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社会福祉法人らっく  

平成３０年度 事業計画 

Ⅰ はじめに 
 
厚生労働省は、「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部による議論を経て、その具体化

に向けた改革を進めています。障害者が地域の人と共生して生活していくためには、何より
も障害に対する理解を深め偏見をなくしていくことだと思います。 
私どもは、地域の方と障害者の方が自然に触れ合い、お互いを理解する場として、チャリ

ティショップやレストランの運営を行っています。昨年末のバーゲンセールでは多くのお
客様にご来店いただき、チャリティショップでは 1 日に売り上げが６万円を超える日もあ
りました。お店で働く障害者（店員）は自然に重たい荷物を持った高齢者に手を貸したり、
お客様はレジがゆっくりでも暖かい目で見守っていただけたりと、お互いが支え合い笑顔
があふれています。また店員との触れ合いを楽しみに、わざわざ遠くから来てくださるお客
様もいらっしゃいます。このように精神障害者と地域住民の皆様が交流できる場が増えて
いけば、お互いを知ることができ偏見や差別を無くすことにつながると思います。 
 
また、本年 4 月から障害者雇用促進法に基づき精神障害のある方の雇用も義務化される

など（これまで精神障害者の雇用は、雇用者数へのカウント対象にはなっても義務ではあり
ませんでした。）、精神障害者の雇用が国の施策としてより積極的に推し進められています。
あみ・くれあからは毎年 20 名前後の方が企業に就労していきます。障害特性に配慮した、
ちょっとした手助けで、社会復帰へのハードルを越えることができます。そして週 20 時間
から就労できるようになったことで、ハードルの高さがとても低くなったと感じます。 
就労できた障害者の方にお会いすると皆さん生き生きとしてきて、健康な面が強調され

障害の部分が隠れてしまいます。私が医療の現場で働いていた時に接した「患者」さんが、
適切な支援や機会が与えられたことにより、社会に出て働く「社会人」となることで、社会
的な役割を持て、一段と大きく成長しているように思います。 
就労に対する支援は、昨年度と同様に「目標の見える化」をより一層進めて、利用者の「や

る気」や「強み」など利用者の力を引き出すための工夫をしていきます。 
 
福祉の現場を支えるのは「人」の力です。職員が働き易い職場環境を整え、職員の働き方

を考え、職員の心と体の健康を維持し、生きがいを持って働けるようにします。 
当法人の強みは、長く継続して働く職員が中堅層として多いことや、高度な職業的知見を

持った職員が多くいることです。職員が自律して働く力や、チーム力・組織力を育てるため
の、最適な教育の在り方を模索していきます。 
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Ⅱ 法人運営 
 
１ 基本理念 
 障害を持っていても、「楽しく」「こころ豊かに」生きること、「人それぞれに」認め合い、
お互いを尊重して共に働き、生活することを目指し、精神障害に特化した、質の良い福祉サ
ービスを提供します。 
 
２ 法人理念 

 
・ （利用者の尊重） 

利用者の意思や人格を尊重し、ご利用者の立場に立ったサービスを提供
します。  

 
・ （自立支援） 

利用者の持つ能力に応じて自立した日常生活を営むことができるような
支援をします。  

 
・ （安心した生活） 

利用者やご家族が安心して生活できるよう支援します。 
 
・ （地域との連携）  

地域資源の活用、地域住民の皆様、地域をとりまく社会資源との連携を
強化し、質の良い福祉サービスを提供します。 

 
３ 法人組織 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

理事長 理事会 評議員会 監事 

本 部 事務局  

障害福祉サービス事業 

多機能型事業所くれあ 

多機能型事業所あみ 

共同生活援助事業所 
コーポさんふらわー 

らっく相談支援事業所 

共同生活援助事業所 
ホームくれあ 
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４ 平成３０年度に取り組むべき課題 
平成３０年度の重点計画は①法人運営基盤と連携の強化、②支援の質の向上、③ご利用者

