
1 施 設 名

2 事業計画

1）

<理念＞
（１）報告・連絡・相談｛支援情報の共有化｝
（２）傾聴と共感｛知ること受け入れること｝
（３）向上心を持ち感性を磨こう｛目標と感じる心｝
・どんな時代も人に必要なのは人である。日々の体験から自分自身でご入居者と
どう向き合うか、また自分自身のモチベーションをどう高めていけるか、
職員会議などで、繰り返し意思を深めていく
        <基本方針＞          
（１）聴く事！待つ事！気づく事！！
　職員と多数の専門機関がチームを形成し多くの職種連携のもと、一人の人間に

そして「人が人間らしい豊かな生活を送れる」ように支援する事を目指す
【考察】

事業所の理念は概ね達成でき、又支援員にも定着出来てきたと思う。

傾聴・共感する事で理念の実践が共有できた事は良かった。
今後も、人材育成に力を入れ、ポジティブな考え方になるよう多くの
経験を重ねて行く努力に努める。

2）

【考察】
サービスがあるから必要とされる仕事があり、ご入居者のニーズに
答えるから私たち支援員の存在価値がある。
管理者としてご入居者様との関係やチームワーク、他の関係機関との
連携できたと思うが、人員配置が不十分だった事は反省する。
経験を力とし更なるスキルアップに努めなければならない。

3）

　　　・

　　　・ご入居者の外泊を出来るだけ控えて頂けるよう、ホームでのイベントを
企画し、居心地の良い環境つくりに努める。

　　　・市内区役所、就労支援センター、市域活動支援センター、ハローワーク
病院等、関係機関とは積極的に、情報収集や情報提供を取り連携に
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グループホームりゅうりゅうⅠⅡⅢ

りゅうりゅうⅠⅡⅢ運営の理念・基本方針

管理者の事業に対する考え方

　事業所の理念や基本方針等と実現に向けた職員への働きかけについて記載する
こと。

それぞれの専門性を発揮しご入居者個人の「その人の求める幸せが実現」される事

業務を遂行する中で相手を尊重する姿勢がお互いの成長に繋がっている。

　力を入れ一緒に考えていける仲間づくりを遂行する。
◎支援員の仕事はご入居者の意志を尊重する事と重んじる事を周知する。

なるよう努力する。

のではなく、あくまでも相手が何を大切に思っているかを知り、それを
◎ご入居者が当たり前の暮らしを守れるよう、支援者の考えを押付ける

生活の中で実現できるよう心がける。
◎ご入居者の表に出されていないニーズを発見し客観的にあらゆる方向

◎ご入居者の自立に向け、他の関係機関と連携を図り支援していく。
◎管理者として、ご入居者の本音が（心の声）が届くグループホームに

からの着目、人に対する洞察力と深い愛を持てる感性を培う。

◎事業所の基本理念を大切にしながら、内部コミュニケーションに

　　　≪りゅうりゅうⅠⅡⅢ≫

　管理者として施設（事業）の意義をどう理解し、運営を行っていくかを記載す
ること。

入居者（利用者）の受入（利用）促進計画

　事業の稼動率向上のための対策について具体的内容を記載すること。

　　　≪りゅうりゅうⅠⅡⅢ≫
ご入居者の地域社会での生きづらさを支援員として、どう理解し
受容できるか、関係性の中で感じて行けるように努める。



　　　・ご入居者の健康管理に配慮し、常に、９名の満床を心がけ維持する。

【考察】
りゅうりゅうⅢのご入居者（1名）ご本人の都合で、開所日に入居する事が
出来なかったが、3月23日より入居され、満床となる。暫く落ち着くのに
時間がかかったが、現状は継続して生活されてい居る。
今後も、ご入居者様の心身の健康管理を心がけ、バランスのとれる生活が
送れる様に努めご家族、関係機関との連携を図る。

4）

　　　・十分なアセスメントが支援の柱となるので、重要となるのは
聴く・知ることから始める始め、定期的にアセスメントを行い、６ヶ月に1度
個別支援計画を見直して、ご入居者のニーズに基づいた支援に繋げる。

