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Ⅰ．はじめに 

 

 阿蘇くんわの里においては、障がいの重度化や加齢による様々な能力の低下に対応できる

支援体制の構築に取り組んだ上で、各事業の役割を明確にし、朝礼・終礼にて利用者の問題

点や状況の報告を毎日行った。そこで職員皆で担当事業以外の情報も共有化することで、福

祉職員としての意識、資質の向上に努めた。また、作業においても生活介護は作業を中心と

するのではなく、機能維持を目的にリハビリを含めたレクレーションを組み込み、利用する

方々が少しでも多くの参加できる様、職員で話し合い計画、実行に努めた。就労事業におい

ても、工賃の向上を図る為、低賃金の作業の見直し、非効率の作業の廃止や日中事業の見直

しを行った上で、工場内の配置の変更をし、更なる高効率を図った。前年度に報酬単価の改

正があり、就労継続支援 B 型事業の給付費が減少になった上、従来の生産活動の作業の受注

量も減り、収益の確保が厳しくなっている。このため、前年度と比較をしても利用者工賃が

若干減少しているのが現状である。 

 

 

Ⅱ．全体状況報告 

 １．施設整備状況 

前年度からの引続きで風呂場、脱衣所及び西側玄関の改修工事を行い、令和元年 8 月に

完成し、業者より引き渡された。このことにより重度の利用者が機械浴を利用した入浴が

できるようになり、介助者の負担軽減及び利用者の安全を確保する事につながった。また、

西玄関も段差をなくし、車イスやシルバーカーの利用者でも安心して歩行できるようにな

った。西側洗面所にシャワー浴できる場所を設置し、失禁した利用者に即座に対応できる

よう、そして食堂前のトイレも、車イスの方でも使用できるように改修した。 

 

 

 ２．利用者状況 

  体験実習を積極的に行い、利用者の確保に取り組んだ。利用される方のニーズに合う提

案を行ったり、できうる限り希望に添う事が出来るよう支援体制の構築に努めた。 

 

                            （令和 2年 3月末時点） 

 事業 定員 
30年度 

登録者数 

令和元年度 

登録者数 
増減 

日

中

事

業 

生活介護事業 40名 39名 37名 -2 

生活訓練事業 6名 3名 5名 +2 

就労継続支援 B型 34名 32名 33名 +1 

就労移行支援 6名 2名 2名 0 

居

住 

施設入所支援 40名 38名 37名 -1 

短期入所支援 
1名（併設型） 

1名（空床型） 
6名 7名 +1 

 

 



  阿蘇くんわの里 

 
- 2 - 

３．実施行事 

※新型コロナウイス感染拡大防止の為、中止。 

 

