令和４年度 事業計画書
令和４年４月１日から令和５年３月３１日

法人名：社会福祉法人 長いスプーン
１． はじめに

出口の見えないコロナ禍に明け暮れ、人も組織も世の動きに飲み込まれ、もがいてももがいても身動きと
れずに、底知れぬ混沌とした闇に埋没してしまった１年でした。糅てて加えて、狂気としか言いようのない残
虐な殺戮がこの地球上で始まり、ますます闇は広がり絶望は深まるばかりです。これらの動きに呼応するか
のように、カメラーデンの障がい者の心も揺れ動き、自身の生活の中に不安を感じているような行動がみら
れるようになってきました。表現できないもどかしさの中でストレスがたまり、突然、仲間や職員を殴るなどと
いったことがおきています。残虐な戦場の映像を目の当たりにして、あるいは閉塞的なこの頃の日常に、障
がい者の心はわれわれ以上に敏感に反応し、不安を感じているような気がします。
こうした中でこそ、今年度は希望のもてる事業を展開し、少しでも彼らに静かで安心できる生活を提供しな
ければならないと思っています。
令和４年度の大きな事業は、法人の事務所の建築と、工房くまごろうのハム・ソ工房の移転です。これは
事務効率をあげるためと、事務業務と相談事業とをはっきりと分けるためです。またハム・ソ工房の移転によ
り食肉加工の製産性をあげ、利用者たちが少しでもその部門に関われるようにすたるためであり、外販の収
益をあげるためにも必要な事業と考えています。
また、今年度の本格的な事業としてワサビの苗づくりがあります。これまでの試験的な播種から、育苗・販
売を目指します。当初は大きな利益にまでは行かずとも、利用者たちの夢をのせた苗が育ち、静岡のワサ
ビ農家の元にとどけられるように頑張りたいと思います。
各 GH の備品についてもまだまだ足りません。彼らがより快適に暮らせるように、設備・備品を整えていく必
要があります。
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２． 役員会開催計画
【理事会開催計画】
回

月

日

主な決議事項

1

5 月 28 日（土）

① 推薦理事会

2

6 月 4 日（土）

① 令和 3 年度事業報告および決算報告の承認の件
②

定時評議員会の開催について

3

6 月 18 日（土）

① 理事長の選定について

4

12 月 17 日（土）

① 令和 4 年補正予算(案)の件

5

3 月 18 日（土）

①
②

他

令和 5 年度事業計画(案)について
令和 5 年度収支予算(案)について

【評議員会】
回
1

月

日

6 月 18 日（土）

主な決議事項
① 令和 3 年度計算書類・財産目録の承認について
② 理事および監事の選任について

【評議員選任・解任委員会】
回
1

月

日

6 月 18 日（土）

主な決議事項
①

評議員の選任について

【監事監査会】
回
1

月

日

5 月 8 日(土)

監査内容
①
②
③
④

支出行為等の確認
令和 3 年度決算書類の確認
利用者預り金の確認
役員会等の運営について
他

３． 改修・修繕・購入計画
（１） 建物・設備関係
① ハム工房および事務所の移転工事について
工事費用：約２６，０００，０００円
② グループホームカメラーデン
・居間のテーブル、ソファーの新調
費用：約１００，０００円
現在使用しているものが１０年以上経過し、老朽化しているため。

(２) その他
① ホームページリニューアル
費用：約３００，０００円
② 事業ごみ収集
年額：１８０，０００円
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４． 法人運営資金等
（１）

法人運営の財源は、個人、その他団体からの寄付金と各事業運営による収入の繰入金等とし、法人の
安定的運営を図るため、各事業所から法人本部へ、以下のとおり資金の繰入れを行うものとする。 繰入
方法はグループホームカメラーデンと工房くまごろうで収入に応じて、1：1 の按分とする。
事業所名

