、ケア会議、課業会議など

で状況報告を行い、生活全般を見据え、現状把握、対応の統一を図ってきた事で以前よりも

格段に落ち着いて作業に取り組む事ができるようになった。 

 又、平均年齢が 36 歳と比較的若いこともあり、作業後には歩行活動を提供し、適度な運

動、気分転換を図り、「作業の後には歩行」といった活動全体の手順が見通しを持つことが

できるように活動を組み立てる事が出来た。 

   ◆平成 22 年度 『空き缶作業』活動実績 

    活動回数 173 回 

    活動場所 四季の郷（空き缶倉庫前）白山神社 雨天：ドライブ活動 

    作業収益金 23,662 円 （単価変動制 55 円～65 円） 

④グループ活動 

    活動内容については、以下の通り。  

実施日 活動場所 
参加人数 

経費 
利用者 職 員 

7/9 和地公民館・キャッツカフェ 5 2 6,937 円

8/18 竹島水族館・ファンタジー館 4 2 6,817 円

10/6 愛知県民の森 4 2 3,519 円

12/14 なばなの里 5 2 23,320 円

1/13 井伊谷宮・とんかつやせんざん 10 5 14,496 円

                      合計５回    経費合計 55,089 円

 

軽作業活動グループ（あんだんて） 

＜今年度の活動方針＞ 

作業活動に取り組みながらも、身体・運動機能の低下予防（健康保持）の必要性やニー

ズが高まっている。そのため、今年度は以下のような活動方針をたて実施した。 

1） 作業活動を通じて活動・参加意欲を高めること 

2） 利用者個々人のニーズや身体状況に合わせた活動に取り組み、身体・運動機能の低下予防

を図ること 

＜活動内容＞ 

（１） フック作業・・・フックはめ込み作業（（株）ダイコーアッセンブリー） 

／利用者 1５名（その他利用者） 

（２） 健康②・・・・四季の郷周辺の歩行活動／利用者 5名 

（３） キャンドル作業・・・自主製品キャンドル製作・販売、歩行活動／利用者９名 

（４） 農作業・・・野菜・果樹の栽培、歩行活動フック作業、歩行活動／利用者 8 名 

（５） 洗濯業務・・・・・利用者の衣類の整理・たたみ／利用者 1名 

（６） グループ外出 あんだんて利用者実施 

＜総括＞ 

（１）フック作業 

キャンドル作業メンバーと農作業メンバーが主となって、活動してきた。材料が受け

取れない時期や、納期が間に合わない時期もあったりしたが、企業と連絡を取り、２４,

０００個を約 1 ヶ月の納期で納めてきた。今年度に入り、新しいメンバーが加わったり

作業場所が多目的ホールから会議室に移動する等の変動があったが、その都度、利用者

がスムーズに作業が行えるように作業環境を整えてきた。作業を行う利用者にとって、
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フック作業は長年取り組んできて慣れ親しんでいる作業ということもあり、自主的に材