　　　・ご入居者の意向を把握し、ご本人の了解を得ながら、提供するサービスを
明確にする。

　　　・ご入居者と同じ目線で話し合い、成長や、成功例を共に感じ、また
情報収集を強化し、社会資源に繋げて行けるように努める。

　　　・自立の援助の視点には個別性重視、ご入居者中心、ＱＯＬ重視、自己の
問題解決力、自己決定による自立、ご入居者の権利擁護が最も重要で
信頼関係を気付きながらすべての人と共に歩む力を培っていく。

【考察】
定期的な、モニタリング、アセスメントは不十分だったと反省する。
現状の課題に関してはケース会議やカンファレンス等で情報共有を図る
ことが出来ていたと思う。
今後も、アセスメント、評価を繰り返しながらニーズの把握、目標たてを
一緒にして行かなければならない。

5）

　　　・
出来るだけ、苦情・クレームになる前に対応できるように、ご利用者、
ご家族との信頼関係作りに努める。

　　　・実際に苦情・クレームの申し出があった場合には、誠意を持って
迅速に対応していく。

　　　・苦情・クレームの内容は細かく聞き取り、把握し、すべて明確にする。

【考察】
今年はご入居者様からのクレームが寄せられてしまい残念でした。　　　　　
りゅうりゅうでの支援目標のもある、傾聴が希薄になってしまったところが
反省点であります。生活の中での要望等、出来るだけ敏速に対応し、傾聴
する事を支援員に周知していく。

努める。

　　　≪りゅうりゅうⅠ≫

　　　≪りゅうりゅうⅠⅡⅢ≫
　　　・ご入居者の健康管理に配慮し、それぞれ５名６名の満床を心がける。

　　　≪りゅうりゅうⅠⅡⅢ≫
苦情対応窓口はサービス管理責任者と重要事項説明書に記載されている。

入居者（利用者）のニーズ・要望への対応内容
　入居者（利用者）のニーズを把握し、どうサービスの質を改善していくのかを
具体的に記載すること。

      ≪りゅうりゅうⅠⅡⅢ≫

入居者（利用者）の苦情受付体制及び対応に関する考え方
　苦情を受けて迅速な対応ができる仕組みについて。また苦情対応に関する基本
的な考えを記載すること。



6）

【考察】

7）

　　　≪りゅうりゅうⅠⅡⅢ≫
　　・
　　・
　　・
　　・

　　・

　　・

　　・
　　・

【考察】
平成28年２月ご入居者様が他法人GHの女性とホテルに行き乱暴な行動を
とってしまい2日間所在不明となる事故が有りました。関係機関と連携を
図り、県、市に届け出し支援内容を見なおし新たな支援方針を共有する
事に繋げた。
新人支援員による服薬管理ミスが3件程あった。いずれも事故報告迄は
ならなかったが、危険性が高く危機管理を含め周知徹底に努めた。

8）

　　　≪りゅうりゅうⅠⅡⅢ≫
１.管理者　　１名（兼務）
２.サービス管理責任者　　１名　（兼務）
３.生活支援員　　2名（常勤兼務１名・非常勤１名））

1人で抱え込まないよう、職場でのご利用者支援について悩んでいる事を
相談と共同できるよう、話あえる職場の雰囲気作りを心がける。
支援員（常勤・非常勤者）のメンタル面でのフォローを重視していく。
支援員ひとりひとりが、自分の意見を持ち、相談し、情報交換できる

ターミナルケア（看取り介護）に対する考え方

　恵の杜およびめぐみの両施設は記載すること。

事故防止（再発予防）への取り組み

職員・夜勤者に周知して再発防止に努める。
ホーム内は閉鎖的な場所になりがちであるからこそ、第三者の方の介入に
取り組み、支援力、組織力の強化に努める。
服薬管理に関しては、職員全員が必ず把握できるよう周知徹底し
誤飲事故の発生防止に努める。

　事故の把握方法及び再発予防の取り組み等を具体的に記載すること。

日頃からご利用者の生活が安全円滑に過ごせるように努める。
事故が発生してしまったら、その状況にあった対応をする。（緊急時）
事故発生の原因を明確して、本部に報告する。
書面に残し横浜市、泉区への報告を含め」ホーム内で検討会議をし、

