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重点項目  

本年4月1日現在の慈久園入所者の平均年齢は、62歳1ヶ月です。これを男女別で見

ますと、男性は59歳4ヶ月、女性は65歳6ヶ月です。女性は、「高齢者」と言われる

65歳を超えていることが分かります。また、男女の平均年齢差は6歳2ヶ月と開いてい

ます。この平均年齢の上昇は、皆さんが長生きが出来ているという喜ばしい状況であるこ

とに他なりません。 

このような中で、昨年度の施設入所支援事業において、私たちは大きな課題を突き付

けられました。2018年度後半、入所者4名が入院されました。このうち3名(入院先は

各々別の医療機関)は、個々の医療機関で「延命治療」に対する判断を求められる病状で

した。日常生活では判断が可能な入所者も、入院を要するようなときは、自らの意思を伝

えることが出来ず、何より大切な本人の思いが活かされないことに繋がりかねません。 

そこで、今年度は本人の意思の汲み取りを深める取り組みを強化します。 

また、夜間時の体調不良や継続的な医療的ケアの確保のため、365日にわたって夜間看

護職員を配置します。 

地域生活の継続する上で、短期入所は重要なパーツです。昨年開催した地域療育セミ

ナーに係るアンケートにおいても、地域で必要とされるサービスとして最も支持されまし

た。これの一助として、やまさんでの短期入所の開設に取り組みます。 

 

1 可視化を推進します。 

 (1)運営の透明性（情報公開） 

 (2)適正な収支管理 

2 必要且つ的確なサービスを提供します。 

 (1)利用者の人権擁護のもと、行動制限の見直し、同性介護の推進 

 (2)ノーリフトケアの推進 

 (3)コミュニケーション力の向上 

 (4)看護職員の24時間体制 

 (5)リハビリテーションの充実 

3 平成28年7月26日の相模原事件を、支援を見直す基点とします。 

(1)7月26日「出発の日」1月26日「希望の日」 

4 在宅で生活する医療的ケアを必要とする人たちを支援します。 

(1) 本年10月を目途に、やまさんでの短期入所事業の開設 

(2) 慈久園の短期入所の受入の充実 

(3)放課後等デイサービスの重症心身障害児への対応 

5 防犯、防災を推進します。 

 (1)防犯対策の徹底 

 (2)防災計画に応じた適切な訓練及び点検の実施 

7 地域における公益的な取り組み 

(1) 「ふくおかレスキュー」の継続 

 (2)地域（地区）への積極的な働きかけ 



【総務課】 

１ 適正な法人運営 

(1)理事会、評議員会、監事会、評議員選任・解任委員会の適切な開催 

実施内容 

（方法） 

① 役員改選に伴う理事会、評議員会の開催 

② 理事会は6月・10月・3月、及び必要時に開催 

③ 評議員会は、6月・3月、及び必要時に開催 

④ 監事会は、5月及び必要時に開催 

⑤ 評議員選任・解任委員会は、必要時に開催 

(2)必要に応じ社会福祉充実計画の作成 

実施内容 

（方法） 

① 30年度の社会福祉充実残高の明確化 

② 必要に応じ事業等の検討 

 

2 人材確保と育成に取り組む 

（1)新卒者の採用及び人材確保 

実施内容 

（方法） 

① 介護福祉士養成校及び筑後地区近郊高校福祉課への求人活動 

② 新卒者、新規採用者は指導者による指導計画及び評価（各課） 

③ ハローワーク及び折り込みチラシの活用 

④ 新規職員の定期的な面談の実施 

(2)報連相の実施 

実施内容 

（方法） 

① 法人業務会議等の定例開催及び必要時開催 

② 上記記録を掲示し全職員へ伝達、各課会議伝達 

 

3 職員の健康維持及び増進に努める 

(1)ストレスチェックの実施及び適正な面談 

実施内容 

（方法） 

① ストレスチェック(7月実施)の結果をもとに面談の実施 

② ストレスチェックの分析、産業医の意見を参考に職場環境改善 

(2)適切な健康診断の実施 

実施内容 

（方法） 

① 6月夜勤従事者の健康診断の実施 

② 11月～12月全職員の健康診断実施し早期発見に努める 

 (3)安全衛生管理 

実施内容 

（方法） 

① 設備環境の確認、衛生環境把握 

②新規職員採用時、業務に関して発生するおそれのある疾病の予防及

び衛生面於いての教育指導 

③ 福祉用具の活用を継続し介護負担の軽減 

(4)年休消化の推進 

実施内容 

（方法） 

① 付与数に応じた適切な年休消化の推進 

② ３連休以上の取得推進 

③ 取得しやすい協力体制 



  