料を取りに来て作業を始める利用者が多く、作業開始から片付けまでの一連の流れを、

集中して取り組むことの出来る利用者も多かった。 

（２)健康② 

   一年間を通して楽しく歩くことが出来ていた。暑さで精神的に調子を崩す利用者もい

たが、歩いている時は暑さ寒さ関係なく楽しく頑張って歩くことが出来ていた。体重も

徐々に減少することが出来よかった。また一年間を通して波がある利用者についてはそ

のときによって単独歩行してもらったり職員と手を繋いで歩いたりした。歩行状態に波

がある利用者の方は、不安定な歩行があったりメンバーと歩調が合わなかったり、長距

離が歩けなかったりすることもあり、今後の参加も本人のペースに合わせて変えていく

必要を感じた。 

(３)キャンドル作業 

   キャンドル作業では、利用者が主体となって活動できるように取り組んできた。個々

の利用者に合わせた内容を提供して作業を行うことで、利用者１人ひとりが自分のペー

ス、自分のやり方で集中して取り組むことが出来た。また、天気の良い日には歩行活動

を行い、気分転換やリフレッシュできる機会を持ってきた。個々の利用者に合わせた無

理のない距離・ペースで、利用者の負担にならないよう、定期的に行ってきた。なかな

か身体を動かす機会がないので、楽しく話をしながら自然と触れ合うことで、良い気分

転換になり、運動機能の低下防止にも繋げることが出来た。新生活棟が始まってから、

活動する機会が減少することもあり、今後の課題としたい。 

(４)洗濯たたみ作業 

支援員が事前に洗濯物の裏と表を確認しておき、種類ごとに分け、量の調整をするこ

とで、作業を行う利用者の負担にならないように配慮してきた。また、作業を少しでも

楽しく、良い雰囲気の中で行うことが出来るよう、一緒に洗濯作業を行う職員との会話

を大切にしたり、利用者の好みの音楽を流したりすることで、心地良く作業を行っても

らえる環境作りに努めてきた。利用者に参加意欲が見られないときには、無理に誘い掛

けることはせず、自ら進んで参加してくれる時にのみ畳んでもらってきた。また、洗濯

畳を行ってくれる利用者が高齢の為、室温の調整や水分補給等を実施し、健康管理にも

努めてきた。 

(５)農作業 

   農作業では、草取り・水やり・種まきなど、野菜の栽培に関わる活動と歩行活動を行

ってきた。今年度から職員メンバーの一新があり、不馴れな職員が担当になったため、

計画通りの予定を実施することが出来なかった。今年度の収穫としては、ジャガイモ、

にんじん、びわが少々収穫できただけであった。来年度に向け畑については、今後本格

的は種まき、苗植えを行い、畑での野菜の栽培を再開していきたい。その為に年間の収

穫サイクルをしっかりと計画し、利用者一人ひとりの取り組みも充実させていくことが

望ましい。また作業が少ない期間には、農作業と同時に歩行活動を行い、身体・運動機

能の低下防止に努めてきたことにより一定の成果は見られた。 

（６）グループ活動 

各活動グループに分かれ、メンバーの好みや要望に沿って行き先を決め、利用者が主

体となって楽しめる場を企画してきた。 

実施日 活動内容 
参加者人数 

経費 
利用者 職 員 

H22 ６／15 海湖館・グリーンファーム 5 ２ ￥13,562 

 ８／２7 ウォット 

・オルゴールミュージアム 

 

４ 

 

２ 

 

￥13,560 

 １0／13 静岡バンダイホビーミュー 4 ２ ￥9,881 
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ジアム 

H23 ２／23 和地公民館料理教室 4 ２ ￥8,197 

 ３／29 伊良湖岬 ４ ２ ￥5,880 

合計 5回 経費合計 ￥ ５１，０８０  

 

機能・健康・体力維持・リハビリ・フリー活動、体験活動グループ（チャキチャキ） 

＜今年度の支援目標＞ 

1）メンバー１人ひとりに合わせた活動を行っていくこと。 

2）メンバー個々のニーズ、個性に合わせたプログラムを通じて、機能･健康･体力維持･

リハビリを目指すこと。 

3）様々な体験活動（地域との交流・社会参加）を通じて、生活の楽しみを増やし生活の

幅を広げること。 

4）活動を通じて、心身の安定を図ること。 

＜活動内容＞ 

1）機能維持プログラム 

活動時間 １３：３０～１５：３０ 

活動メンバー ４名 

担当職員 職員１名 

晴天時の活動 屋外歩行（公用車で花川運動公園まで行き、公園内を歩行。） 

雨天時の活動 ドライブ 

実績報告 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

２０回 １６回 ２０回 ２０回 1３回 １２回 1３回

１１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計  

 ９回 １２回 １３回 1７回 1６回 181 回  

                          ※雨天時ドライブを含む。 

2）健康維持①プログラム 

活動時間 １０：００～１１：３０ 

活動メンバー 6 名 

担当職員 職員１名 

晴天時の活動 屋外歩行 

雨天時の活動 ドライブ 

実績報告 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

１５回 １２回 16 回 1４回 ８回 1３回 1２回

１１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計  

７回 ９回 ８回  ９回 7 回 130 回  

3)体力維持プログラム 

活動時間 １０：００～１１：３０ 

活動メンバー ５名 

担当職員 職員１名 

晴天時の活動 公園や浜名湖周遊の自転車道などを利用して、散歩や運動を自

由に行う。 

雨天時の活動 ドライブ 

実績報告 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

1４回 1２回 1３回 1４回 1３回 1１回 13 回 

１１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計  
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６回 ８回 1０回 ８回 12 回 134 回  

４）リハビリプログラム 

活動時間 １３：３０～１５：３０ 

活動メンバー ５名 

担当職員 職員１名(職員２名で A、B同時に行うこともあった。) 

活動内容 

 

 

4 月 

～１０月 

A ドライブ散歩(花川公園) 

B 

園周辺の歩行、足浴、マッサージ、 

ルームランナー 

レクリエーション(裁縫、編み物、絵) 

１１月～ 

新生活棟

リハビリ 

足浴マッサージ、ルームランナー、 

レクリエーション(裁縫、編み物、絵、音楽鑑賞等)

実績報告 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

11 回 12 回 1４回 1６回 ６回 1２回 １３回

１１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計  

１４回 １７回 1６回 1９回 20 回 170 回  

５）合同ウォーキング活動グループ 

活動時間 １３：３０～１５：３０ 

活動メンバー 1１名 

担当職員 職員 2名 

活動内容 
（晴天） 浜名湖周遊道路や、公園を使用した歩行活動 

（雨天） ドライブ 

実績報告 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

０回 １回 ２回 ０回 ０回 １回 １回 

１１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計  

０回 ０回 ０回 ０回 ０回 ５回  

７）合同チャレンジ活動グループ 

活動時間 13：30～15：30 

活動メンバー ９名 

担当職員 職員 2名 

活動内容 
（晴天） 公園等を使用した歩行活動 

（雨天） ドライブ 

実績報告 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

０回 １回 ２回 １回 ０回 １回 ２回 

１１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計  

０回 ０回 ０回 ０回 ０回 ７回  

＜総括＞ 

利用者のニーズに沿った活動プログラムを計画し、４つのグループ（機能・健康①・

体力維持・リハビリ）に分け、年間を通し活動を行った。又、職員 2 名体制で、グルー

プ枠を越えた混同グループによる活動（合同ウォーキング・チャレンジ）を実施した。 

  機能活動 

年間を通じて屋外での活動が順調に行えた。活動回数は、年間を通じて週 5 日間の

うち 3~4 回、平均して 3 回強は取り組めた。 
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    昨年度から懸念されていた特定の利用者の立ち止まり、座り込み、介助の要求につ