及び職員の安全に配慮した事業運営の推進です。法人運営としては以下の施策について取
り組みます。 
 
（１） 報酬改定への迅速で的確な対応・新規創設事業の速やかな立ち上げ 
平成３０年度は、３年に一度の報酬改定の大幅な見直し等が行われます。国の施策をよく

理解し、利用者の自立に向け、適切で効果的な福祉サービスの提供に務めます。 
また、今年度新たに創設された就労定着支援事業、自立生活援助事業（別紙）の立ち上げ

を検討し、サービスと一体的・機動的に支援ができるよう運営していきます。 
 
（２） 事務効率化 
限られた人員でできる限り効率よく事務作業を処理するため、アプリケーションサーバ

ーやクラウドシステムを利用した複数職員における並行作業、申請、会計業務等のオンライ
ン化、管理口座の整理・縮小など、ＩＣＴによる事務効率化を順次推進していきます。 
 
（３） 質の高い支援を実現するための適切な人員配置や労務管理を推進します。 
 職員の休憩時間の確保、勤務時間の把握等、日々の適正な労務管理はもちろん、適正な人
員配置を通じて職員の過度な負担が生じないようにし、休暇等の取得を推進します。今年度
は新規事業の立ち上げと併せて、若干名の職員の増員を検討、また、非常勤職員の正職員登
用を積極的に進めます。 
また、就業規則等の労働条件見直しを行い、職員が安心して働ける環境をさらに整備し、

職員の定着につながる新たな手当や福利厚生の制度の検討を行います。 
これらの施策が質の高い支援につながるようにします。 

 
（４） 人材の育成 
 社会福祉法人らっく研修体系図、キャリアパスに基づき職員の育成を進めます。また、各
個人の自己啓発も法人として積極的に支援できるよう法人内の職員研修を企画・実施しま
す。 
また、職員がより専門的な知見をもって支援にあたれるよう法人としてバックアップし

ます。具体的には、精神保健福祉士、社会福祉士等の資格取得の推奨、有資格者には、サー
ビス管理責任者、実習指導者、相談支援専門員等のキャリアアップのための資格取得を奨励
し、必要なものについてはその費用を法人が負担します。 
 
（５） 活動の成果の発信 
 毎年度開催される精神障害者リハビリテーション学会大会に本年も参加します。また実
習生の積極的な受け入れ、そのための指導員の育成に努めます。講演依頼等にも対応してい
きます。 
また、情報発信のツールとしてホームページの改定を行い、よりわかりやすく、アクセス
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しやすい情報源として再構築していきます。 
 
（６） 防災体制の見直し 
 防災体制については都度見直しを行ってきましたが、近年発生した災害等の事例に学び、
あらためてその体制を整備します。平成３０年度は、災害時により実効的・機動的に対応で
きるようマニュアルの改定、防災用備蓄・備品の見直しと整備を進めます。 
 
５ 理事会、評議員会日程 
 

第１回理事会  ５月１９日 （平成 29年度事業報告・決算報告） 
     
定時評議員会  ６月 ９日 （決算報告等） 
※出席が可能な理事及び監事は定時評議員会へのご臨席をお願いします。 

 
  第２回理事会  ３月２３日 （平成３１年度事業計画・予算案） 
 
 
Ⅲ 事業運営 
 
１ 組織図 
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２ 障害福祉サービス（あみ・くれあ）  
  
平成２９年度は、北里大学東病院デイケアの閉鎖に伴い、元患者様の利用が増えたことも

あり特に下半期は就労継続 B のご利用が活発でした。就労移行は好調だった平成２８年度
に及ばない月もありましたが、就労者数では平成２８年度の１９名を上回る２２名の方の
就労が実現しました。くれは開所３年目に入り利用率も安定してきました。平成３０年度は、
あみ・くれあ間の連携をより密にし、これまでに形にしてきたものをより固め、強化してい
く段階と考えています。利用者ひとりひとりの課題に丁寧に対応できるよう事業運営を工
夫し、事業運営の基盤を固めていきます。 
 
【支援方針】 
①作業は利用者中心で行う。 
②仕事ができない・指示が伝わらないのは、支援者側の問題と考えて行動する。 
③出来る事は利用者に任せ、運営にも主体的に関わって頂く。 
 