４．職員研修状況 

  全職員を対象に月 1 回の職員会議や各部署の代表者による運営会議を 2 か月に 1 回に行

い、事業状況報告、研修報告等を組み込み、情報の共有化及び知識の向上に努めた。また、

スキルの向上を目指すため、施設外の研修にも積極的参加を行った。 

日付 行事名 参加者 場所 

5 18 春祭り 利用者・家族 阿蘇くんわの里 

9 
14 きらめきフェスティバル 利用者・家族 大津町総合体育館 

28 くんわ祭り 利用者・家族・地域住民 阿蘇くんわの里 

10 6 ペタンク大会 利用者 菊池市総合体育館 

12 14 餅つき 利用者・家族・地域住民 阿蘇くんわの里 

1 11 どんどや 利用者・家族・地域住民 阿蘇くんわの里 

3 
 利用者旅行（介護） ※   

 利用者旅行（就労） ※   

日付 研修名 主催 参加 

4/26 知的障がい者施設長研究大会 知的障がい者施設協会 1名 

5/9 熊本県知的障がい者施設理事会 知的障がい者施設協会 1名 

5/20 熊本県社会就労センター協議会 熊本県社会就労センター協議会 2名 

5/29 熊本県知的障がい者施設評議会 知的障がい者施設協会 1名 

6/10 第 1回製品・サービス向上研修 熊本県社会就労センター協議会 2名 

6/25 安全運転管理者講習会 安全運転管理者等協議会 1名 

6/26 定時評議員会 阿蘇保健福祉センター 1名 

6/27 熊本県物産振興協会通常総会 熊本県物産振興協会 1名 

6/29 通常総会 熊本県知的障害者家族会連合会 1名 

7/9 都道府県経営者協議会セミナー 経営者協議会 2名 

7/11 インバウンド対策セミナー 熊本県物産振興協会 1名 

7/18～ 熊本県相談支援従事者初任者研修 総合健康推進財団 2名 

7/25 知的障がい関係施設長等研究大会 知的障がい者施設協会 1名 

9/5 体育担当者会議 熊本県社会福祉協議会 1名 

9/10～ サービス管理責任者基礎研修 総合健康推進財団 2名 

9/19～ 知的障がい関係施設長等研究大会 知的障がい者施設協会 3名 

10/12 発達障害の就職困難学生への支援 くまもと障がい就業支援研究会 1名 

10/18 熊本県知的障がい者施設理事会 知的障がい者施設協会 1名 

10/25 福祉人材採用向上セミナー 熊本県社会福祉協議会 1名 

11/8～ 青年施設経営研究会 熊本県青年施設経営研究会 1名 

11/15 阿蘇市地域福祉フォーラム 阿蘇市社会福祉協議会 2名 

11/15 サービス管理責任者基礎研修 総合健康推進財団 2名 

11/22 知的障がい者施設長研究大会 知的障がい者施設協会 1名 
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５．職員資格習得状況 

 ・サービス管理責任者 2名 

 

６．実習受入状況 

阿蘇やまなみ病院入院者 体験 1名 

阿蘇温泉病院入院者 体験 1名 

熊本県立小国支援学校 体験 1名 

菊陽病院入院者 体験 2名 

山鹿回生会病院入院者 体験 1名 

 

７．職場体験実習  

福岡子ども短期大学 10日間 1名 

尚絅大学短期大学部（※） 6日間 1名 

※新型コロナウイス感染拡大防止の為、途中で中止。令和 2年 9月予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/27 知的障がい者施設協会 職場研修 知的障がい者施設協会 1名 

12/5～ 強度障がい支援者養成研修 総合健康推進財団 2名 

12/10 工賃向上計画支援研修会 熊本県社会就労センター協議会 1名 

12/11 退職共済事業事務説明会 熊本県社会福祉協議会 1名 

12/23 施設実習連絡協議会 尚絅短期大学 1名 

12/23 施設長会並びに県議市議との意見交換会 熊本県社会就労センター協議会 2名 

1/17 知的障がい者施設協会施設長連絡会 知的障がい者施設協会 1名 

1/23 サビ管更新研修 総合健康推進財団 1名 

1/24 青年部会セミナー 熊本県物産振興協会 1名 

2/6 日中活動支援部会職員研修会 知的障がい者施設協会 2名 

2/7 阿蘇圏域自立支援協議会就労支援部会 阿蘇圏域自立支援協議会 1名 

2/10 ヘビークレームへの対応 あいおいニッセイ同和損保株式会社 1名 

2/12 知的障がい者施設協会災害対策研修会 知的障がい者施設協会 1名 

2/19 知施協施設職員・家族合同研修会 知的障がい者施設協会 3名 

2/21 サビ管更新研修 総合健康推進財団 1名 

2/21 パッケージデザインセミナー 熊本県物産振興協会 1名 
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Ⅲ 個別事業報告 