金 額

グループホームカメラーデン

３８０，０００円

工房くまごろう

３８０，０００円

合 計

７６０，０００円

備 考

（２） 償還金返済計画
部 門 等

期首残高

当期返済予定

期末残高

３，１７２，０００円

７３２，０００円

２，４４０，０００円

施設整備費用

５９５，０００円

４２０，０００円

１７５,０００円

グループホーム
カメラーデンⅡ
施設整備費用

１０，１９１，０００円

８０４，０００円

９，３８７，０００円

合 計

１３，９５８，０００円

１，９５６，０００円

１２，００２，０００円

工房くまごろう
送迎車購入資金
工房くまごろう

備 考
借入金融機関：日本金融政策公庫
完済予定：令和８年７月２５日
６１,０００円/月返済
※５,０００,０００円借換え（令和元年１０月
２５日）
借入金融機関：日本金融政策公庫
完済予定：令和５年８月２５日
３５,０００円/月返済
借入金融機関：北都銀行稲川支店
完成予定：令和１６年１２月２５日
６７，０００円/月返済
１６３，０００円/月返済

５. 事業所運営等
（１） 障害者総合支援法に基づく次の事業を行う
①共同生活支援事業
「グループホームカメラーデン」
定員５名
「グループホームカメラーデンⅡ」
定員８名
「グループホームカメラーデンⅡ サテライト」 定員１名
「グループホームカメラーデンⅢ」
定員３名
②特定相談支援事業
「カメラーデン相談支援事業所」
③就労継続支援事業
「工房くまごろう」 就労継続支援Ａ型 定員１０名
就労継続支援Ｂ型 定員２０名

（２） 事業所運営
職員は事業所運営の主役である利用者の生活・就労を支えることを第一に考え、彼らの気持ちに寄り添う支
援を行い、社会の一員として生きがいを持って生活できるように援助する。
また、環境整備、危機管理等を徹底するとともに、苦情解決や虐待防止等の関係法令を遵守し、規程に沿
って迅速かつ適正な対応を心がける。

(３) 関係機関・団体等との連携・協力
① 県、湯沢市をはじめ関係ある市町村等の行政機関との連携
② 医療機関との連携
③ 湯沢雄勝地域包括支援ネットワーク協議会への参加 (相談支援部会・就労部会)
④ 地域および関係する機関や団体との積極的連携・協力
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６． 職員の資質向上と職場環境の整備について
(１) 社会福祉士・精神保健福祉士等の国家資格等の取得促進及び自らの支援技術向上のための自己啓発
に対して、積極的に支援する。また、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対するサービス
管理責任者研修、相談支援従事者研修等の受講支援を行う。
(２) 少人数の職員体制であることを活かし、常に職員間で情報共有できるようにする。そのために、短時間で
もランチミーティング等を行うことにより、職場内コミュニケーションを円滑にし、職員の気づきから勤務環
境や支援内容の改善を図る。
(３) 家族との生活が充実したものとなるように、子育てや介護との両立を目指す者のため、育児休業制度、介
護休業制度の充実、時短勤務の整備を行うとともに、働きながら子育て、介護できる環境を整える。また、
個々の生活に応じて、雇用形態、雇用時間を柔軟に選択できるようにする。
(４) 年５日の年次有給休暇の確実な取得を促し、リフレッシュして業務を行える環境を作る。
(５) 福祉・介護職員処遇改善計画、福祉・介護職員等特定処遇改善計画を見直し、職員給与のベースアッ
プを図るとともに、確実に年１回賞与を支給できる体制を整える。
(６) 職員が定着し、長期的に働ける環境を目指し、退職金制度整備に向けた準備を行う。
(７) 職員の健康を保持するため、年１回健康診断を実施する。また、職場環境調査、ストレスチェックを行うこ
とで、個々の課題や健康状態を把握しフォローできる環境を作る。
７. 職員の研修・セミナー参加計画
通常業務に影響のない範囲での研修参加を計画する。また、伝達研修を含めた内部研修会を企画し、必
要な情報を共有することで、職員の資質向上を目指す。
８. 採用計画・職員配置計画
（１）採用計画
正職員およびパート職員の採用を計画し、必要に応じ、理事長が採用面接を行い補足・増員を行う。求人
はハローワークを通じて行うほか、法人ホームページや動画サイト等にも情報を公開する。
安定的な支援を行うため、多様な人材(高齢者・障がいのある方、外国人等)を活用する。
（２）配置計画
グループホームカメラーデンでは、世話人の配置４：１以上を目指す。また、生活支援員については利用
者の障害支援区分の程度に応じて配置を行うものとする。
管理者
（施設長）