【重点目標】 
① 個別支援の目標を「見える化」し課題を利用者と共有して支援の効果を上げていきます。 
② 職員が行うべき支援の内容を基準として明確にし支援の質の均質化や向上を進めます。 
③ 就労支援を組織化し、「希望すればだれでも働ける」をもっと実現していきます。 
④ 利用者が希望する作業に従事できるよう各作業部門の定員管理を工夫します。 
 
（１） 就労移行支援（あみ 定員２０名・くれあ 定員６名） 
 
企業等への一般就労を目指す利用者に対し、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提

供や、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。利用は原則として
２年間の期限が設けられます。一般就労に移行された方の定着支援については、今年度、新
たに就労定着支援事業所を立ち上げ、企業等での一般就労の長期定着に向けた支援を行い
ます。 
なお、くれあ就労移行の定員は平成２９年度に６名から９名に変更しましたが、その後の

利用状況を踏まえ、平成３０年度は定員６名で運営していきます。 
 

【重点目標】 
あみ・くれあの利用者の就労へ向けた準備状況の把握、適切なマッチングのために情報共

有化の体制・仕組みを整備し、就労移行の成果を上げていきます。新規に立ち上げる就労定
着支援事業所との連携も円滑になるよう体制構築していきます。 
 
（２） 就労継続支援（Ｂ型）（あみ 定員３０名・ くれあ 定員１４名） 

 
就労を希望する利用者に対し生産活動、その他の活動の機会の提供や就労に必要な知識
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及び能力の向上のために必要な訓練を行い、施設内での就労を通じて生きがいが持てるよ
うに支援します。また、就労の知識や能力が向上した利用者に対しては、企業等への就労に
向けて支援をしていきます。 
なお、くれあ就労継続 B の定員は平成２９年度に１４名から１１名に変更しましたが、

その後の利用状況を踏まえ、平成３０年度は定員１４名で運営していきます。 
 

【重点目標】 
工賃の向上を図るため、利用者中心にアイデアを出し、効果の見込めるものは積極的に取

り組んでいきます。既存・新規事業とも費用対効果を検証しつつ、効果の高いものから優先
順位をつけて実施します。 
 
（３） 生活介護（あみ 定員 １０名） 
利用者が基礎体力をつけ、規則的な生活が送れるよう支援し、生産活動や創造的活動の機

会を提供して利用者の生活能力向上につとめます。障害の重い方、難病の方のご利用にも配
慮します。 

 
【重点目標】 
障害ある方の日中活動の場所としての役割を広げていきます。安全に配慮した作業場の整

備と、利用者のいきがいの充足、就労へ向けた準備や訓練として機能するような幅広い作業
の提供につとめます。 
 
２ 就労事業（レストラン事業・チャリティ事業・サポート事業） 

 
あみ・くれあでは①レストラン AMI の営業やデザートの製作を行う「レストラン事業」、

②ご寄付の商品化やチャリティショップ楽来の運営を行う「チャリティ事業」、③受託事業
や PC・事務作業、軽作業を行う「サポート事業」に各部門を設けて就労事業の運営を行っ
ています。各部門の基本方針は別冊のとおりです。 

 
３ 障害福祉サービス（住居系） 
 
グループホーム（共同生活援助）及びショートステイ（短期入所）において、障害ある方

に生活の場を提供します。安全で健康に過ごせるよう配慮しながら、快適で自分らしく暮ら
せる住環境を提案していきます。利用者ひとりひとりの意思決定を基に支援計画を立て、
個々の状況に応じて自立した生活を行えるよう支援します。 

 
【重点目標】 
①火災や風水害など非常災害時の対策を普段から住居者と一緒に検討します。 
②短期入所も活用し長期入院からの地域移行・定着の支援に力を入れていきます。 
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（１） 共同生活援助 
障害のある方に対して、主に日中を除く時間帯において共同生活を営む住居で、支援区分

に応じ、相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。障
害がある方の孤立の防止、生活への不安の軽減、共同生活による身体・精神状態の安定を目
的とします。入居者が共同生活・社会生活を送る上でのルールを学び、お互いを尊重しなが
ら生活できるよう支援します。 
 