 １．障害者支援施設 阿蘇くんわの里 

（1）施設入所支援・生活介護事業・短期入所支援 

【サービスの取組み】 

障害の重度化や加齢が進んでいることで、支援員や他利用者に対しての暴言や暴力、つ

きまとい行為のトラブルの対応に追われている。中には離設を繰り返す方、物にあたる破

壊行為、長期にわたる入院、服薬調整による家族への説明といった機会が増加している。

そのような行為の対応策の一環として居室の個室化を進め、プライベートの確保や精神状

態の安定を図ってきた。また、浴室の改修工事も終わり、機械浴を導入したことで、立位保

持が難しい利用者も安全に入浴ができ、介助者の負担軽減にも繋がっている。今までは、

生産活動中心に日中事業を行ってきたが、レクレーションやリハビリ的な機能訓練を組み

込み、機能維持・向上に努めた。 

 

【課題・次年度への提起】 

障害の重度化、加齢による身体機能の低下などが多く事案が上がってきている。今後は、

医療関係との連携、トラブル予知、観察力、服薬の理解等、支援する側の意識、知識、技術

の向上に取り組むのはもちろんの事、利用者への寄り添う支援、傾聴、2F の居室の個室化

を進めることで少しでも精神状態の安定した生活ができるよう目指す。また、日中活動に

おいてもレクレーション活動の幅を広げ、季節感が実感できるイベントの計画に取り組み、

利用者が満足、安心して生活できる環境の構築を図っていく。 

 

（2）生活訓練事業 

【サービスの取組み】 

限られた期間での訓練・支援となるため、効率よく行わなければならない。そのため、個

別の目標を決め、それに沿った生活リズムの構築・身なりを整える・挨拶等の社会的マナ

ー・物事に対しての集中力や順応力等の向上が図れるよう努めた。入所の利用者に関して

は介護職員との連携を図った上で、毎日の声掛けを行い、日中活動の参加を呼び掛けた。

また落ち着いた状態で活動に参加できる様、活動前に傾聴や聞き取りに取り組んだ。 

 

【課題・次年度への提起】 

前年度に比べ利用者が増え、重度障害の方等様々な事案・ケースが増加して来ている。

相談支援事業所や医療機関等の関連機関と連絡を密にし、問題解決に努めなければならな

い。また、利用者に対しては出来た事、出来なかった事をはっきりさせ、出来た時の達成感

を持って次の課程に移行できる様に目指していく。 

 

２．多機能型事業所 阿蘇くんわの里 

 

（１）就労継続支援 B型 

【サービスの取組み】 

自主生産班は、熊本地震から４年が過ぎ、観光客も少しずつ増えそれに伴い馬油製品の

受注、売上の増加が見られてきている。馬油製造に携わってから 10年が経過し、更なる製

品の品質向上、お客様満足度を上げる為、元鳥取大学准教授斉藤氏に生産ラインの見直し

を依頼し、設備改良・製造工程・設備の保守点検の効率化・製造過程の精度・品質の向上を

行う事が出来た。また、利用者には販売店舗への訪問の機会を設け、自分達の製造した商

品の陳列を見学・販売の現場を見ることでモチベーションの向上を図った。営業において
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は、委託販売店舗の確認を行い、売上の確保が難しい店舗からの撤退や在庫数の見直し、

ポップ等リーフレット、チラシの作成、消費税増税に伴う販売価格の変更に取り組み、効

率良く売上を伸ばせるように改善に努めた。 

縫製班では旅館、ホテルからのタオルクリーニングの作業単価見直しを行い、価格の折

り合いがつかず、取引を中止した企業もあるが、単価の統一を図ったことで取引先とのや

り取りがスムーズに行えるようになった。利用者に対しては作業を分担することで責任を

持って参加できる様取り組んだ。 

下請班は 8 月頃まで順調に企業よりゼリー作業を受注できていたが、全国的に災害が発

生したことで各地より観光客が減少してしまうと共に受注が減ってきている。その為、新

規作業として施設周辺、グループホーム、グラウンドの草刈り作業や整備を取り入れた。 

また、施設内の清掃作業や消毒、公用車の洗車を受注し、売上の確保に努めた。 

実習においては、2 社の企業に関して当施設の目的とかけ離れることから 4 月より職場実

習を辞退した。このことにより、売上の減少はあったものの、1社のみとなり、送迎業務に

職員を割くことがなくなった為、本来の目的である利用者に付き添うことで、能力の向上、

社会的マナーの習得に取り組むことできている。 

どの事業にも言えることだが、２月中旬からコロナウイルスの感染拡大防止に力を入れ

ないといけない状況となり、また、観光客業の低迷により受注量が大幅に減り、それに伴

い、売上も減少しているのが現状である。 

 

