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令和１(201９)年度「社会福祉法人あゆみ会」事業報告書 

 

１．理事会・評議員会の開催及び監査の実施 

(１) 理事会の開催             ８回 

 

回 日    時 場   所 人 数 

１ 令和 1年 5月 20日(月)18時 30分から 障害者活動センター あゆみ 8名 

２ 令和 1年 6月 7日(金)18時 30分から 障害者活動センター あゆみ 8名 

３ 令和 1年 6月 24日(月)18時 30分から 障害者活動センター あゆみ 8名 

４ 令和 1年 9月 30日(月) 18時 30分から 障害者活動センター あゆみ 7名 

５ 令和 2年 1月 18日(土) 18時 30分から 障害者活動センター あゆみ 7名 

６ 令和 2年 1月 27日(月) 18時 30分から 障害者活動センター あゆみ 7名 

７ 令和 2年 3月 16日(月) 18時 30分から 障害者活動センター あゆみ 8名 

８ 令和 2年 3月 30日(月) 18時 30分から 障害者活動センター あゆみ 7名 

 

(２) 評議員会の開催             2回 

 

回 日    時 場   所 人 数 

１ 令和 1年 6月 25日(火)18時 30分から 障害者活動センター あゆみ 9名 

2 令和 2年 1月 18日(土) 19時 30分から 障害者活動センター あゆみ 6名 

 

(３) 監査の実施               １回 

回 日    時 場   所 人 数 

１ 令和 2年 5月 28日(木) 障害者活動センター あゆみ 2名 

 

２．事業運営 

 

第２種社会福祉事業 

障害福祉サービ

ス事業の経営 

障 害 者 活 動  

センターあゆみ 

生活介護事業 20 名 

短期入所事業 4 名 

あゆみホーム 

ぴーす 

共同生活援助事業 7 名 

短期入所事業 1 名 

特定相談支援事業の経営   

  

２０１９年度のスローガン「利用者第一」 ～感謝の気持ち～ 

 

 

３．施設利用状況 

障害者活動センターあゆみ（別表１） 
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(１) 生活介護事業 

(２) 短期入所事業 

(３) 計画相談事業 

  

 

あゆみホームぴーす（別表２） 

(１) 共同生活援助事業 

(２) 短期入所事業 

 

４．支援業務 

(１) 個別支援計画の策定 

サービス管理責任者において作成し、職員で協議し策定した。 

サービス管理責任者と保護者で個別懇談を実施。(自宅または障害者活動センターあゆみ) 

 

(２) 日中活動支援 

別添 通信「にっこり」参照 

1） 食事・排泄等の介護、日常生活上の支援 

2） 生産活動 石けん製造販売・焼肉のたれ製造販売・手工芸品作成販売・竹炭加工販売 

       たまごのパック詰め販売(配達)・物品販売活動及びバザー 

       工賃については別表３の通り 

3） 創作活動 貼り絵(共同制作年 4回)[町民会館に展示]  

       習字、母の日、父の日、暑中見舞い、夏の書、あいサポート展、干支、 

    年賀状、書初め、など   一部もみじ銀行に展示 

4） 音楽活動 朝の会での歌、音楽タイム(月 2回)など 

5） 体育活動 ウォーキング、体操教室(おりづる、シルバーリハビリ)、など 

6） リハビリ体操 週 1回実施  

7） レクリェーション・行事 外出レク(概ね月 1回)等 下記の表参照 

8） 送迎 

 

＜レクリェーション・行事等＞ 

月 内  容 場  所  

４月 花見会 東部健康センター  

５月 

体操教室 障害者活動センターあゆみ シルバーリハビリ体操 

日帰りレク(第 1回) 

日帰りレク(第２回) 

白竜湖(いちご狩り) 

平田農園(いちご狩り) 

利用者・保護者・職員 

利用者・保護者・職員 

６月 
熊高祭 熊野高校（中庭） あゆみ商品販売・バザー（ちぢみ） 

体操教室 障害者活動センターあゆみ シルバーリハビリ体操 

7月 

あゆみ祭り 障害者活動センターあゆみ  

職場体験受入 障害者活動センターあゆみ 熊野東中学校 2年生 5名 

土曜夜市 坊主山商店街  

体操教室 障害者活動センターあゆみ おりづる 
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8月 

おか半祭り おか半駐車場  

体操教室 障害者活動センターあゆみ シルバーリハビリ体操 

夏の書展 役場エントランスホール  

カープ観戦 マツダズームズーム球場 保護者会行事 

9月 
体操教室 障害者活動センターあゆみ おりづる 

グループ活動 マリーナホップ ２グループ 

10月 

体操教室 障害者活動センターあゆみ シルバーリハビリ体操 

町民文化祭 町民会館  

グループ活動 マリーナホップ ２グループ 

11月 

あいサポート展 県立美術館  

インフル予防接種 障害者活動センターあゆみ 職員・利用者(希望者) 