(5)福利厚生の充実 

実施内容 

（方法） 

① スポーツクラブの活性化 

 

 

4 資産の適正な管理 

(1)経理規程に基づく会計処理 

実施内容 

（方法） 

① 毎月の会計指導により、適正な会計処理 

② サービス区分毎の収支バランスと事業の推進 

③ 固定資産の把握及び台帳の適正な管理 

(2)営繕及び環境整備 

実施内容 

（方法） 

① 土地の取得 

② 適切な害虫駆除及び衛生環境の整備を行う。 

 

5 地域における公益的な取組み 

実施内容 

（方法） 

① ライフレスキュー事業におけるみやま市連絡会の立ち上げを各事

業所と連携して進める。 

② 夏休み工作教室の実施（地域生活応援センターやまさん） 

③ やまさん食堂開設の実施 

 

≪所管委員会≫ 

委員会名 目的 メンバー等 回数 

衛生委員会 ①職員の健康管理を行う。 

②高ストレス者の早期対応を実施する。 

入江医師 月1回 

広報委員会 ①広報紙を発行する。 

②ホームページを更新する。 

外部委員 適宜 

 

 

 

 

 

 

 

 



【支援調整室】 

1 利用者の生活支援 

(1)短期入所利用者…安心な在宅生活の支援 

実施内容 

(方法) 

①サービス管理責任者と調整し、利用希望者との面談及び契約を行う。 

②各係、やまさんとの調整・協力により円滑な利用受付や送迎を行う。 

③契約者と家族、行政や相談支援事業所との情報共有を行う。(担当者会

議の調整・実施) 

④ 利用者情報とニーズの職員周知により、円滑な支援を継続する。 

⑤夜間配置の看護職員との連携により夜間も安心して過ごしてもらう。 

(2)入所利用者…地域の一員としての園生活の支援 

実施内

容 

(方法) 

①介護給付費等の申請など、諸手続きを円滑に行う。 

②国政・市政選挙の不在者投票を円滑に実施する。 

③ 受給者証や手帳、利用者情報に関する書類整備と管理を行う。 

 

2 職員資質の向上を推進 

(1)内部研修会の開催 

実施内

容 

(方法) 

①新任職員研修会を１年計画で開催 

② 外部講師による園内研修会を開催 

 

(2)外部研修会の開催 

実施内

容 

(方法) 

① 他施設の見学研修の実施 

② 他施設合同研修会の開催 

 

≪所管委員会≫ 

委員会名 目的 メンバー等 回数 

苦情解決

委員会 

①利用者の権利擁護を念頭に職員との信頼関係の

維持・向上に努める。 

②相談の日を開催し、苦情等を早期に解決する。 

第三者委員 適宜 

虐待防

止委員

会 

 

①外部講師及び、委員メンバーでの虐待防止研修の

実施。 

②職員セルフチェック等の実施。 

③生活支援課と連携し、行動制限の状況を把握して

適切な支援の提供に努める。 

④虐待にあたる事案が発生した場合は、虐待防止委

員会を開催し、法人全体で改善へ取り組む。 

・外部委員 

・各委員 

月 

1 回 

 



【支援・健康課】 

1 利用者個々の健康維持 

 (1)健康について相談と確かな支援(異常の早期発見・早期対応) 

実施内容 

(方法) 

①バイタルチェック（毎日 一定時間）等、健康状態を把握する。 

②体重（月1回）喫食量（毎食）等の変化を把握する。 

③医師回診（毎週木曜日）により状態を把握する。 

④健康診断（外部医療機関：6月、嘱託医：前期、後期）を実施する。 

⑤利用者・家族に病状等状況を説明、治療等の対応について意向の確

認、理解を得たうえで、適切な対応を行う。 

⑥とびうめネットへの情報登録をすすめ、必要時、関係医療機関へのス

ムーズな対応ができるよう整備する。 

⑦健康シートによる介護職員への情報提供・情報の共有を行う 

 ・状態の変化に応じ、情報を整理する 

 ・医療機関と連携をとり、正確な情報を得る 

 ・ケース会議(適宜)、ゾーン会議(月1回)による情報共有を図る。 

 