いては活動場所をその日ごとにランダムに選択し活動を行なうことなどにより改善さ

れ今年度は良好な歩行状態になった。が、しかし他の１名の利用者が今年度は歩行ペ

ースが落ちている状況にあり歩行距離も伸び悩み職員への依存心が出ており現在も続

いている。これは生活の中での情緒の不安定さからくるものだと思われ、来年度に向

け課題の１つとなっている。 

  健康①活動 

心身の健康を目標とし活動を行った。主な活動は歩行だったが、外に出て様々な場

所へ行くことで、気分転換になり、四季を感じる時間にもなった。また、職員との会

話や地域の方たちと挨拶を交わすことで、楽しみながら歩行することもでき、コンス

タントに散歩に出ることで情緒の安定にも繋がった。また、特定の利用者について行

動に強引さが表れることがあり、対応可能にするため、職員２名体制としたり、A、B、

２つのグループ分けをして少人数で活動する取り組みを行なってきた。その都度状態

を見ながら対応しているが、今後とも様子を見ていきたい。そして、散歩のコースや

距離も徐々に広がっていくとよいと思う。 

体力活動 

年間を通し見通しのある活動機会を提供することができた。固定された時間・場所・

メンバーで取り組むことで、日課への参加を苦手とするメンバーも、安心して参加の

出来る活動となった。メンバー構成もあり、多様な活動を提供して行く事は困難な状

況にあり、様々な活動場所に出かける事で活動に変化を持たせた。 

特に今年度は活動場所に偏りがなく様々な場所で活動できた。 

概ねグループとしての活動は問題なく実施することができたが、思った以上に利用者

同士がお互いの事を理解し、影響し合って活動が成立していると感じる。活動の質を

高める取り組み、活動に変化を持たせる取り組み(日本全国うまいものツアーの継続

等)の実施を考えていきたい。 

リハビリ活動 

利用者個々の状態、ニーズに合わせプログラムの提供を行ったが、活動時間内で少

しでも効率よく、活動メニューを提供して行く事が求められている。 

今年度は新たに男性利用者１名が加わり、さらなる各個人の活動メニューを再構築

した結果、Ａ、Ｂの２グループに分けた活動を行なうこととなった。新たに加入した

利用者も回数を重ねていくうちに参加も思った以上にスムーズとなり、活動も行なう

ことができた。しかし１１月より新生活棟ができたことにより、リハビリ活動は新生

活棟の把握を兼ねた活動となり、それまでの園外歩行等が全く不可能な状態となった。

屋内活動は順調に行なうことができているが園外活動中心であった利用者は活動機会

がなくなってしまい、検討の結果１月以降健康①活動への参加を試行することとなっ

た。 

合同活動 

支援員の人員減や支援体制の変更（後期）の影響があり思った以上に活動の機会が

確保されなかった状況がある。 

『合同ウォーキング活動』では、歩行ペースの違いや、特定の利用者の固執の影響

で結果的に２グループ（支援員１名づつ）に分かれて活動せざるを得ないことになり

合同活動の目的でもある、職員間での学び、スキルアップには繋がっていなかった。 

    『合同チャレンジ活動』では、やはりドライブ散歩が中心の活動となり多様な活動

の提供を行なうことができなかった。しかし普段あまり外で活動を行なう機会のない

利用者にとっては、グループで園外へ出掛けることで良い気分転換となっていた様子

である。一年を通し活動回数の少なさや職員間で連携をとる環境ができていないこと

で合同活動の目的や意義を見出せない結果となってしまったように思う。今後の方向

性として、利用者のニーズに合った活動を中心とすることとし、その中で支援員間の
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学びや気付きが得られる体制作りをする意向である。具体的には、農作業活動を基盤

とし一年を通して楽しみが持てる活動の提供を 

一案として考えている。 

＜グループ活動＞ 

   今年度は、男性と女性の利用者をランダムにグループ分けせず、男性利用者と女性利

用者に分け、職員も男女に分かれてそれぞれにグループ活動を行なった。 

  グループ活動はやはり普段と違う場所や体験を行なうことができる機会であるので利用

者もそれぞれに楽しむことができ、良い気分転換になっていると感じられる。 

   ３月には一昨年から行なわれている「一年間お疲れ様会」を全員で実施することがで

きた。 

【グループ活動一覧および体力班全国うまいものめぐり経費】 

実施日 行き先・内容 
参加者人数 

経 費 
利用者 職員 

7/13（水） 和地公民館 料理作り ８名 ３名 8,117 円

9/10（金） 
（午前）花鳥園 ６名 ３名 

22,410 円
（午後）静岡空港 ６名 ３名 

10/20（水） 名古屋港水族館 ８名 ３名 14,449 円

11/29（月） 
（午前）赤塚山 ６名 ３名 

10,730 円
（午後）中田島砂丘 ６名 ３名 

3/11（金） 

チャキチャキお疲れ様会 

和地公民館 料理作り 食事 

キャッツカフェにておやつ 
２０名 ６名 21,266 円

（元金）5,000×20＝100,000 経費合計 76,972円

 

≪体力班うまいものめぐり企画≫・・・経費合計     8,545 円 

                           残金     14,483 円 

 