ヒヤリハットの活用に努める。
ご入居者の安全を最大限に図る事を職員に周知徹底する。

職員の確保、配置及び育成に対する計画
　運営をしていく上で必要な職員の確保、適正な配置及び育成について記載する
こと。



よう環境を整え、仕事のやりがいや、遂行の達成感、個人の成長に
つながる充実感が得られるよう努める事を強化、継続する。

【考察】
事業所内の職員、支援員の関係性についてはコミュニケーションが取れて
いて働きやすい職場つくりが出来たと思う。
りゅうりゅうⅡⅢの開所当初の配置目標は達成できなかった事が
残念だった。　又、内部・外部研修に関しての参加がほとんど　
出来なかった事を反省し、更なるスキルアップに目指していかなければ
ならない。

9）

　　　≪りゅうりゅうⅠ≫
　　・ ご入居者が生活する上で、安心、安全、なおかつ快適な環境になって

いるか随時見て行く事の継続。
　　・

　　・ 新しい建物がご入居者にとって快適かつ安全な環境になっているか

【考察】
例年通り、建物は業者による定期点検を行い、保守、管理に努めた。
消防用設備点検は専門業者に依頼し保守、管理に努めた。

.

10）

　　　・職員入職時に個人情報保護の書類を交わしています。

　　　・

　　　・

　

【考察】
個人情報の取り扱いについてはトラブルもなく書類等も施錠できる
ロッカーに保管する環境整備が出来ていた。
個人情報保護の取組みについて今後も、職員、事務員には周知徹底
していく事を継続する。

施設・設備の保守・管理に関する考え方
　入居者（利用者）が施設を快適・安全に利用するために、施設・設備の保守・
管理に関する考え方を記載すること。

定期的に、ホーム内の点検、整備を心がけ、常に清潔を保つ事が
出来るように保守、管理に努めることを継続。

　　　≪りゅうりゅうⅡⅢ≫

　個人情報の保護に対する取り組みを具体的に記載すること。

　　　≪りゅうりゅうⅠⅡⅢ≫

基本的にはりゅうりゅう関係書類（パソコン上での管理を含め）に
一切持ち出し禁止とします。
但し、担当者会議・ケース会議参加時の持ち出しは、ホーム長の許可をとる。

　　　　１年かけて随時見て行く。

個人情報保護への取り組み

情報管理をしていく上で、業務上知り得た個人情報の漏えいを
防ぐ上での体制整備を進める。

個人情報研修の強化



11）

　　・ 向ヶ原自治会に加入し、自治会で行われる行事には、出来るだけ
参加し、りゅうりゅうのご入居者を理解していただけるように
努める

　　・ 法人の（恵正福祉会）の事業の特色である老人福祉、障がい福祉、
児童福祉の連携を強化しながらコミニュケーションを図り交流を深める
行事やイベントへ参加の実現

　　・ 地域の障害サービス事業所と連携を図り、地域の情報を把握できるよう
泉区自立支援協議会瀬谷区自立支援協議会への積極的な参加。

【考察】
向が原自治会の行事には、例年通り参加させて頂くことができた。
阿久和団地自治会では合同防災訓練をご入居者と一緒に参加させて
頂く事が出来た。引き続き意識をもって協力していくよう努める。
自立協への積極的な参加が出来ていなかったので、今後は担当制にして
職員にも働きかけて行く。

12）

　　　・毎月の各自治会による廃品回収に協力する
　　　・

　　　・継続し年末自治会清掃の参加、向ヶ原公園のゴミ拾いをご入居者と共に行い
地域に貢献する。

　　　・りゅうりゅうⅠ同様地域密着型のホームになれるよう近隣の方々に笑顔で
挨拶し、ご入居者にも挨拶出来る様に促す。

【考察】
近隣の方や他法人の方には、本当に暖かく見守っていただき、ご理解や
ご協力頂くこと出来た。
毎月の廃品回収とエコキャップの回収は継続していく。

13）

障がい者の虐待研修

福祉と教育の連携に向けて 　　

関係団体・地域団体との連携
　関係機関（区役所・医療機関・他施設等）、地域団体（町内会・地区民生員
等）との連携について、具体的に記載すること。
　　　≪りゅうりゅうⅠ≫