事業所名
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
ｶﾒﾗｰﾃﾞﾝ

ｻｰﾋﾞｽ管理
責任者

1.0 名

0.5 名

世話人
4名

生活
支援員

備 考

1.0 名

就労継続支援 B 型「工房くまごろう」では、職業指導員および生活支援員の配置 7.5：1 以上を目指す。生
活支援員については、1.0 以上とする。
事業所名
工房くまごろう

管理者
（施設長）
１.0 名

ｻｰﾋﾞｽ管理
責任者
１.0 名

職業
指導員
2.5 名

生活
支援員
0.5 名

特定相談支援事業所の配置は以下のとおりとする。
事業所名
ｶﾒﾗｰﾃﾞﾝ相談支援事業所

管理者相談支援専門員
１.0 名
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備 考

備 考
その他、調理員
施設長サビ管兼務

９． 防災
防火担当責任者は、施設長とし、火元責任者はグループホームでは世話人、就労継続支援事業所では防
火管理者が担うこととする。火災その他の災害が発生した場合、被害を最小限にとどめるため自衛消防隊を
置き、利用者の安全を確保する。
任務分担
通報連絡班
消火班
避難誘導班

119番で消防機関へ通報する。(固定電話、各職員携帯)
敷地施設内の職員への連絡を行う。
関係者及び近隣への連絡を行う。
消火器等による初期消火を行う。
出火時における避難者の誘導を行う。
逃げ遅れた者の確認を行う。

・ 職員の業務時間内に火災その他の災害が生じた場合の任務分担は、次のとおりとする。
通報連絡班
班長（事務員）－班員（事務員）
自衛消防隊長
（施設長）

消火班
班長（就労：サービス管理責任者）－班員（職業指導員）
（生活支援員）
避難誘導班
班長（GH：サービス管理責任者）－班員（世話人）
（生活支援員）

・ グループホームカメラーデンⅡ
世話人の業務時間内に火災その他災害が発生した場合、利用者の安全を確保した後、施設長もしくは防
火管理者管理者に連絡し指示を仰ぐこととする。必要に応じて消防等に連絡をする。
・ 夜間管理体制について
夜間管理についてはセコムに業務委託を行い、緊急時には施設長もしくは防火管理者にセコムより連絡があ
り、連絡を受けたのち各職員に電話連絡で指示を行う。連絡により到着した職員は避難誘導、及び救護を優
先し初期消火を行う。入居者等による緊急連絡の際も同様に、施設長もしくは防火管理者に連絡を行い各職
員への連絡・指示を行う。
・ 避難訓練等
7 月、12 月に実施

カメラーデン 防火用貯水池
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１０． 広報活動
１，インターネット

・ホームページの全面リニューアル

を利用した広報活

→多くの方々に当事業所の理念や魅力を知ってもらう。

動

・ホームページ
→You Tube や SNS とも連携し、常に新しい情報を更新する。
ブログは職員ブログだけでなく、利用者ブログも定期的に更新する。
法人情報を公開し、経営の透明性を確保する。
・You Tube
→日頃の活動風景や施設周囲の風景などの動画を公式チャンネルで更新する。
職員募集につなげる動画宣伝を行う。
・Facebook などの SNS
→商品紹介、リアルタイムな活動を伝えることを中心に、事務・工房・GH とそれぞれの職
員がかかわる形で更新する。

２．販促活動

・Creema(クリーマ)での製品販売
→リピーターを増やす取り組み
インターネット販売サイト等についての見直しを行い、販路拡大を目指す。
Facebook 等の SNS を利用した商品情報発信を行う。
顧客リストを整理し、迅速に商品を発送できるように管理する。
商品情報の宣伝、使用例など伝わるよう、商品カタログの改定及び管理を行う。
・営業活動
→就労イベントへの参加。
職員がイベントなどで名刺を積極的に配り、製品や工房の周知を行う。

３．そのほか

・広報誌「咲くさくら坂」の発行
→利用者参加型の広報誌を発行する。
各職員が広報作成に関わることで広報誌の多様性と継続性を確保する。
・そのほか
→挨拶状や年賀状等の準備。
法人行事等の計画的な企画運営。
法人リーフレットの改定検討及び管理。
各種情報発信ツールの管理。

１１.