2 健康を維持し、充実の生活 

（1）病気の予防・体調維持 

実施内容 

(方法) 

①生活状況に応じ、リハビリ計画に基づいたセラピストによる訓練によ

り、身体機能の維持を図る。また3ヶ月に一度のカンファレンス、モニ

タリングを実施し、本人を含めた関係者との情報の共有を図る。 

②リハビリテーション加算に対応するため、充実したリハビリテーショ

ンを提供する。 

③安全に安心して食事が摂れるよう、咀嚼・嚥下状態、栄養状態、体調

に応じ食事形態内容を工夫する。 

④食事が入らない方には、栄養補助食品を取り入れるなど、栄養状態の

低下を防ぐ。 

⑤胃瘻の方で、上顎に痰の付着を認める方、誤嚥性肺炎を繰り返さる方

に対し、吸引、口腔ケアを適宜実施し口腔内の清潔を保持する。 

⑥訪問歯科受診(毎週火曜日)により口腔内環境の改善・維持を図る。 

⑦言語聴覚士による嚥下訓練、口腔機能訓練により、安全に食事が摂れ

るよう嚥下機能の維持を図る。 

（2）安全で美味しい食事の支援 

実施内容 

(方法) 

①献立を工夫し、温冷配膳車を活用する。 

②季節を感じられるよう、行事食の提供（1回／2ケ月） 

③嗜好調査（年1回）を実施し、利用者の好まれる献立を取り入 

れるなど、嗜好調査の結果を反映する。 

④給食委託業者との情報共有・連携を図る。 



⑤安楽・安全な姿勢で食事が摂れるように工夫する。 

⑥摂食動作、車いす操作等生活動作を維持できるよう工夫する。 

⑦食事形態の統一を図る。（例：きざみ食は食材にかかわらず、全て刻

んで提供する。） 

（3）夜間看護職員を配置した24時間体制による安心できる生活への支援 

実施内容 

(方法) 

①日勤看護職員と夜間看護職員との情報共有、連携を図るため書面等の

体制を整備する。 

②利用者の情報（病状、既往歴等）、医療的なケアに対する情報を収集

し、適切なケアを実施する。 

③薬の情報を整備し、正確な服薬を実施する。 

④喀痰吸引等研修修了者と連携をとれる体制を整える。 

 

≪所轄委員会≫ 

委員会名 目 的 メンバー等 回数 

事故防止委員会 
事故の防止及び過去の事故対策の確認

を行い事故の再発を防止する。 

・外部委員 

 
年3回 

給食検討委員会 

①行事食など献立を工夫し美味しい食

事を提供する。 

②利用者の栄養状態・嚥下状態に応じ

た食事を提供する。 

・外部委員 

 
毎月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【生活支援課】 

１ 入所者生活の充実 

（1）個別支援計画書に沿った支援の実施 

実施内容 

（方法） 

①「本人計画」を基本とし、計画書作成やモニタリングは本人参加の担当者会

議の中で確認する。 

②担当者会議を定例化し、職種間の連携強化と支援の円滑化を図る。 

③利用者個々の課題は、随時本人参加のケース会議を実施する。 

④身体拘束の適正化を図るため、身体拘束等に係る記録を残し、記録から身

体拘束の内容や時間の見直しを行う。 

（2）入所者の思い（延命治療等）の尊重 

実施内容 

（方法） 

①出発の日、希望の日を継続し、思いに耳を傾け入所者への理解を深める。 

②日々の会話や意見交換会での意見に真摯に対応する。 

③コミュニケーション部会の活動を通して入所者の思いに寄り添い、日々の生

活や行事に反映させる。 

（3）生活の楽しみ 

実施内容 

（方法） 

①入所者の意見を反映したゾーン活動や外出を実施する。 

②園行事として、一泊旅行を実施する。 

② 個別支援計画のニーズに沿い、個人生活体験室の実施を継続する。 

（4）外部ボランティアや講師による活動の充実 

実施内容 

（方法） 

①ボランティアによるサークル活動を継続する。 

②健康体操、輝ボランティアや近隣住民との活動機会を継続する。 

③入所者・職員に向け外国人講師による英会話の機会を設け、異文化に触

れる。 

 