地域連携を図る為エコキャップを収集し関係機関への提供する
　　　≪りゅうりゅうⅠ≫

　　　≪りゅうりゅうⅡⅢ≫

各種委員会・研修の実施に関する考え方

　　　≪りゅうりゅうⅠⅡⅢ≫

社会資源としての役割について
　地域社会及び近隣住民に対する社会貢献や福祉の啓蒙に対する考え方を記載す
ること。

　　　≪りゅうりゅうⅠⅡⅢ≫

（内部研修） 障がい者支援員としてのフォローアップ研修の実施
本部主催の新人研修

　法令で定められている委員会・研修および事業所独自の委員会・研修について
具体的に記載すること。

（外部研修）
　　　　　　　　　障がい者の権利擁護研修
　　　　　　　　　専門的な（知的・自閉症・精神障害）研修

入居者の高齢化に伴う社会資源の確保



　

【考察】
今年度は、研修の参加が少なかった。基本的には新人研修、初任者研修の
受講だった。振り返りをしてみると、日常業務がなかなか安定
出来なかった事が理由の一つである。
専門性を高めるためにも研修は不可欠なので次年度は、研修を受講できる
体制に力を入れたい。

14）

決定していく。

【考察】
前半は法人のバックアップで年間行事を安全にやれてきたと思う。
後半は、他法人との交流からお互いの事業所行事のボランティアと言う形で
支えあえて来れた事はよかったと思う。
今後も関係機関との連携を図りたいと思う。

15）

　　・災害時、連携体制は、恵正福祉会わーくさぽーと恵の杜と記載してある。
　　・入居者のフェイスシートを本部へ保管（更新・確認）
　　・非常時は「消防計画」により対応する。（職員の役割を明確にする）
　　・各ご入居者、個人の避難リュックの点検、確認
　　・避難訓練はご入居者参加のうえ消防立ち入り検査を含む、年2回実施
　　・地震、災害時の準備品（食糧・飲料水）の確保点検実施
　　・泉区自立協での防火防災訓練参加
　　・泉区消防立ち入り検査

実習生・ボランティアの受入、育成について具体的に記載する事。

　　　≪りゅうりゅうⅠⅡⅢ≫
実習生・ボランティアの方々の受け入れは、本部と相談して

・基本に戻り専門性を高める事を目指すための研修

実習生・ボランティアの受入、育成について

　　≪りゅうりゅうⅡⅢ≫
　　・災害時、連携体制については、グループホームりゅうりゅうⅠも加わり

防災・防犯に関する計画
　法令で定められている避難訓練・研修および事業所独自の委員会・研修につい
て具体的に記載すること。

   ≪りゅうりゅうⅠⅡⅢ≫

　　　災害時のバックアップはお互いに助け合う事とする。
　　・本部への移動経路確認

　　※ＡＬＳＯＫとの連携
　　　三和サービスによる保守点検



【考察】

　　　　　・ご入居者防災避難訓練実施・自治会主催の防災訓練参加
　　　　　・職員による避難訓練(恵の家合同）AEDを使っての心肺蘇生法
　　　　　・9月1日防災の日、火災報知器、消火器使用期限確認作業
　　　　　・防火、防災訓練の実施継続

　　　　　・年2回の消防設備点検実施



3）

　　　・

　　　・ご入居者の外泊を出来るだけ控えて頂けるよう、ホームでのイベントを
企画し、居心地の良い環境つくりに努める。

　　　・市内区役所、就労支援センター、市域活動支援センター、ハローワーク
病院等、関係機関とは積極的に、情報収集や情報提供を取り連携に

　　　・ご入居者の健康管理に配慮し、常に、９名の満床を心がけ維持する。

【考察】
りゅうりゅうⅢのご入居者（1名）ご本人の都合で、開所日に入居する事が
出来なかったが、3月23日より入居され、満床となる。暫く落ち着くのに
時間がかかったが、現状は継続して生活されてい居る。
今後も、ご入居者様の心身の健康管理を心がけ、バランスのとれる生活が
送れる様に努めご家族、関係機関との連携を図る。