地域交流
・当法人の運営する各障害福祉サービス事業所において、学生や地域のボランティアを受け入れ、利用者
との交流を図り、障害者への理解を求める活動を実施する。
・グループホームカメラーデンの利用者の買物支援・外出支援を行い、地域生活を支援する。
・地域のボランティア活動にグループホームや就労継続支援事業所の利用者とともに参加する。
・特別支援学校や特別支援学級の児童・生徒等を招待し、利用者との交流を図る。
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１２. 苦情解決に向けた取り組み
法人各施設の窓口に苦情解決制度の周知ポスターと第三者委員の氏名等を掲示し、苦情申し出が容
易にできるよう配慮する。苦情申し出の内容は役員等に報告するとともに法人ホームページ、広報
誌にて公表する。
１３． 助成金の申請
・イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン団体登録
・その他
備品等を管理することで物品購入についての長中期的計画を立て、必要に応じて該当する助成金の申
請を検討する。

7

１４. 事業別計画
（１） 共同生活援助（介護サービス包括型）事業
事業運営基本計画
地域において自立を目指す利用者が、共同して日常生活を営むことができるように共同生活住居を提供す
る。その中で利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じ、食事の提供、相談その他
の日常生活上の援助を行い、個々のリズムで生活に必要な能力の向上に向けて支援する。併せて、生きがい
を持って人生を歩むことができるように、その人間性を尊重し、当事者の喜びや悲しみに寄り添えるような事業
運営に努める。また、６０代～７０代の利用者については、住み慣れたグループホームでの生活を継続できるよ
うに支援する。
① 名称及び所在地
・ グループホームカメラーデン
・ グループホームカメラーデンⅡ
・ グループホームカメラーデンⅢ

秋田県湯沢市皆瀬字桜坂１７番地
秋田県湯沢市駒形字八面寺下谷地６６番地５
秋田県湯沢市皆瀬字桜坂１７番地

② 事業目的および目標
・ 利用者に対し、身体及び精神の状況に応じた共同生活住居を提供し、安心・安全な生活を続けられる
ように援助する。
・ 日常生活上の必要な援助を行い、それぞれの持つ能力の維持、向上を目指し、生活の質を高めること
で、地域において自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援する。
・ 生活上の相談に応じ、心身ともに健康に生活できるよう支援する。
・ 意思決定の主体性を保障し、地域社会の一員として生きがいを持って生活できるよう支援する。
・ 長期入院等を未然に防げるように、利用者の健康・精神状態の把握に努める。
③ 入居定員
共同生活住居名

定員

現員

グループホームカメラーデン

５名

５名

グループホームカメラーデンⅡ

9名

９名

グループホームカメラーデンⅢ

３名

３名

備考
サテライト GH１名含む

④ 入居対象者
入居対象者は、障害福祉サービス受給者証を取得済で、１５歳以上で６５歳未満または６５歳に達する日
の前日までに障害福祉サービスもしくはこれに準ずるものを利用したことがある方に限る。主に知的障害・
精神障害・身体障害の者を対象とするが、当事業所において対応可能と判断できる場合については、障
害の種別は問わない。
⑤ 利用期間等
・ 利用期間
・ 開設日
・ 開設時間

利用期間の定めはなく、利用者の必要とする時間
当該月の日数
２４時間
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⑥ 支援内容
１．支援概
観