2 介護の質の向上 

（1）ノーリフトケアの推進 

実施内容 

（方法） 

①ノーリフトケアに対する理解を深め係員が共通認識を持つ。 

ア、ノーリフトケア推進部会を設ける。 

イ、ノーリフト協会に加入し、研修に参加する。 

ウ、本園においてノーリフトケアの研修を実施する。 

②入所者個々に求められるケアを明確にし、実践する。 

③介護者の負担軽減を目指す。 

（2）紙オムツの効果的使用の推進 

実施内容 

（方法） 

①紙オムツ推進部会を設け、介護職員の排泄介護技術の向上に努める。 

ア、メーカーアドバイザーとの連携を継続する。 

イ、排泄介護技術に課題のある職員には、部会員が直接指導を行う。 

ウ、外部研修（おむつフィッター）に参加する。 



②入所者個々に応じた排泄を支援し、生活の中に係る排泄への負担軽減に

努める。 

（3）口腔ケアに対する意識を高める 

実施内容 

（方法） 

①歯科衛生士による定期の口腔ケア指導を実施する。 

②口腔ケアに対する意識を高め、日々のケアを丁寧に行うとともに、課題のあ

る入所者については、個別に取り組む。  

（4）同性介護の推進と介護士間の協力強化 

実施内容 

（方法） 

①排泄場面における同性介護の徹底 

②入浴における同性介護の推進 

③ ゾーン職員の男女混合により、日常支援の円滑化を図る。 

 

3 職員間の協力体制の充実 

（1）入所者の体調変化には迅速に対応 

実施内容 

（方法） 

①医療職と情報を共有し、生活の変化に連携して対応する。 

②夜間看護職員と連携し、入所者及び短期利用者の体調不良時には適切

に対処する。 

③連携を通して介護職員の医療的知識を深め、気づきの目を養っていく。 

（2）短期入所者の円滑な利用支援 

実施内容 

（方法） 

①支援調整室との連携により、円滑な受け入れを行う。 

②新規利用者受け入れの際には本人や家族、他事業者等からの情報を共

有し、安心した利用の提供に努める。 

③継続的な短期利用者においては、担当者会議を開催し、受け入れ体制や

支援状況について協議の場を持ち、確認していく。 

 

4 介護職員の資質の向上 

（1）業務評価の実施 

実施内容 

（方法） 

①職員指導にキャリアパス評価の活用 

ア、新人職員の業務指導と習得度評価の実施 

イ、初級職員の振り返りとしての評価実施 

④ 全係員のキャリアパス自己評価の実施（6 月、1 月） 

⑤ 法人役員による業務評価の実施 

⑥  ゾーン間の相互評価の実施 

 

 

 

 

 

 

 



【A ゾーン】 

～利用者一人ひとりの色（個性）を大切にしたカラフルなゾーン～ 

〇利用者の持つ色を大切にし、気持ちに寄り添った支援を実施する。 

ア 利用者の個々の活動を充実させる。 

イ その方らしく活き活きとした生活ができる環境をつくる。 

〇笑顔の挨拶や丁寧な言葉遣いを通し、穏やかで安心できる雰囲気作りを行う。 

〇日中活動を活用して利用者と職員が一緒に楽しめるカラフルなゾーンにする。 

〇居室の整理整頓や身だしなみ・おしゃれを行い、心地よい生活空間を提供する。 

 

【Bゾーン】 

～利用者個人の楽しみを大切にする～ 

〇体調管理に努め、健康に過ごしてもらう。 

〇意見交換会の意見を参考に、個人にあった楽しみを日中活動に取り入れる。 

〇日中活動としての担当の日を継続し、1対1で関わる時間を大切にする。 

〇生活の楽しみと気分転換を図れるよう、外出や外食の機会をつくる。 

〇利用者の訴えにはスムーズな対応に努める。 

 