4）

　　　・十分なアセスメントが支援の柱となるので、重要となるのは
聴く・知ることから始める始め、定期的にアセスメントを行い、６ヶ月に1度
個別支援計画を見直して、ご入居者のニーズに基づいた支援に繋げる。

　　　・ご入居者の意向を把握し、ご本人の了解を得ながら、提供するサービスを
明確にする。

　　　・ご入居者と同じ目線で話し合い、成長や、成功例を共に感じ、また
情報収集を強化し、社会資源に繋げて行けるように努める。

　　　・自立の援助の視点には個別性重視、ご入居者中心、ＱＯＬ重視、自己の
問題解決力、自己決定による自立、ご入居者の権利擁護が最も重要で
信頼関係を気付きながらすべての人と共に歩む力を培っていく。

【考察】
定期的な、モニタリング、アセスメントは不十分だったと反省する。
現状の課題に関してはケース会議やカンファレンス等で情報共有を図る
ことが出来ていたと思う。
今後も、アセスメント、評価を繰り返しながらニーズの把握、目標たてを
一緒にして行かなければならない。

      ≪りゅうりゅうⅠⅡⅢ≫

　　　≪りゅうりゅうⅠ≫

　　　≪りゅうりゅうⅠⅡⅢ≫
　　　・ご入居者の健康管理に配慮し、それぞれ５名６名の満床を心がける。

入居者（利用者）の受入（利用）促進計画

入居者（利用者）のニーズ・要望への対応内容

　事業の稼動率向上のための対策について具体的内容を記載すること。

　入居者（利用者）のニーズを把握し、どうサービスの質を改善していくのかを具
体的に記載すること。

受容できるか、関係性の中で感じて行けるように努める。
ご入居者の地域社会での生きづらさを支援員として、どう理解し

　　　≪りゅうりゅうⅠⅡⅢ≫

努める。



5）

　　　・
出来るだけ、苦情・クレームになる前に対応できるように、ご利用者、
ご家族との信頼関係作りに努める。

　　　・実際に苦情・クレームの申し出があった場合には、誠意を持って
迅速に対応していく。

　　　・苦情・クレームの内容は細かく聞き取り、把握し、すべて明確にする。

【考察】
今年はご入居者様からのクレームが寄せられてしまい残念でした。　　　　　
りゅうりゅうでの支援目標のもある、傾聴が希薄になってしまったところが
反省点であります。生活の中での要望等、出来るだけ敏速に対応し、傾聴
する事を支援員に周知していく。

6）

【考察】

入居者（利用者）の苦情受付体制及び対応に関する考え方

ターミナルケア（看取り介護）に対する考え方

　苦情を受けて迅速な対応ができる仕組みについて。また苦情対応に関する基本
的な考えを記載すること。

　恵の杜およびめぐみの両施設は記載すること。

苦情対応窓口はサービス管理責任者と重要事項説明書に記載されている。
　　　≪りゅうりゅうⅠⅡⅢ≫



7）

　　　≪りゅうりゅうⅠⅡⅢ≫
　　・
　　・
　　・
　　・

　　・

　　・

　　・
　　・

【考察】
平成28年２月ご入居者様が他法人GHの女性とホテルに行き乱暴な行動を
とってしまい2日間所在不明となる事故が有りました。関係機関と連携を
図り、県、市に届け出し支援内容を見なおし新たな支援方針を共有する
事に繋げた。
新人支援員による服薬管理ミスが3件程あった。いずれも事故報告迄は
ならなかったが、危険性が高く危機管理を含め周知徹底に努めた。

8）

　　　≪りゅうりゅうⅠⅡⅢ≫
１.管理者　　１名（兼務）
２.サービス管理責任者　　１名　（兼務）
３.生活支援員　　2名（常勤兼務１名・非常勤１名））

1人で抱え込まないよう、職場でのご利用者支援について悩んでいる事を
相談と共同できるよう、話あえる職場の雰囲気作りを心がける。
支援員（常勤・非常勤者）のメンタル面でのフォローを重視していく。
支援員ひとりひとりが、自分の意見を持ち、相談し、情報交換できる
よう環境を整え、仕事のやりがいや、遂行の達成感、個人の成長に
つながる充実感が得られるよう努める事を強化、継続する。