【課題・次年度への提起】 

馬油商品 については、現製品の見直し及びネット限定商品、和潤精オイルの容器・内

容量の規格変更を行うことで更なるコストカットや高品質な商品をお客様に提供できる様

に心掛ける。また、不要不急な外出規制もあり、ネット注文件数は増加傾向にあり、新規顧

客やリピーターの増加を目指す為、販売サイトのリニューアルを手掛けていきたい。その

他作業班においても新型コロナウイルスの緊急事態宣言による観光客の減少で受注してい

た作業の取り消しや職場実習ができない状態であり、職員皆で知恵を出し合い、少しでも

減少する売上の確保に努めなければならない。今後は、現状目まぐるしく変化する社会に

対して臨機応変に対応すべく、常に職員や利用者の体調に気を配り、作業の獲得に努める。 

 

（2）就労移行支援 

【サービスの取組み】 

就労移行支援事業に関しては、一般就労を目指し、さまざまな企業や業種の実習に従事、

体験を通じて就労等への意識向上に努めたが、利用者自身の就労意識、意欲が低く、また

企業の求める人材育成に取り組むことができず、一般就労へ繋げることが出来なかった。

今までハローワークや職業センター等の関連機関との連携を図り、一般就労を目指してき

たが、障がいの重度化に加え、企業の縮小化、受入れ企業の減少等があり、令和 2 年 4 月

末で休止することする。 

 

３．医務部門  

【サービスの取組み】 

医務においては、利用者の生活に大きく関わりを持っており、食事や入浴、排せつ、睡眠

等、臨機応変な支援が必要である。特に衛生管理面では早期の疾病に気付き、重症化する

前に医療関係との受診調整または、予防推進に取組んだ。また、医療機関に関わっている

もののなかなか完治しない皮膚疾患の利用者は、皮膚科専門医に変更したことで、改善の

兆候が見られている。今後も利用する方々に安心して生活ができる支援・介助を心掛ける。 
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各医療機関の定期受診状況 

 

【課題・次年度への提起】 

利用される方の障害の重度化が進む中、日常における状態の把握し、担当医に伝え、現

在の状況に合った服薬調整や利用者の立場に立った支援をしなければならない。その上、

加齢による運動機能の低下が著しいため、本人のストレスにならない程度の運動やストレ

ッチを行い、機能維持を図っていく。また、感染症（ノロウイルス・コロナウイルス・イン

フルエンザ）を常に考え、施設内や社用車の消毒、外出の際の注意点、手洗い、うがいの励

行に努め、マニュアルの見直し、作成に取り組んでいく。そして、職員に対して障害や薬剤

の種類、薬効、使い方等の周知に努める。 

 

４ 給食部門 

【サービスの取組み】 

事業計画に基づいて嗜好調査（アンケート）や給食会議等を実施し、結果を参考にして、

献立作成に取り組んだ。また毎月工賃支給日 15日には調理師による特別メニューの提供な

ど満足度の向上に努めた。また成人病予備軍の方が増加傾向にある為、平均 1日 1,600cal

での献立作成を行い、腎臓食等の特別食、カロリー制限食、減塩食及びアレルギー対応食、

補助食に高カロリーゼリーの提供、咀嚼に応じて刻み食、粥食などの提供や体調不良の方

には別メニューの提供など個別的に対応した。 

衛生面では、月一回の業者による害虫駆除及び消毒を実施、定期的な検便及び拭き取り

調査を実施し、食中毒、ノロウィルス等の防止に努めた。 

非常食の点検を行い、施設利用者、グループホーム利用者及び職員を勘案し１００人・３

日分の食事の保存食を確保した。 

 