（7）クラブ活動支援 

運動クラブ 

＜今年度の支援目標＞ 

１）野外などで散策しながら体を動かし、体力作り、健康維持、情緒の安定を図る事。 

【今年度の活動実績】 

・歩行活動ドライブ散歩  5/5  5/30  7/10  7/18  7/24  8/14  8/16  9/25 10/11  10/16 

12/12  12/19  12/29  1/10  2/13〈15 回活動〉 

・雨天ドライブ  6/20 1/16〈2 回活動〉 

・ボール遊び    10/9〈1 回活動〉 

 

競技クラブ 

＜今年度の支援目標＞ 

１）各競技会に参加し、他の施設利用者との交流を図る。 

２）活動にボランティアの参加も積極的にすすめ、交流を深める事。 

【今年度の活動成果・実績】 

・競技練習 4/24  8/21  9/4〈3 回活動〉 

・6/12～13 障害者スポーツ全国大会強化合宿参加 

・9/5 わかふじスポーツ大会(フライングディスク競技) 

・9/5 わかふじスポーツ大会(ボーリング) 
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・11/16 第 24 回オレンジマラソン大会参加 

 

音楽クラブ 

【テーマ】リトミック 

＜活動方針＞ 

(１)音楽を楽しむ事により、情緒の安定を図ること。 

(２)音楽を通して、楽しみを発見すること。 

(３)音楽を通して、協調性を養うこと。 

＜活動内容＞ 

○季節にあった歌を歌ったり、鈴・タンバリン・太鼓などの簡単な楽器を使い、合奏する。 

○敬老の日に高齢者施設へ訪問し、演奏を披露したり、クリスマス会で日頃の成果を発表する。 

○カラオケボックスへ出掛けるなどして、個々の利用者の好きな歌を楽しむ。 

＜活動メンバー＞ 

   利用者 (参加希望者には全員参加していただいた) 

＜総括＞ 

今年度は「リトミック」をテーマとして身体を動かしながら音楽を楽しむことを目標とし、

上記の活動方針・内容に沿って概ね計画通り実施することができた。活動中は利用者の表情も

良く、音楽を楽しんでいる様子が見られた。リトミックを意識して新たな活動として「うめぼ

し体操」を取り入れたが、身体全体を使って表現することができ、楽器や合唱とは違った音楽

の楽しみ方を提供できたように思う。また、一年通して「にじ」を歌ってきたが、手を繋いで

歌ったり、身体を揺らして歌ったりと楽しめる工夫を行った結果、利用者・職員間で一体感を

味わうことができた。その他にも季節を感じられる歌を歌ったり、楽器を使ったりと、音楽を

様々な方法で楽しむことができた。 

   また、９月に和地小学校音楽交流会、敬老の日訪問（ヴィラ東山苑）、１１月に秋祭り発表、

１２月にクリスマス会発表等、発表の機会を多く持てたことが良かった。特に外部施設での発

表は利用者にとって気分転換にもなり、良い機会だった。今後も継続して行っていきたい。し

かし、後期の活動回数が少なかったことが残念だった。特に１１月、１２月は秋祭り、クリス

マス会という大きな発表の場があったにも関わらず、活動できる回数が少なかったことで、職

員自体の準備が不十分だった為、慌ただしくなってしまったことが反省点である。また、例年

１月から３月はカラオケボックスに行っていたが、利用者の音楽に対する楽しみ方や移動、時

間等を考慮した結果、今年度は実施しないこととした。 

 来年度も様々な形で音楽に触れ、楽しい時間を共有していきたい。 

 

園芸クラブ 

（活動方針） 

１．余暇を楽しむこと。 

２．草花を育てることを通して、季節感や喜びを得ること。 

３．草花を育てることを通して、心身の健康保持を図ること。 

４．活動を通して、地域との交流を図ること。 

（活動内容） 

○ 主に中庭花壇と芝の整備 

○ 中庭花壇の草花栽培と管理 

○ 自然観察・散策 

○ 栽培している草花の紹介（施設内にて） 

○ 草花を利用した楽しみ方を見つけていく 

○ 行事を利用した活動展開 

○ ボランティアの協力・参加を募る 

<実施回数> 

４月・・１回  ５月・・５回  ６月・・３回  ７月・・３回  ８月・・３回 

９月・・２回  １０月・・２回  １１月・・２回  １月・・１回 
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（総括） 

   活動内容としては、1年を通し花壇整備・草花の栽培・管理を行った。 

   方針の「１，余暇を楽しむ」については、花の成長に関して意図的に声掛けを行い、活動の

ない時にも草花を通してコミュニケーションを取ることを心がけた。活動の機会としては、単

発的な取り組みとなってしまったが、園芸クラブ以外の利用者も参加してくれることがあり、

わずかながら余暇の楽しみ方の一つになったのではないかと思う。 

  「２，草花を通して季節感や喜びを得る」については、春は花苗の利用、秋はコスモスをメイ

ンにするなどして、季節毎に変化を持たせた。春花壇は、お花見行事として利用者全員に植え

付けを行ってもらいその後の成長にも興味をもってもらうようにした。また、夏から秋のコス

モス育成には種まきから利用者の手で行なってもらった。ただ例年成長過程の苗を抜き取られ

る状況にあったためプランターに蒔いたものについてはケアホームの敷地に置かせてもらうこ

とにした。今年は秋祭り用に植えたコスモスがなかなかいい具合に咲かず、中庭の真ん中に植

えたものは成長不良で小さく花も綺麗に咲かなかった。他に植えたものは秋祭りの日を待たず

して花が終わりになってしまったものが多かった。これが今年度一番の反省である。秋祭りの

コスモス栽培がメインと言っても過言でないのに今年度は失敗であった。 

 「３，活動を通して、心身の健康を図る」については、屋外の太陽の下で花や緑・土に接しな

がら行う作業や花が成長する喜びなどで、心が癒され、自分への励みになった部分もあったの

ではないかと感じられ、、心身の健康作りにつながった。 

 「４，活動を通して、地域との交流を図る」については、園芸クラブとしてコスモス苗を夏祭

りに提供したり、秋祭りに披露するなどした。 

 1 年を通してコンスタントに活動するようにするには活動の内容をもう少し工夫しなければ

ならないと思う。そして多くの利用者に参加してもらい、来年度以降、今年度よりも盛んな活

動ができるように考えていかなければならないと思う。 

 