２．日中活動
の支援

３．サテライト
運営

４．食事の提
供

(職員の責務)
・職員はグループホームが利用者のプライベートな空間であることを意識する。
・職員会議などを定期的に行い、支援方法などのすり合わせを行う。また申し送りを行い、職
員間が連携して利用者を支援できる体制をつくる。
（グループホームでの共同生活を支援する）
・職員は利用者の清掃や整容、体調管理などで不足している部分を支援し、利用者の自立
に向けた支援や助言を行う。
・共同生活を円滑に過ごせるようにルールを設定し、利用者の自主性を尊重した役割分担を
行いながら、利用者自らが率先して役割を担えるよう支援する。
・トラブルがあった時は、管理者等に報告し、対応について指示を仰ぐ。トラブルの経過、対
応については、ヒヤリハット等の記録を作成し保管する。状況の改善が見られない場合は、ケ
ース検討会議を開催し、対応について協議し、再発防止に取り組む。
(金銭管理支援)
・金銭の管理体制は法人本部で執り行い、通帳・印鑑等は鍵のついた金庫で保管する。
・職員は利用者が金銭を自己管理できるようになることを目標に出納帳の記入方法を助言す
る。出納帳の記録が難しい利用者については職員が記録を代行する。また、利用者個人の
日用品については世話人が状況を把握し、無駄遣いを防ぎ、不足がないように利用者と相談
し買物リストを作成する。
・利用者の金銭に関することは職員自身で判断せず、必ず管理者等に確認する。
・利用者が自ら選択したサービスを利用できるよう支援する。
・就労先や障害福祉サービス事業所との連絡調整を行う。
・体調不良等で日中に外出できない時の見守りや体調不良時の通院支援を行う。
・就労している利用者が職場に定着し、長く勤められるように、職場との連絡調整、体調管理
等を含めサポートを行う。また、社会人としてのルールを守れるように支援する。必要に応じて
ケース検討を行い、関係機関と情報を共有し、課題がないかの確認を行う。
・サテライトの目標である利用者の自立を達成するため、定期的な訪問を行い、生活状況を
確認する。
・自立後の生活を視野に入れた金銭管理のサポートを行う。
・普段の食生活を確認し、健康把握に努め、必要な支援を行う。
・法人が運営する多機能型事業所「工房くまごろう」の食工房に総菜提供を依頼する。
・世話人は自己判断せず、決められた献立を見ながら調理・盛り付けを行う。
・利用者が食事マナーを覚えられるように支援する。
・「よく噛んで食べる。」「姿勢に気をつける」などの健康向上を意識した食事支援を行う。

５．感染対策

・感染症に対する知識を向上させ、日々の業務に活かす。
・通院などの外出時における消毒等を徹底し、同様に利用者にも徹底する。

６．健康管理

・毎朝、検温や当日の体調確認などを行う。個別の健康状況に応じ血圧等測定する。
・利用者自らが自己管理をできるよう服薬支援を行う。服薬管理が難しい場合は職員が個別
に対応し、服薬確認を行う。
・４０歳以上の利用者には市町村が行う無料検診の受診を援助する。必要に応じて二次健診
等の手配を行い、健康状態を把握する。
・通院支援においては医療機関との連携を図り、スムーズな受診を進める。また、通院支援日
誌の記録を行い、利用者の継続した通院を支援する。

７.交通安全

・買物支援、および通院支援時などで職員が利用者を送迎する際、各種取り決めを遵守し、
利用者を安全に送り届ける責任を果たす。
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⑦ 運営資金
・ 訓練等給付費
世話人 4：1 以上の配置の場合（グループホームカメラーデン/グループホームカメラーデンⅢ）
区 分

区分 1 以下

区分２

区分３

区分４

給付費

２４３単位/日

２９２単位/日

３８１単位/日

４７１単位/日

世話人 4：1 以上の配置の場合（グループホームカメラーデンⅡ：定員８名以上大規模減算対象）
区 分

区分 1 以下

区分２

区分３

区分４

給付費

２３１単位/日

２７７単位/日

36２単位/日

４４７単位/日

※夜間支援体制加算 １０単位/日
※福祉・介護職員処遇改善加算率 ８．６％
※福祉・介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）率 １．６％
・ 利用者負担金収入
ア.家賃
１６，０００円
※非課税世帯・生活保護世帯の利用者については家賃補助１０，０００円が支給される。
イ.食費
３９，０００円
ウ.水道光熱費 １２，０００円
⑧ 資金計画
別紙収支予算書のとおり
（２） 特定相談支援事業
事業運営基本計画
障がい福祉サービスを利用するためには、「サービス等利用計画書」が必要となる。
障がい福祉サービスによる支援を必要とする利用者及び家族の意志・人格を尊重し、適正かつ円滑な計画
相談支援を提供する。また、利用者等の抱える課題を一つ一つ解決できるよう共に考え、心身ともに豊かな
人生を送れるように努める。
① 名称及び所在地
カメラーデン相談支援事業所