【考察】
事業所内の職員、支援員の関係性についてはコミュニケーションが取れて
いて働きやすい職場つくりが出来たと思う。
りゅうりゅうⅡⅢの開所当初の配置目標は達成できなかった事が
残念だった。　又、内部・外部研修に関しての参加がほとんど　
出来なかった事を反省し、更なるスキルアップに目指していかなければ
ならない。

職員の確保、配置及び育成に対する計画

事故防止（再発予防）への取り組み

　事故の把握方法及び再発予防の取り組み等を具体的に記載すること。

　運営をしていく上で必要な職員の確保、適正な配置及び育成について記載する
こと。

誤飲事故の発生防止に努める。

ホーム内は閉鎖的な場所になりがちであるからこそ、第三者の方の介入に
取り組み、支援力、組織力の強化に努める。
服薬管理に関しては、職員全員が必ず把握できるよう周知徹底し

ヒヤリハットの活用に努める。

職員・夜勤者に周知して再発防止に努める。
書面に残し横浜市、泉区への報告を含め」ホーム内で検討会議をし、
事故発生の原因を明確して、本部に報告する。
事故が発生してしまったら、その状況にあった対応をする。（緊急時）
日頃からご利用者の生活が安全円滑に過ごせるように努める。

ご入居者の安全を最大限に図る事を職員に周知徹底する。



9）

　　　≪りゅうりゅうⅠ≫
　　・ご入居者が生活する上で、安心、安全、なおかつ快適な環境になって

いるか随時見て行く事の継続。
　　・

　　・新しい建物がご入居者にとって快適かつ安全な環境になっているか

【考察】
例年通り、建物は業者による定期点検を行い、保守、管理に努めた。
消防用設備点検は専門業者に依頼し保守、管理に努めた。

.

10）

　　　・職員入職時に個人情報保護の書類を交わしています。

　　　・

　　　・

　
・

【考察】
個人情報の取り扱いについてはトラブルもなく書類等も施錠できる
ロッカーに保管する環境整備が出来ていた。
個人情報保護の取組みについて今後も、職員、事務員には周知徹底
していく事を継続する。

施設・設備の保守・管理に関する考え方

個人情報保護への取り組み

　入居者（利用者）が施設を快適・安全に利用するために、施設・設備の保守・管
理に関する考え方を記載すること。

　個人情報の保護に対する取り組みを具体的に記載すること。

但し、担当者会議・ケース会議参加時の持ち出しは、ホーム長の許可をとる。

　　　≪りゅうりゅうⅠⅡⅢ≫

　　　≪りゅうりゅうⅡⅢ≫

　　　　１年かけて随時見て行く。

基本的にはりゅうりゅう関係書類（パソコン上での管理を含め）に
一切持ち出し禁止とします。

定期的に、ホーム内の点検、整備を心がけ、常に清潔を保つ事が
出来るように保守、管理に努めることを継続。

情報管理をしていく上で、業務上知り得た個人情報の漏えいを
防ぐ上での体制整備を進める。

個人情報研修の強化



11）

　　・向ヶ原自治会に加入し、自治会で行われる行事には、出来るだけ
参加し、りゅうりゅうのご入居者を理解していただけるように
努める

　　・法人の（恵正福祉会）の事業の特色である老人福祉、障がい福祉、
児童福祉の連携を強化しながらコミニュケーションを図り交流を深める
行事やイベントへ参加の実現

　　・地域の障害サービス事業所と連携を図り、地域の情報を把握できるよう
泉区自立支援協議会瀬谷区自立支援協議会への積極的な参加。

【考察】
向が原自治会の行事には、例年通り参加させて頂くことができた。
阿久和団地自治会では合同防災訓練をご入居者と一緒に参加させて
頂く事が出来た。引き続き意識をもって協力していくよう努める。
自立協への積極的な参加が出来ていなかったので、今後は担当制にして
職員にも働きかけて行く。