絵画クラブ 

＜活動方針＞ 

（1）活動を通して、利用者個々の得意分野を楽しむこと。 

＜活動内容＞ 

○愛護ギャラリーへの作品の出展を行う。 

○四季の郷秋祭りでの展示を行う。 

○陶芸・工芸に取り組む。 

＜所属メンバー＞ 利用者１２名 

     （(メンバーにこだわらず、誰でも気軽に酸化できる雰囲気を作り参加してもらった。) 

＜総括＞ 

今年度も、「愛護ギャラリー展」「障害者芸術祭」への作品の出展を目標に作品作りを行い

ました。『障害者芸術祭』については、作品出展はあったが、表彰等は今回は未実施とのこと

で残念であった。また、日々の余暇としての絵画クラブとしての位置づけも忘れることなく、

絵画クラブに参加すること自体を楽しんでもらえるように、利用者別にモチーフや、画材を

本人の表現に合ったものを使用していきました。それにより、利用者の個々の個性が出て制

作意欲も向上しました。 

「愛護ギャラリー展」にて今年度は、絵画はもちろんの事、工芸作品や陶芸(焼却炉使用)

などいろいろな、アプローチで、個人の作品だけでなく、団体作品も出展することにより、

多くの利用者が参加することができました。「愛語ギャラリー」では絵画で、県作業所連合

会・理事長賞(銀賞)1 つ、陶芸で奨励賞 1つを取ることができました。 

四季の郷秋祭りでは、基本的には、全利用者対象として一人１点の絵画作品の展示を行う

ことにより、普段絵を描かない利用者にも描いてもらうことにより、多くの来場者の方に観

覧していただく機会となりました。 

今後も、新しい活動に取り組みながら、個々の利用者の特性に合った活動内容をしていき

たいと考えています。 
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体験(チャレンジ)クラブ 

＜活動方針＞ 

（１） 屋内外での活動を通して余暇を楽しむこと。 

（２） 行事参加やウォーキング、釣り、ハイキング、工芸等、日頃体験できないものを体

験（チャレンジ）し生活の幅を広げること。 

（３） 所属枠を設けず、誰でも参加できる活動とすること。 

＜活動内容＞ 

○毎月 1回実施し、事前に活動内容をポスターなどで告示、参加者も同時に募る。 

○活動内容は利用者の意見を取り入れる為、自治会等を活用する。 

   ○ボランティアの協力、参加を募る。 

   ○月単体での活動や１年を通した製作（テーマ）活動を実施する。 

 ＜総括＞ 

体験クラブは、年間テーマ活動と、利用者から要望を聴取した活動とを月交代で取り組ん

できた。今年度の年間テーマは『自作習字』であったが、割箸から炭を作り、それを削って

墨滴にするといった活動を数回に分けて実施し、1 月活動にて書き初めという形で習字を行

うことができている。年間テーマ以外の活動では、利用者自治会を利用し、そこで取り組ん

でみたい活動を利用者から聴取し、内容を反映させ、魅力ある活動作りに努めた。又、地域

資源を活用し、ボランティアの利用（6 月）を行い、地域交流の場としても活用した。以上

より、自作習字に加え、その他の活動（下記表参照）共、普段体験することが少ない活動を

提供し、利用者の生活の幅を広げることができている。更に、クラブシンボルマークを利用

者の中から募集し、採用することで、参加意欲の向上を図った。 

参加者は、固定メンバーを決めず、活動 1週間前を目安に、ポスターを作成、園内に掲示

し募る方法を実施した。このことで、毎回参加する利用者も異なり、自由に参加できる活動

として位置づける事ができている。 

活動では写真クラブの前身ということもあり、毎回活動風景の写真撮影を行った。撮影し

た写真は説明等を付け、加工し、作成した作品と一緒に、活動成果として廊下に掲示を行い、

いつでも利用者が振り返ることができる様にした。写真を眺め、楽しそうに他者に自分の作

品の紹介をする姿が見られ、利用者にとって魅力ある活動として活動後も感じて貰える良い

機会となった。又、職員や保護者とのコミュニケーションツールやボランティアを含めた地

域住民への活動をアピールする場とすることができた。 

全体として、目標に沿った活動を提供することができている。 

 