秋田県湯沢市皆瀬字桜坂１７番地

② 相談支援の流れ
利用者
家族

相談・利用契約

相談支援

利用計画提出

市役所役場

専門員

連絡調整

サービス
利用契約

提供事業所
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③ 事業目的と目標
・ 障害者総合福祉法に基づき、地域で生活する障害者および家族等の生活全般に関する相談に応じ、
障害福祉サービスの情報提供、利用援助・調整を通じて生活に必要な支援を行う。
・ 行政・医療・介護その他の関係機関等との連携を図り障害者の地域での自立を推進する。
・ 利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の心身の状況・置かれている環境から課題を整理し、利用者
の意思決定を尊重したサービスの提供を行う。また、利用者が自ら意思決定を行えるよう意思決定支援
を行う。
・ 利用者に提供されるサービスが、特定の種類、特定の障害福祉サービス事業所に偏ることがないよう、
公正中立に相談支援を行う。
・ 利用者に提供されるサービスがフォーマル支援に偏ることがないよう、インフォーマルな資源を検討して
地域との繋がりを大切にした相談支援を行う。
・ 利用者への適切なケアマネジメントを継続的・効果的に行うため、最低半年に 1 回以上、利用者との対
面によりモニタリングを行い、利用者の心身の状況を把握した上で必要に応じて、サービス等利用計画
の見直しや変更を行う。
・ 利用者や家族、サービス事業所の状況に応じて、ケース検討会議・サービス担当者会議を開催し、サ
ービス提供状況の確認および利用者の意向確認を行う。
・ 自ら提供する相談支援の評価を行い、常に改善を図る。基幹相談支援センターと連携し、事業運営に
ついて適切な助言を得る。
・ 湯沢雄勝地域包括支援ネットワーク協議会、相談支援部会への参加、各種セミナー、研修等に参加を
促し、専門性の向上を目指す。
・ 相談支援専門員の配置を増やし、相談員を育成することで、利用者への対応の強化を目指す。
・ 障がいを持つ利用者を含めた家族全体の支援を必要とするケースが増えていることから、各分野の相
談員等と密な連絡体制を築くことで、迅速な対応ができるようにする。
④ 支援の内容
・ 計画相談支援（個別給付）
・ 基本相談支援
利用者の希望に応じ、行政提出書類の作成援助、通院同行を実施する。
電話やメールでの相談を受付け、相談の入り口を広げる。
⑤ 利用対象者および契約者
計画相談支援： １８歳以上の障害福祉サービスの利用者またはその家族。障害種別は問わない。
（１８歳以下であっても福祉事務所から依頼あった者および障害福祉サービスのみを利用する者について
は対象となる。）
基本相談支援： 障害者（児）またはその家族。障害種別は問わない。
計画相談支援契約者：22 名（家族支援対象ケース 2 件）
⑥ 実施地域
湯沢市、羽後町、東成瀬村、横手市、当法人の事業を利用している場合は市町村を問わない。
（法人の運営する事業所を利用する場合は、区市町村と連絡調整の上、計画相談を実施する。）
⑦ 開設日等
(１)
(２)

開設日
開設時間

月曜日から金曜日 （利用者・家族の依頼があればその限りではない）
９時から１７時
（利用者・家族の依頼があればその限りではない）

⑧ 職員体制
管理者兼相談支援専門員１名
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⑨ 運営資金
・ 計画相談支援給付費
サービス内容

単位数

1,522 単位/１回
※特別地域加算２２８単位/１回
※行動障害支援体制加算３５単位/１回
1,260 単位/１回
継続支援
※特別地域加算１８９単位/1 回
（モニタリング）
※行動障害支援体制加算３５単位/１回
*湯沢市・羽後町・東成瀬村全域は特別地域加算対象地域となる
※その他、計画相談サービス提供時モニタリング加算１０単位/１回等の請求可能。
利用支援
（計画作成）