体操教室 障害者活動センターあゆみ おりづる 

12月 
クリスマス会 障害者活動センターあゆみ  

書初め展 障害者活動センターあゆみ 1月中 

１月 
初詣 榊山神社 各グループ 

体操教室 障害者活動センターあゆみ シルバーリハビリ体操 

２月 体操教室 障害者活動センターあゆみ おりづる 

３月 お楽しみ会 障害者活動センターあゆみ  

※ 5月に母の日、6月に父の日 花のプレゼント 

※ ボランティア…音楽タイム仏円さん(月 2回)、バザーに木村さん夫妻(綿菓子)・後援会役員の方 

※ 保護者会…年７回実施 高齢者能力活用協会にて 6月と 11月に草刈り実施（保護者会負担） 

    

＜販売活動＞ 

場  所 時  期 回 数 備 考 

ゆうあいホーム  １１  

第１小学校 6月 １  

第２小学校 6月、11月、2月 ３  

第３小学校 6月、11月 ２  

第４小学校 9月、1月 ２  

熊野中学校 7月、12月 ２  

熊野東中学校 6月、9月、2月 ３  

役場 5月 １   

中央健康センター(社協) 2月、 １  

東部健康センター  １０ 原則毎月第４月曜日に 

呉特別支援学校 毎週木曜日   卵他 

黒瀬特別支援学校 9月、2月 ２  

西条特別支援学校 5月 １  

※ 委託販売等 

 昭和北小学校つばき市(6月)・淳教幼稚園バザー(11月)・聖徳幼稚園バザー(2月) 

 身障協大会(10月)・農業祭(12月) 
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５．給食業務 

給食提供形態 

・ 1日 1回 開所日に提供  

  食事時間 １２：００～１３：００ 

・ 当施設で調理し提供（献立は別紙の通り） 

・ 食事の提供に当たっては、上記の時間に利用者の心身の状況及び嗜好を

考慮し適切な量の提供を行う。刻み食、ミキサー食も行う。 

・ 調理員 4名のうち日々2名の勤務で行う。 

給食費 加算該当者 1食 290円・ 加算非該当者 1食 650円 

 

６．健康管理業務 

 

医療体制 
・ 嘱託医(大瀬戸院長)との連携 

    インフルエンザ予防接種 (希望者) 

健康管理 

・ 年 2回の健康診断の実施（8月、2月） 

・ 看護師による健康管理・指導(スタッフと連携) 

・ 定時薬・臨時薬の準備と保管及び服薬管理 

・ 寝具類の乾燥(随時) 

  ※ 害虫駆除２か月毎 

 

７．防災対策 

＜あゆみ＞ 

実施日 訓練内容 備考 

6月 26日 消防訓練(通報訓練、避難訓練、消火訓練)  

2月 21日 消防訓練(通報訓練、避難訓練、消火訓練)  

 3ヶ月に 1回 各所各種点検 職員 

＜ぴーす＞ 

実施日 訓練内容 備考 

6月 27日 消防訓練(通報訓練、避難訓練、消火訓練)  

3月 24日 消防訓練(通報訓練、避難訓練、消火訓練)  

 

８．職員配置状況 

  別表４の通り 

 

９．職員研修 

 

月  日 参加者名 研修名 場所 

6 

10  アンガーマネジメント研修 広島県社会福祉会館 

12  食品衛生講習会 熊野町民会館 

14  社会保険事務説明会 安芸区民文化センター 

8 5 全職員 研修報告（介護現場医学知識） 障害者活動センターあゆみ 
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9 
9 全職員 研修報告(アンガーマネジメント) 障害者活動センターあゆみ 

30 痰吸引関係者 安全委員会 障害者活動センターあゆみ 

10  

２ 

8・9 
 サービス管理責任者研修 

国際会議所 フェニックスホール 

広島産業会館  

２ 

15・16 
 サービス管理責任者研修 

国際会議所 フェニックスホール 

広島産業会館  

11 

 11 全職員 AEDの使用方法(アルソック講師) 障害者活動センターあゆみ 

 29 
 

結核感染症対策研修 
安芸府中生涯学習センター 

くすのきプラザ 

12  2 全職員 研修報告 感染症について 障害者活動センターあゆみ 

1 

20 全職員 てんかん発作につて 障害者活動センターあゆみ 

31  社会福祉法人理事・評議員研修 東区民文化センターホール 

31  社会福法人 監事研修 東区民文化センターホール 

 

１０．苦情受付件数 

    ０件 

 

 

 

 