 ＜平成 22 年度 活動内容＞ 

月 予定 実際の活動＊活動費 

４月 筆の作成 

（ストローを使用した筆の作成） 

活動なし 

5 月  巨大テルテル坊主作り 

活動費 0円

6月 紙すき   

（紙パックや新聞等を材料とした和紙の作成） 

アニマルセラピー 

活動費 1,400 円

7 月  歩行活動 

活動費 0円

8月 墨の作成  

（割り箸から墨を作り、お湯で溶かし墨滴を作る） 

炭作り体験① 

活動費 0円

9月  カメラ撮影会 

活動費 0円

10 月 自作習字  炭作り体験② 

活動費 1,050 円

11 月  焼き芋大会 



16 
 

活動費 2,278 円

12 月  門松作り 

活動費 2,988 円

1 月 書き初め 書き初め 

活動費 546 円

2 月  凧揚げ 

活動費 1,500 円

3 月  リサイクル体験（プラ板作り） 

活動費 0円

活動費合計 9,762 円

 

元気クラブ 

＜活動方針＞ 

(1)散歩を通じて季節を感じること。 

(2)散歩をする事で楽しみを感じること。 

(3)園外に行く事で、心身共にリフレッシュすること。 

＜活動内容＞       

○車で、公園などに行き、散歩を行う。 

   ○買い物に行く目的を持ち、散歩を行う。 

 ＜所属メンバー＞：利用者１２名 

＜総括＞ 

  今年度から出来た新しいクラブで、毎週活動を行う事が出来た。少人数ずつを数回に分けて

散歩を行い、散歩を通じて、季節を感じたり楽しみを感じることが出来るように行った。始め

は、園から出て散歩に行く事が多かったが、車で、公園まで 

行き散歩をする事が出来るようになった為、活動の場が広がった。参加される利用者も、各々

に、散歩している事を楽しんでいる様子が見られた。活動内容の買物に行く事は、今年度は、

出来なかったが、来年度には出来るようにしていきたい。 

 

家庭科クラブ 

＜活動方針＞ 

1）おやつ作りや料理作りを通し、季節感を感じること。 

  2）おやつ作りや料理作りを通し、楽しみを感じること。 

  3）ミシン縫いや手縫いなどを行うことで、作品作りなどを楽しむこと。  

＜活動内容＞ 

1）季節に合ったおやつ作りや料理づくりを行なう。 

2）おやつ作りや料理作り、裁縫に必要な材料は、利用者と共に購入していく。 

3）年に一度は、公民館を借りて、季節に合った料理作りを行う。 

4）ミシン縫いや手縫いなどで、作品作りに取り組む。 

＜所属メンバー＞ ：利用者 活動の度に募集 

＜総括＞ 

  今年度も、おやつ作りや料理づくり、裁縫の活動を行った。年度始めに、参加を希望する利

用者を集め、お菓子や料理作りの本を見ながら利用者の希望を聞き、おやつ作りや料理作りを

通して季節感を感じることが出来るように１年間の活動計画を立てた。裁縫は、直接店に購入

しに行き、実際に見て作るものを決めた。 

  おやつ作りは、出来る限り、利用者に行なってもらうような見守り・支援を行なうことで、

回数を重ねるにつれ、自然と役割分担が出来、利用者自らが進んで活動することが出来た。そ

れに伴い、おやつ作りの楽しさや興味が増していったように感じる。今年度も、自分達が作っ

た物を秋祭りで販売し、完売した事で、より自信にも繋がった様に思う。 

  公民館を利用しての調理実習は、いつものおやつ作りとは異なり、実際に火を使う。自分の

分は自分で作ってもらう事などを行った為、より充実したものになったように思う。作った物
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を、その場で食べると言う事は、中々経験が出来ない事なので、良い機会になっていると感じ

ている。 

裁縫は、作品が出来、秋祭りに展示した。実際に完成した物を見て、自信を持ち、次への意

欲に繋がった。自分の物も作れ、実際に使用した事も良かったと思う。今年度は、作った作品

を販売することもできた。 

  毎月の活動を募集形式にしている。募集の紙を作成したことで、年々利用者の参加が増えて 

いる。 

 