【重点目標】 
①入居が長期に及ぶ方には肥満傾向がみられるため、生活習慣病対策を講じます。 
②余暇活動を充実させ、ご自身で趣味や楽しみの時間を持てるよう、またその工夫をするこ
とにより生活を豊かにできるよう支援します。 

 
① コーポさんふらわー行事等 
体を動かし、それぞれの生活状況に応じて楽しみの時間を見つけられるように行事を実

施していきます。 
 
年間行事   

 行事名 
４月 お花見（食事会） 
６月 薬師池公園・味の民芸 
７月 地域夏祭り参加 
８月 納涼祭（食事会） 
１０・１１月 日帰り旅行 
１２月 クリスマス会 
２月 節分（食事会） 
３月 ひな祭り（食事会） 

 
月間行事 

第４木曜日        お楽しみ食事会（夕食） 
 
週間行事        

水曜日（夕食後） お楽しみ会（カラオケ・ゲーム等） 
木曜日(16:30～17:00） ヨガ教室 
曜日不定 歩こう歩こうの会 
曜日不定 体操して健康になろう（17 時頃） 

        
隔週行事 

パソコン教室（入力・文書作成） 
インターネットを楽しもう！！  
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② ホームくれあ行事等 
比較的静かにマイペースの生活を望む方が多いため、活動は控えめにしていきます。その
中でも、それぞれの生活状況に応じて楽しみの時間を見つけられるように支援していきま
す。 
 
年間行事   
 

 行事名 
４月 お花見（食事会） 
6 月 薬師池公園・味の民芸（合同） 
７月 地域夏祭り参加 
８月 納涼祭（食事会） 

10・11 月 日帰り旅行（合同） 
12 月 クリスマス会 

 
隔週行事 

パソコン教室（入力・文書作成） 
インターネットを楽しもう！！  
お楽しみ会（カラオケ・ゲーム等） 

 
 
（２） 短期入所 
障害のある方に一時的に短期間入所してもらい、入浴、排せつ、食事のほか、必要な介護

を行います。また、緊急一時保護やご家族のレスパイトを目的としたもの以外に、親世帯か
ら地域で自立的な生活に向けての事前準備として、あるいは、すでに単身などで生活してい
る人の心身の健康状態を維持管理する目的としても利用されています。 
 
【重点目標】 

①地域移行のための事前準備の場としての機能を強化していきます。 
②様々な方に利用の機会を提供できるよう稼働率を上げていきます。 
 
４ 相談支援事業 
（１）計画相談支援 
 
障害のある方との面談、行政、支援機関との連絡・調整を行い、障害福祉サービスの利用

申請に必要な「サービス等利用計画案」の作成を行います。また、利用者との面談や利用事
業所からの聞き取り等を通じ「サービス等利用計画」が適切かどうかモニタリング（効果の
分析や評価）を行い、必要に応じて見直しを行います。 
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【重点目標】 
①一人ひとりにきめ細やかなサービスを提供できるよう、相談支援専門員の増員や利用者 
数の調整を行います。 
②関係機関と連携深め支援の質を上げていきます。 
③事務処理の効率的な業務遂行をさらに推進します。 
 
（２）地域移行／地域定着支援 
精神科病院に１年以上入院している方など、地域生活への移行のために重点的な支援を

必要としている方を対象に、住居の確保や必要な福祉サービスの提案など地域生活への移
行に向けた相談や支援を行います。 
 
【重点目標】 
地域で先進的な事業所としてさらにケースを積み重ねられるよう長期入院患者への地域移

行支援に積極的に取り組みます。 
 
 
Ⅳ 人材育成 
 当法人の理想とする人材像は「利用者の働く力を伸ばす支援を総合的に提供できる人材」
です。 
社会福祉法人の職員として誇りを持って働く事ができるよう「法人職員としての心構え、

利用者への接遇」を教育の共通土台とします。その上に、職員がそれぞれの得意分野におい
て支援の力を発揮できるような教育を行います。 
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