【Cゾーン】  

～身だしなみや環境整備に気を配り、マイペースで快適に過ごせる生活空間を目指す～ 

〇利用者1人1人の時間を大切にする。 

〇身の回りの整理を行い、清潔感を保つ。 

〇個人の意見を取り入れた生活や活動を提供する。 

〇担当との関わりを増やす時間を設け、日常生活に反映する。 

〇毎日、明るく楽しく過ごせる環境作りに努める。 

 

【所轄委員会】 

委員会名 目的 メンバー等 回数 

安全対策 

委員会 

①消防計画に沿った防災訓練の実施及び設備点

検 

②地震マニュアル、水害マニュアルに沿った訓練の

実施 

③不審者訓練の実施 

④緊急時連絡網のシュミレーション訓練 

⑤感染症対策への取り組み 

・外部委員 

・各委員 

適宜 

 



【地域生活応援センター やまさん】 

 

［生活介護］ 

1 利用状況の安定化 

(1)健康への配慮、定期的な通所支援 

実施内容

（方法） 

① 欠席時理由等の確認を行い、記録する。 

利用中の健康管理、維持に努め、ご家族、医療機関との情報共有を

図る。 

② 必要に応じ、本人、ご家族、相談支援事業所等、関係機関とも相談し、

利用日の調整、送迎時間･コースなどの見直し・調整を行う。 

 

2 適切なケアと個別支援の充実 

（1）個々のニーズに応じたケアの提供、在宅生活の維持 

実施内容 

（方法） 

① ご家族、関係機関との連携を強化し、利用者の特性の理解、各自の生

活課題の改善、健康管理、維持・増進に努める。 

② 利用者、ご家族と対話する時間を確保し、コミュニケーションを大切

にする。思い、要望、意向を確認しながら支援を行う。 

③ 入浴支援による清潔保持、皮膚観察を継続し、リラックスできるよう

配慮する。 

④ 個々の嚥下、咀嚼状況に応じた食事の提供を行う。 

（2）興味関心のある活動へ参加し、個々の時間を快適に過ごす支援 

実施内容 

（方法） 

① 利用者が好まれる活動を一緒に計画、目標設定し意欲的に取り組む。 

② 作品の制作過程から発表までの場を設け、意欲向上を図る。 

③ 体操等により運動の機会を作り、楽しい参加を図る。 

(3)専門職種によるリハビリの充実 

実施内容 

（方法） 

① 本人、ご家族の希望に応じ、リハビリ計画を作成し、専門職による訓

練を行い、在宅生活の維持に努める。 

 

［日中一時］ 

1 柔軟な受け入れ体制（みやま市、大牟田市、筑後市） 

（1）本人支援：楽しく過ごせる日中活動の場の提供 

実施内容 

（方法） 

① 安心、安全に過ごすことのできる居場所つくりを行う。 

② 活動へ参加し、利用者同士の交流を深める。 

（2）家族支援：緊急時等に安心して利用できる場が欲しい。 

実施内容 

（方法） 

① 可能な範囲内で緊急時や卒業後の受け入れを柔軟に行う。 

（送迎時間などの調整やご家族送迎などの協力依頼を図る。） 



［子ども支援：児童発達］ 

1 新規利用者の確保 

（1）本人・家族への支援 

実施内容 

（方法） 

① 子ども子育て課、保健師等、保育園、相談事業所への広報活動を行

い、情報収集、共有を図る。 

② 心身の状況、特性を把握し、成長発達の応じた遊びや運動・日常生

活動作の訓練を専門職と連携し行う。 

③ 保護者の精神的不安の緩和を図り、一緒に成長を見守る。 

④ ニーズを把握し、個別療育の充実を図る。 

 

［子ども支援：放課後等デイサービス］ 

1新規利用者確保と利用状況の安定化 

（1）ニーズに対する適切なケアの提供、継続利用のための支援 

実施内容 

（方法） 

① 送迎時や連絡帳を活用し、家族とのコミュニケーションを大切に行

い、本人、ご家族の思いを汲み取る。 

② 相談支援事業所等への情報提供、連携を強化し、利用者確保に努める。 

③ 「保護者向け事業所評価表」の実施 

保護者会、個別懇談を通して個々のニーズの把握に努める。 

④ 「事業所向け自己評価表」の実施、公表、課題の共有、改善を図る。 

⑤ 家庭の諸事情等、止む得ない場合と判断した場合、学校側と協議し、

「通学支援」を検討する。 

 