（8）年間行事 

  四季の郷での生活が単調にならず、潤いのある生活を送ることができるように、年間を通し

て様々な行事を企画してきた。利用者の状態も様々なので、より個人の希望や要望を生かせる

ように、全体での行事以外にも小グループでの外出や活動ができるような配慮をした。  

平成 22 年度は、以下のような行事を行った。 

【全体行事】  

① 夏祭り…8月 7日（土） 

          今年もヴィラ東山苑（老人施設）との共催で夏祭りを計画・企画していたが、残念な

がら当日に雨天となり、別々の場所で各自に実施することになった。しかしながら、屋

内の狭いスペースで行う大人数の盆踊りが返って盛り上がる結果となり、利用者さんと

しては大盛況の夏祭りとなった。 

② 春の親子遠足…6月 6日（日） 

     保護者との交流も目的に、豊橋総合動植物公園へ行った。今年度も『日曜日』に実施

した。その結果今年度も多数の保護者が参加され、利用者・保護者・職員合わせ 100 名

規模での楽しい一日となった。 

③ 秋祭り…11 月 23 日（火） 

    今年度も、保護者会主催の「バザー」と同時に実施した。地元の自治会長さんに一日

施設長を委嘱した。アトラクションや音楽クラブを中心に『カラオケ大会』を行った。

また、花・パン・軽食・ゲーム等の出店、地域の幼稚園・小学校児童の作品展示等、周

辺住民の皆さんと楽しい一日を過ごすことができた。 

④ クリスマス会…12 月 23 日（木） 

    今年は『キラキラ』をテーマに、四季の郷の多目的ホールと食堂を利用して実施した

。毎年恒例になっている『気賀高校吹奏楽部』の皆さんに今年も演奏していただいた。

そのほかにも、音楽クラブが１年間取り組んだ活動の発表、ボランティアによる『民族

舞踊』、そしてサンタクロースからのプレゼントタイム、ケーキタイムと参加者全員で

クリスマス会を楽しんだ。 

【他団体主催行事】 

① 親子レクリエーション…8月 15 日（土）／四季の郷保護者会主催 

     四季の郷保護者会が主催して、豊岡村総合センター「豊岡荘」で実施した。合計 88 名

が参加し、ボランティアによる『マジックショー』『ゲーム・レクレーション』、新入職

員によるレクレーション等で楽しい１日を過ごした。 

②その他 

わかふじスポーツ大会（９月 6日“フライングディスクの部”９月 6日“ボウリングの

部”／県障害者スポーツ協）、オレンジマラソン大会（10 月 31 日／県愛護）、友愛広場（10

月 24 日／市社協）愛護ギャラリー展見学（12 月 2 日／県愛護）等に参加した。 

【グループ活動】 

今年度も、課業班活動の中に組み入れ実施した。所属利用者人数に応じた予算配分と実施

枠制をとって実施した。 

   実施内容の報告は、前項の各課業班報告の通り。 

【その他の行事等】 

① 誕生会 

    毎月実施した。歌や踊り、ゲーム等を企画し、実施した。誕生者におやつ選びをしても
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らい、ケーキやお饅頭など誕生者が好む物を提供した。 

  ② 季節行事 

端午の節句、七夕、お月見、節分、ひな祭り等の伝統的な行事も大切に実施した。 

  ③ 買い物外出  

    土・日曜日を利用して、買い物外出を実施した。後期については、職員人数の関係で予

定通りに実施できなかった。 

   ④ 一泊外出 

    利用者・保護者の要望（経費全額利用者負担）を元に、計 6 グループ（内 1 グループは

日帰り）で実施した。今年度については、日帰り外出を小グループから大グループに見直

した結果、多人数で行く楽しさが利用者さんにも好評であった。 

実施内容は以下の通り。 

月 外出班 利用者／職員人数 行き先と利用者 1人あたりの金額 

6 Ａ班一泊 6/29・30 ＜愛知・犬山方面＞     21，240 円 

7 Ｂ班一泊 7/26・27 ＜横浜・八景島方面＞    21，184 円 

9 Ｃ班一泊 9/14・15 ＜神奈川・箱根方面＞       17，917 円 

10 Ｄ班一泊 10/26・27 ＜愛知・蒲郡方面＞         19，933 円 

11 Ｅ班日帰り 11/10 
＜東山動植物園＞ マイクロバス 

                   3，800 円 

1 Ｆ班一泊 1/19・20 ＜三重・鳥羽方面＞     23，210 円 

2 Ｇ班一泊 2/8・9 ＜御前崎方面＞       20，200 円 

 

３．地域・防災 

（1）在宅障害者の受け入れ 

   今年度も、積極的に短期入所（ショートステイ）及び日中一時支援事業利用者の受け入れ

を行った。それぞれの事業報告については別紙。 

（2）ボランティアの受け入れ 

   今年度もボランティア担当職員を中心に、ボランティアの受け入れを積極的に進めてきた。

地域との“橋渡し”機能を持つボランティアの受け入れは、利用者の生活・支援が地域に広

がる機会となっている。行事等での手伝い等、ボランティアが支援の補完的な役割を担って

いる現状があることも否めない。 

（3）実習生の受け入れ 

   今年度も、積極的に実習生の受け入れを行ってきた。受け入れの実績は以下の通り。 

 実習生受け入れ実績 （平成 23 年 4 月～平成 24 年 3 月／実習受け入れ順） 

所 属 等 目 的 実 習 期 間 
実習

日数 

受入

人数

静岡県立大学短期大学部 保育実習 6 月 6 日～6月 18 日 12 2 

浜松学院大学 保育実習 6 月 20 日～7月 2日 12 1 

聖心女子専門学校 保育実習 7 月 19 日～7月 30 日 11 1 

浜松学院大学短期大学部 保育実習 8 月 1 日～8月 13 日 12 2 

静岡県立大学短期大学部 社会福祉士資格取得 8 月 1 日～8月 22 日 18 2 

東海福祉専門学校 希望実習 8 月 15 日～8月 19 日 5 1 

浜松学院大学 保育実習 9 月 1 日～9月 13 日 12 2 

静岡県立大学短期大学部 保育実習 9 月 11 日～9月 23 日 12 2 

東海福祉専門学校 介護福祉士資格取得 9 月 19 日～9月 30 日 10 2 
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東海大学短期大学部 教員・保育士免許状取得 11 月 14 日～11 月 25 日 12 2 

東海大学短期大学部 教員・保育士免許状取得 11 月 28 日～12 月 9 日 12 2 

静岡県立大学短期大学部 社会福祉士資格取得 3 月 12 日～3月 17 日 6 2 

浜松医療福祉専門学校 体験実習(歯科衛生士) 
6/1、6/3、6/6、6/7、6/10 

6/13、6/14、6/15、6/17 
計 9 計 18

実習受け入れのべ日数 ２４９日 

実習受け入れのべ人数 ３９名 

＜福祉体験＞ 

  11 月 8 日～10 日  県立気賀高等学校 2 名 

 