【課題・次年度への提起】 

アンケート結果で９割の利用者が給食を楽しみにされているが、内容的に２割の方が満

足されていないことが判明した。利用者の方々が希望される献立を多く取り入れ、調理に

おいても利用者に満足いただける味、盛付、調理方法を研鑽しお一人お一人から「おいし

かった」、「また食べたい」と言っていただけるよう努力していきたい。そのためにも調理

員の人材確保を行い、一人ひとりの意識の向上を図っていく必要があり、衛生面・利用者

の把握に気を配り、支援員や看護師と連携し、現在の状態に合った食事の提供を心掛ける。

利用者に対しての食事の提供というのは楽しみであるため、厨房職員を含めて利用者への

声掛けを行い、状態・状況の把握に努める。 

 

 

 

 

 

1ヶ月毎 1・2ケ月毎 その他 

・菊池有働病院 

・国立菊池病院 

・市原胃腸科外科 

・古嶋眼科 

・阿蘇やまなみ病院 

・ピネル記念病院 

・阿蘇医療センター 

・坂梨ハートクリニック 

（３回/週） 

・きずな歯科 

（１回/週） 
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（年間行事食） 

毎月１５日工賃支給日に調理師による特別メニューを提供 

 

５．防犯・防災訓練報告 

実際の災害時、職員はどのような行動、利用者の誘導をどうすればよいかの訓練を阿蘇

広域消防本部の指導の下、行った。日頃より防災意識及び災害時の対応能力を養うことで

実際の災害時、利用者に安心感を与える必要性があるため、緊張感をもって訓練に参加す

るよう指導している。新任職員には交代で担当になっていただき皆で役割の把握ができる

よう行った。 

 

【課題・次年度への提起】 

夜間想定の訓練、及び、風水害時の避難等を計画し、地元消防団と連携する事で様々な

災害を想定した訓練を行い、災害に対する意識向上、職員は慌てず対応を行い利用者の安

全確保が行えるようにする。 

ＢＣＰ（事業継続計画）マニュアルをもとに建物及び敷地内の安全確認や備蓄品の期限

の確認や更新を行い、災害時の利用者の安全確保や福祉施設としてサービス提供が継続出

来る事と、福祉避難所として活動出来る様体制を整えていきたい。 

 

提供月日 イベント 提供メニュー 

5月 18 春祭り ｶﾚｰﾗｲｽ、焼きそば、唐揚げ、ｱﾒﾘｶﾝドッグ､ｱｲｽｸﾘｰﾑ､お菓子 

7月 
20 暑気払い バーベキュー（昼）、幕の内弁当（夕） 

26 土用の丑 セレクトメニュー（うな丼、牛丼） 

8月 4 お出かけ 幕の内弁当（あんずの丘） 

9月 
14 きらめき大会 幕の内弁当（大津体育館） 

28 くんわ祭り 焼きそば、焼き鳥、あげたこ、綿菓子、ポップコーン 

12 月 

14 餅つき大会 豚汁、ぜんざい、おにぎり、お餅、おから、ししゃも､果物 

24 クリスマス 
チキンライス、ローストチキン、コーンスープ・ケーキ、 

杏仁豆腐、紅茶 

31 大晦日 年越しそば、魚の塩焼き、馬刺し 

１月 
1 元 旦 赤飯、おせち、お雑煮、お屠蘇 

14 どんどや バーベキュー、焼き餅、豚汁、ぜんざい、おにぎり 

２月 13 節分の日 恵方巻、澄まし汁 

３月 １ ひな祭り ちらし寿司、筑前煮、吸い物、もずく酢和え、ひなあられ 