⑩ 資金計画
別紙収支予算書のとおり
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（３） 多機能型（就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型）事業
事業運営基本計画
利用者が住み慣れた地域で安心して自己実現できるように、それぞれの適性に応じ、日中活動において
就労の機会や生産活動の場を提供する。その中で社会人としての知識、能力の向上に向けて支援する。
併せて、自立した一人の社会人としての生活が送れるように必要な生活支援を実施し、自信をもって就労
できるように、個々の人間性を尊重した事業運営に努める。
① 名称及び所在地
就労継続支援Ａ型 「工房くまごろう」 秋田県湯沢市皆瀬字桜坂１７番地
就労継続支援Ｂ型 「工房くまごろう」 秋田県湯沢市皆瀬字桜坂１７番地
② 事業目的及び目標
・
・
・
・
・
・
・
・

一般企業での就労継続支援が困難な人に働く場を提供し、知識や能力の向上に必要な訓練を行う。
高齢の利用者が生きがいを持って生活できるように作業を提供する。
自立した一人の社会人として生活が送れるように必要な生活支援を実施する。
就労継続支援Ｂ型からＡ型、一般就労へ移行できるようにスモールステップでの利用者の知識・能力の
向上を目指す。
就労継続支援 B 型では平均工賃２０，０００円を目指す。
工賃アップのために外販に力を入れ、作業内容を継続的な見直しを行う。
就労継続支援Ｂ型の安定した経営を図るため、一日平均１7.5 名の利用を目指す。
女性利用者の増員を目指す

③ 利用定員
事業所名

定員

現員・契約者数

工房くまごろう（就労 B）

２０名

２０名

工房くまごろう（就労 A）

１０名

０名

備考

経営状況により判断する

④ 利用対象者
・ １８歳以上の障害者。
主に知的障害者・精神障害者・身体障害者を対象とするが、当事業所で対応可能と判断した場合は、
障害種別は問わない。
・ 就労経験はあるが、年齢や体力面で一般企業に雇用されることが困難な者。
・ 就労アセスメントを受け、就労面の課題等の把握が行われているもの。
⑤ 実習および体験利用等の受け入れ
・ 支援学校からの実習生の受け入れ、各機関からの紹介による見学・体験利用の受け入れを行う。
⑥ 利用期間等
利用期間
開設日
開設時間

支給決定を受けた期間（基本：当該月の日数－８日）
月曜日から土曜日(祝祭日、年末年始、ＧＷ等の休日を除く)
月２０日程度
１０時から１５時(作業の内容によってはこの限りではない)
※祝祭日については、月の開設日数を考慮し作業日となることがある。
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⑦ 支援内容
１．作業確保に
向けての取り組
み

２．作業能力・意
欲の向上

３．安定利用に
向けての支援

４．危機管理の
徹底支援

・薪運搬や農作業等、時期に応じた作業を立案する。
・就労イベントへの参加や外販を通じ、施設の周知を図り、外部からの作業確保に繋げる。
・利用者がどのように関わることができるかなど考え、日々振り返りを行いながらわさびの栽
培を本格化していく。
・利用者の適正や状況に応じた作業を立案し、実行できるよう、障がいに対する知識理解
だけでなく、自然や食品、作業についての知識を深める。
・個別支援計画を作成し、目標をもって作業に取り組めるよう支援し、定期的なモニタリング
を実施する。
・利用者の適性や年齢に応じた作業を提供する。
・わさびの育苗作業などに関わることで植物が成長する喜びを感じられるようにする。
・作業で作った物がお客様の手に届く喜びを知り、働く意欲を維持できるようにする。
・職員は利用者とともに、野菜やわさびなどの栽培を通じ、自然環境や生命に対する意識
を深める。
・わさび栽培の専門家を招き、わさび栽培の知識や技術を学び、作業に繋げる。
・家族や生活の場となる入所施設、障害福祉サービス事業所、相談支援専門員と連絡を
取りながら、利用者の情報を共有する。
・利用者間のトラブルが発生した場合は、管理者、サービス管理責任者に報告し、対応に
ついて指示を仰ぐ。必要に応じてケース会議・サービス担当者会議を開催し、再発防止に
取り組む。
・不調時、欠席時には個別に対応し、利用者が希望する場合には相談支援を行う。特に在
宅からの通所者については、継続利用でききるように細やかな支援を行い、必要に応じて
担当の相談支援専門員やケースワーカー等に情報をつなぐ。
・職員は危機管理に対する意識を徹底するため、正しい作業方法、道具の使用方法、食
中毒に関する知識等を学ぶ。
・来年度に向けてのハサップ取得を目指す。
・火災、災害時に対応できるよう避難訓練を実施、防災意識を高める。
・虐待防止や権利擁護について研修に参加し、利用者、職員の知識を高める。