（4）防災訓練等 

今年度も、万が一の場合に備えて毎月計画的に防災訓練を実施した。その総括は以下の通

りである。 

○昨年度の反省を生かし、今年度についても初期消火や防災盤の操作方法等について、個別

の指導時間を設けるなど、不得意部分を繰り返し訓練できた点は良かった。しかし、まだ

基礎的な動きが出来ていない職員もいるので、来年度も継続していきたい。 

○職員の判断力を養うため、年 2 回の抜き打ち訓練を引き続き実施した。緊張感を持った有

意義な訓練となった。 

○地震対策として、防災専用の携帯電話を購入・設置し、情報収集や情報発信の充実を図る

取り組みを実施した。まだ定着化していないため、引き続き取り組んでいきたい。 

●３月１１日に、東日本大震災が発生した。その前月に、阪神大震災で被災した福祉施設を

見学し防災講習会で報告したばかりであったため驚きと同時に、大地震や津波の脅威、被

害の大きさ、さらには原発の怖さに、ただただ呆然とするだけであった。私達も東海地震

を念頭に準備を進めてきたが、漠然としていたイメージが、今回の地震ではっきりと想定

することができた。同程度の地震や被害が発生することを前提に、法人レベルの震災対策

も含めて取り組んでいきたい。 

防災訓練実施報告  ※年間防災訓練計画に基づき実施しました。 

実施月日 訓 練 実 施 内 容 

4/13(火) 
日中の突発的地震を想定しての避難訓練を実施。新職員への防災設備取り扱

い訓練と初期消火手順訓練を実施。 

5/12(水) 平日の日中火災を想定しての避難訓練を実施。消火器による消火訓練を実施。

6/16(水) 
土日祭日の日中火災を想定しての避難訓練を実施。消防署との逆信応答訓練

を実施。 

7/14(水) 夜間火災を想定しての避難訓練を実施。職員非常招集訓練を実施。 

8/4(水) 平日の日中火災を想定しての避難訓練、新職員研修を実施。 

9/1(水) 
東海地震注意情報・警戒宣言発令を想定しての総合防災訓練を実施。非常食

の喫食と実技訓練を実施。 

10/25(月) 平日の日中火災を想定しての抜き打ち避難訓練。 

11/1(金) 

「社会福祉入所施設防災の日」として、総合防災訓練を実施。地震及び火災

発生を想定しての避難訓練・情報伝達訓練・消火訓練・消防設備の操作訓練・

煙対応訓練・応急対策訓練を実施。 

12/8(水) 土日祭日の日中火災を想定しての抜き打ち避難訓練を実施。 

1/12(水) 夜間を想定しての避難訓練。 
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2/25(金) 防災講習会を開催。『阪神大震災で被災した福祉施設の見学報告』。 

3/24(水) 平日の日中火災を想定しての抜き打ち避難訓練。 

 

4．保護者会との連携 

（1）はじめに 

施設の運営を進めて行く上で、保護者の協力を得るのはとても重要なことである。四季の

郷では今年度も、保護者会担当職員を２名選任し、保護者会関連の会議等に出席して、施設

側との連絡及び調整の役割を果たしてきた。今年度も、利用者と保護者が良好な家族関係を

維持してもらえるようにとの思いから、家庭実習を夏季と冬季の２回実施した。 

保護者会総会に出席していただける保護者の人数や、家庭実習期間の帰省受け入れは、日

数的にも様々な要因から減少傾向にあるが、保護者や家族とのつながりを強める取り組みも

工夫しながら、引き続き、より一層保護者との交わりを深めていきたいと思う。 

（2）家庭実習実施状況 

    今年度は夏季と冬季の２回、家庭実習期間の設定を行った。以下が、その期間と期間

中に帰省した利用者の人数。 

○夏季家庭実習 8 月 12 日 (木) ～   8 月 16 日（月）  5 日間 利用者 33 名帰省 

○冬季家庭実習 12 月 29 日（水）～  1 月  4 日（火）  8 日間 利用者 31 名帰省 

家庭実習の実施にあたっては、今年度もあらかじめ文書で保護者に通知し、都合を確認し

た上で受け入れて頂いた。帰省ができても、年々短期間になっていることや帰省できない人

が少しずつ増加している傾向が見られた。家庭実習で利用者が帰宅する際には、各ケース担

当職員が担当利用者の近況を記入した「家庭実習記録表」を渡して、保護者に施設生活の状

況を知っていただくとともに、保護者には、その記録表に家庭での様子や要望等を記入・提

出していただき、保護者との連携を図るようにしてきた。尚、帰省ができなかった利用者の

保護者には、家庭実習記録表を送付した。 

    更に、施設全体のことを保護者の皆さんに知っていただくために、施設内新聞「さんさん

タイムズ」を発行した。毎回テーマを設定し、職員の紹介等も掲載してきたため、利用者・

保護者から大変講評であった。 

（3）行事への参加・協力 

    今年度の四季の郷年間行事の中で、保護者会との協力によって実施した行事は以下の通り。 

○親子レクリエーション（保護者会主催行事）… 8 月 15 日（日） 参加保護者 25 名 

○春の親子遠足（保護者会協力行事）    … 6 月 ７日（日）  参加保護者 31 名 

○秋祭り・バザー（保護者会共催行事）      …11 月 23 日（火）  参加保護者 28 名 

○クリスマス会（保護者会協力行事）        …12 月 23 日（木） 参加保護者 27 名  

  