12）

　　　・毎月の各自治会による廃品回収に協力する
　　　・

　　　・継続し年末自治会清掃の参加、向ヶ原公園のゴミ拾いをご入居者と共に行い
地域に貢献する。

　　　・りゅうりゅうⅠ同様地域密着型のホームになれるよう近隣の方々に笑顔で
挨拶し、ご入居者にも挨拶出来る様に促す。

【考察】
近隣の方や他法人の方には、本当に暖かく見守っていただき、ご理解や
ご協力頂くこと出来た。
毎月の廃品回収とエコキャップの回収は継続していく。

　　　≪りゅうりゅうⅡⅢ≫

　　　≪りゅうりゅうⅠ≫

関係団体・地域団体との連携

社会資源としての役割について

　関係機関（区役所・医療機関・他施設等）、地域団体（町内会・地区民生員
等）との連携について、具体的に記載すること。

　地域社会及び近隣住民に対する社会貢献や福祉の啓蒙に対する考え方を記載す
ること。

　　　≪りゅうりゅうⅠⅡⅢ≫

地域連携を図る為エコキャップを収集し関係機関への提供する

　　　≪りゅうりゅうⅠ≫

　　　≪りゅうりゅうⅠⅡⅢ≫



13）

障がい者の虐待研修

福祉と教育の連携に向けて 　　

　

【考察】
今年度は、研修の参加が少なかった。基本的には新人研修、初任者研修の
受講だった。振り返りをしてみると、日常業務がなかなか安定
出来なかった事が理由の一つである。
専門性を高めるためにも研修は不可欠なので次年度は、研修を受講できる
体制に力を入れたい。

14）

決定していく。

【考察】
前半は法人のバックアップで年間行事を安全にやれてきたと思う。
後半は、他法人との交流からお互いの事業所行事のボランティアと言う形で
支えあえて来れた事はよかったと思う。
今後も関係機関との連携を図りたいと思う。

各種委員会・研修の実施に関する考え方

実習生・ボランティアの受入、育成について

　法令で定められている委員会・研修および事業所独自の委員会・研修について
具体的に記載すること。

実習生・ボランティアの受入、育成について具体的に記載する事。

入居者の高齢化に伴う社会資源の確保

（外部研修）
　　　　　　　　　障がい者の権利擁護研修
　　　　　　　　　専門的な（知的・自閉症・精神障害）研修

（内部研修） 障がい者支援員としてのフォローアップ研修の実施
本部主催の新人研修

・基本に戻り専門性を高める事を目指すための研修

実習生・ボランティアの方々の受け入れは、本部と相談して
　　　≪りゅうりゅうⅠⅡⅢ≫



15）

　　・災害時、連携体制は、恵正福祉会わーくさぽーと恵の杜と記載してある。
　　・入居者のフェイスシートを本部へ保管（更新・確認）
　　・非常時は「消防計画」により対応する。（職員の役割を明確にする）
　　・各ご入居者、個人の避難リュックの点検、確認
　　・避難訓練はご入居者参加のうえ消防立ち入り検査を含む、年2回実施
　　・地震、災害時の準備品（食糧・飲料水）の確保点検実施
　　・泉区自立協での防火防災訓練参加
　　・泉区消防立ち入り検査

【考察】

　　≪りゅうりゅうⅡⅢ≫

防災・防犯に関する計画

　法令で定められている避難訓練・研修および事業所独自の委員会・研修について
具体的に記載すること。

   ≪りゅうりゅうⅠⅡⅢ≫

　　・災害時、連携体制については、グループホームりゅうりゅうⅠも加わり
　　　災害時のバックアップはお互いに助け合う事とする。
　　・本部への移動経路確認

　　※ＡＬＳＯＫとの連携
　　　三和サービスによる保守点検

　　　　　・9月1日防災の日、火災報知器、消火器使用期限確認作業
　　　　　・防火、防災訓練の実施継続

　　　　　・年2回の消防設備点検実施
　　　　　・ご入居者防災避難訓練実施・自治会主催の防災訓練参加
　　　　　・職員による避難訓練(恵の家合同）AEDを使っての心肺蘇生法