2 個別活動・集団活動の推進 

（1）個々の特性に応じた活動へ参加し、多くの体験が出来る支援 

実施内容 

（方法） 

① 五感を刺激する活動（スヌーズレンの導入、活用）・読み聞かせな

ど想像力を培う活動、また集団・グループごとの活動を実施し、子ど

も同志の関わりの中で社会性を学ぶ。 

② 専門職による訓練等を行い、安楽な体位の保持、機能の維持を図る。 

③ 公共交通機関やリフトカーで外出を行い、社会体験活動に取り組む。 

④ 個々の学習能力の把握に努め、学習支援を行う。 

（2）専門職によるリハビリの充実 

実施内容 

（方法） 

① 心身の状況や成長発達に応じ、リハビリ計画に基づいた訓練を行い、

安楽な体位、機能の維持、向上を図る。 

② 日常の活動の中において体位の工夫や活動へ参加しやすい姿勢、運動

機能の維持向上を図る活動内容など専門職のアドバイスを受け実施

する。 

③ 定期的なカンファレンス、モニタリングを実施し、本児やご家族、関



係者との情報共有を図る。 

（3）地域との交流の機会（体験の場、学びの場）の提供 

実施内容 

（方法） 

① 近隣の小・中学校との交流の機会を設ける。また、学童との交流を検

討する。 

② 近隣の小・中学校の職員間での情報共有を図る。 

③ 「地域療育セミナー」など開催し、啓発活動へ取り組む。 

 

［短期入所事業］(別紙あり) 

１（1）短期入所の開設準備並びに開設 

実施内容 

（方法） 

① 適正な運営に向けての県との協議 

② 短期入所者獲得のための広報活動 

(2) 短期入所事業の円滑な運営 

実施内容 

（方法） 

① 医療的ケア児を含めた短期入所の受け入れ 

② 事前情報（夜間の入眠状況、緊急時の対応など）等、家族、関係機関

との情報共有を図り、安心できる場の提供 

③ 安心・安全に定期的に利用できるよう努める。 

④ レスパイトケア 

 

[職員の資質向上] 

人材育成・知識、技術の向上 

実施内容 

（方法） 

① 新規職員の指導計画に基づく指導、キャリアパスの実施。 

介護技術チェックを適宜実施 

② 職員間のコミュニケーション、情報共有の場（朝礼、会議、委員会、

定期的な面談等）を確保 

③ 外部への研修会参加（人権・虐待防止等の研修）を推進 

事業所内での伝達講習や専門職による勉強会の実施 

④ 他事業所（保育園、児童発達支援事業所）への見学、実習を踏ま

え、保育、療育に関する知識技術の習得を図る 

⑤ 歯科衛生士等による口腔ケア指導 

⑥ 天井走行リフト、床走行リフトの安全かつ適切な取扱いを行い、安心

安全な介助方法を習得し、職員の負担軽減を図る。 

 

 

 

 



《所轄委員会》 

委員会名 目 的 メンバー等 回数 

やまさん運営委

員会 

① 行事内容の検討、地域との交流、協力体

制の構築 

② 地域への貢献活動  

③ 岩津地区自主防災組織への継続 

④ 公益事業の取り組み 

・外部委員 偶数月 

事故防止委員会 ① 事故防止、事故対策の協議 

② 事故再発防止の取り組み 

・保護者 年2回 

虐待防止委員会 ① 職員セルフチェックの実施 

② 虐待が疑われた事案の協議、検討 

・外部委員 年2回 

 

【相談支援事業所 ブレス】 

1 関係機関との連携 

（1）定期的な自宅、事業所訪問。関係機関からの情報収集、共有 

実施内容 

（方法） 

① モニタリングの時期に応じ、定期的に関係機関やご自宅を訪問し、

利用者の状況、本人、ご家族の意向など確認する。 

② 関係者会議を開催し、情報共有、支援内容の統一を図る。 

③ 利用者、ご家族のニーズを把握し、適切に障害児利用計画書の作

成、実施、モニタリング等を行う。 

(2)職員の資質向上、業務内容の明確化(見える化) 