５．感染対策

・職員、利用者双方、外部での就労でのマスク着用・手洗い・手指消毒の実行。
・各種感染症に対する知識を職員が持ち、利用者の感染リスクを減らすよう行動する。

６．送迎時にお

・事故防止のため、送迎車両および特殊車両の点検整備を定期的に行い、乗車前の安全
確認を徹底する。
・送迎者は体調不良時には送迎を行わない。
・利用者の送迎が確実に行えるように、職員の中型免許取得に係る費用を一部援助する。
・日中活動の作業および冬季間の除雪作業を円滑に行えるように、職員の大型特殊免許
等の取得に係る費用を一部援助する。
・任意保険の内容を確認し、法人の体制に合った保険に確実に加入する。
・５月には自動車税減免申請を県税事務所および市税務課に提出する。

ける交通安全へ
の取り組み

７．職員の責務

・職員は利用者が自分の目標を達成できるよう、日々の活動に責任を持つ。
・作業内容の段取りや役割分担を決める職員会議を毎朝行う。
・作業内容に変更がある際は施設長、工房作業責任者に必ず報連相を行い、職員間での
動きに無駄がないように努める。
・作業終了後はケース記録を記入し、職員間で共有する。共有した内容は翌日の支援に
つなげる。
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⑧ 日中活動生産内容
活動内容

自主製品
事業

就労継続支援Ａ型
(食工房)
①インドカレー・サーモン燻製
・工房特産の根ワサビを使用
したワサビ漬け・他、惣菜の調
理作業
②グループホーム、職員へ提
供する弁当の惣菜調理
③ハム製造
④商品のラッピング・発送

施設外
就労

その他

①外販促進のための宣伝活
動
ホームページおよびブログの
更新

就労継続支援Ｂ型
(木工房)
①木工小物各種の製造補助
および製品の塗装・磨き作業
②野菜等の生産・販売
③薪割り(ストーブ用)および運
搬
④施設外就労に向けた環境
整備活動

就労継続支援Ｂ型
(食工房)
①弁当の盛り付け、食器洗い
等
②飾り葉、スパイスなどの作物
管理作業
③ラベル貼り、ハンコ押し

除草や冬の除雪作業などの
環境整備活動
①工房の敷地内にある畑・ワ
サビ田でのスパイス・ワサビの
栽培
②新しいハウスでのわさび苗・
野菜・花の育苗、栽培

※ 就労継続支援Ｂ型：畑を借り、完全無農薬野菜の生産・販売に向けた農作業の訓練を行う。農作物
はグループホームに提供する総菜・ハム製造のためのスパイス等に使用する。
※ 食工房では衛生面に配慮し、手洗いうがい等を徹底し、年２回の検便を実施した職員および利用
者が作業を行う。また、毛髪等が落ちないよう決められた服装で作業を行うこととする。

⑨ 日課(就労継続支援Ａ型・就労継続支援Ｂ型)
朝礼・準備

９：５５

作業開始

１３：０５

作業開始

１０：００

休憩

１４：００

休憩

１１：００

作業開始

１４：１０

作業開始

１１：１５

清掃・片づけ

１４：４５

昼食・休憩

１２：００

終業

１５：００

⑩ 事業収入
就労継続支援Ｂ型の利用者には、月々の事業収入から原材料等の直接経費を控除した金額を工賃とし
て利用者に支払う。就労継続支援Ａ型の利用者には、雇用契約を結び、賃金を支払う。
⑪ 運営資金
・訓練等給付費
職業指導員および生活支援員の配置が 7.5：1 以上の場合かつ前年度の平均工賃が 15,000 円以上
20,000 円未満の場合
サービス内容
就労継続支援 B 型

単位数
５４１単位/１日

※福祉・介護職員処遇改善加算率 5.４％
※福祉・介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）率 1.5％
※その他、欠席時対応加算、初期加算等の算定が可能
⑫ 資金計画
別紙収支予算書のとおり
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