実施内容 

（方法） 

① 業務日誌の回覧 

② 相談支援センターホープとの定期的（2 ヶ月に 1 回）な情報交換会

の開催 

③ 相談支援連絡会にて相談件数、内容等の報告 

(3) 職員の資質向上 

実施内容 

（方法） 

① 外部研修へ積極的に参加、報告を行う。 

② 相談支援部会等での事例研究等で支援内容などの見直し。 

③ 地域の福祉サービスんお現状を把握、有効に活用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【相談支援センター ホープ】 

1 目標 

みやま市委託相談支援事業所として地域の様々な相談に対応します。ひきこもり支援、

ひとり暮らし、見守りが必要な家族支援について継続的に訪問等実施、地域移行支援に

ついても関係機関と連携を図ります。 

市地域(自立)支援協議会 相談支援事業部会では発達障害者支援センターを交え事

例検討を実施し、各事業所における対応状況の共有を行い、相談支援専門員の資質向

上、相談支援事業所間の連携に取組みます。 

また、これまでの実績を踏まえ、みやま市における基幹的相談支援センターとしての役

割を意識して相談に対応し、わかりやすい情報提供、関係機関との連携強化を図り、在宅

者一人一人と向き合い伴走していくことに務めます。 

柳川市・みやま市協働で地域生活支援拠点が設置され、地域の社会資源を活用した

運営について協議が進められており充実した活動が出来るよう連携を図ります。 

2 活動 

（1）関係機関との連携 

実施内容 

(方法) 

①広域・専門的事業(発達障害者支援センター、障害者就業・生活支援セ

ンター、障害者等地域療育支援事業など) や教育、医療、企業等関係機

関との連携を図り、ニーズの整理、見守り、支援を行う。 

②地域移行、地域定着支援を円滑に行うため、個別支援会議を適宜開催

するなど当事者を中心に関係機関との連携を図る。 

③民生委員定例会等への参加を行い、地域のニーズの把握及び相談支

援センターの役割について説明し協働で対応できるよう務める。 

④みやま市福祉事務所と随時情報を共有し、協働で在宅訪問等実施す

る。 

④ 相談者の自立した生活を継続するため総合的な計画相談支援に取り

組む。 

 

（2）みやま市地域(自立)支援協議会の運営 

実施内容 

(方法) 

①みやま市福祉事務所と共に協議会事務局として運営を担う。 

②相談支援部会を実施し、関係機関と協働して地域福祉の推進に努め

る。 

・みやま市福祉事務所、相談支援事業所(4 センター)。月 1 回開催。 

③みやま市福祉事務所と協働し、障害者虐待防止センターの一翼を担

い、虐待からの保護、及び虐待防止の啓発など権利擁護視点より取組む。 

④相談支援連絡会を開催し、事例検討等実施。必要に応じ助言、協議を

行う。 



・県南筑後保健福祉環境事務所、みやま市(福祉事務所・健康係)、市社会

福祉協議会等関係機関。3 ヶ月に 1 回開催。 

（3）職員の資質向上 

実施内容 

(方法) 

①みやま市障害者福祉サービス事業所連絡会(サポートみやま)に加盟す

る事業所職員の資質向上のため研修会の開催や交流を行う。 

②ネットワークふくおか(福岡県内の基幹・委託相談支援事業所)の活動を

通して情報共有を行い、制度・施策への提言につながるよう地域の状況を

報告し、研修会に参加する。 

③福岡県が開催する専門別研修会や当法人主催の研修、その他必要な

研修会に参加する。 

⑤ 当センター内で必要に応じて事例検討等行う。 

 

(4)地域交流 

実施内容 

(方法) 

①在宅障害者やその家族等を対象に交流を図るため交流ひろばを活用す

る。 

②みやま市障害者福祉サービス事業所連絡会(サポートみやま)の取組み

として地域社会の理解を広げるため作品展示や即売会に取り組む。 

  

 (5)地域生活支援拠点等の整備推進事業について 

実施内容 

(方法) 

① 柳川市と協働で設置の拠点施設である社会福祉法人たからばこととも

に、みやま市、柳川市の社会資源の協力(面的整備)をすすめ、地域の

実情に応じた運営の充実を図る。 

 

                         


