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平成 27 年度小金井市障害者福祉センター事業計画 

 

基本方針 

1. 法人の基本理念を周知徹底し、その具体化を進めます。 

2. 利用者の意向を尊重し、」豊かに安心して自分らしい生活」を送ることができるよ

う常に質も高いサービスの提供に努めます。 

3. 地域における福祉の街づくりに積極的に取り組みます。 

 

中期目標 

 

1.  

1. 法人主催の基礎研修を受講し、法人の基本理念及び基本方針、コンプライアンス

遵守を周知徹底し、その具体化に努めます。 

2. 小金井市の第４期障害福祉計画（平成 27 年度から平成 29 年度まで３年間）の内

容に沿った障害福祉サービスの実現につとめます。 

3. 法人が導入するするキャリア段位制度の段位を取得することにより、介護技術の

平均化とサービス提供の環境をより安心できるものにしていきます。 

4. 平成 28 年 4 月施行予定の「障害者差別解消法」を視野に入れ、行政と連携した、

地域における福祉の街づくりに積極的に取り組みます。 

 

重点課題 

1. 平成 27年 4月より医療的ケアを必要とする方を含めた 2名の新規利用者が通所を

開始する予定であるため、繊細で配慮ある支援が提供できる体制、活動中の不測

の事態に対応できる環境の整備を実施し、利用者およびに職員に｢安心｣を提供で

きる組織づくりを行います。 

2. 昨年度に引き続き、医療的ケアを必要とする利用者に対応するため、特定介護職

員等によるたんの吸引等のための研修、上級救急技能講習の更新年になるための

研修を受講します。 

3. 平成 27年度が第二期指定管理の最終年であり、意識面・知識面・経営面において

今後のセンターを担う人物を、法人研修や交換研修を通じて複数育てていき、地

域にとって有益な社会資源であるセンターが継続できる組織を作り上げます。 

4. 法人による「グループホーム推進委員会」と連携し、グループホームの開設に向

けた取り組みを行います。 

 

職員研修 

 平成 27 年 4 月より高度な医療的ケアを必要とする方が入所される予定である為、リ

スク面において高度な対応を必要とする体制が求められます。所内において看護師の

指導のもと不測の事態に備える研修、外部においては特定介護職員等による痰吸引等

の研修、上級救急技能講習などを受講し体制を整備していきます。 

 また、福祉職員が基本的に持ち合わせるべき接遇の基本や制度理解については、法

人主催の基礎研修を受講し知識を深め、法人の理念やコンプライアンスの遵守などに

ついても十分に理解し、社会福祉事業の将来を担う人材を育成していきます。 

 そのほか、平成 28 年 4 月より施行予定の「障害者差別解消法」についても所内研修を

実施し、センターとしてどのような視点で準備をして対応していくのかを考えていきます。 
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平成 27 年度職員研修等 

項目 

 

月 

職員研修等 災害訓練等 健康管理・衛生管理 

内  容 内  容 内  容 

４月 

所内研修：吸引・酸素吸入研修 

    ：ＡＥＤ操作研修 

資格取得学習会 

自衛消防訓練 

 
所内医療的ケア研修 

５月 
上級救急技能講習 

資格取得学習会 

第四町会総会 

 

飲料水水質検査 

残菜調査 

６月 

東京都通所活動施設研修会 

所内研修：障害者差別解消法 

資格取得学習会 

自衛消防訓練 

防災無線通信訓練 

給食懇談会 

食中毒予防 

７月 

運営会議・運営協議会 

上級救急技能講習 

資格取得学習会 

防災対策委員会 

自家発電機発電試験 
利用者の健康診断 

８月 

市立施設協議会職員研修会 

虐待防止研修 

資格取得学習会 

消防設備法定点検 

自家発電機発電試験 

防災無線通信訓練 

浴槽定期点検 

厨房害虫駆除 

厨房ダスト清掃 

９月 

業務標準化研修（接遇） 

身体障害者福祉部会研修（東社協） 

資格取得学習会 

町会と合同消防訓練 

自家発電機発電試験 
所内医療的ケア研修 

10 月 

業務標準化研修（業務） 

東京都通所活動施設研修会・運営

協議会 

資格取得学習会 

総合防災訓練 

防災無線通信訓練 
残菜調査 

11 月 

所内研修：吸引・酸素吸入研修 

    ：ＡＥＤ操作研修 

資格取得学習会 

自衛消防訓練 

自家発電機発電試験 

職員定期健康診断 

給食懇談会 

12 月 

所内研修 

接遇研修 

資格取得学習会 

自家発電機発電試験 

防災無線通信訓練 
感染症予防 

１月 
市立施設協議会職員研修会 

資格取得学習会 

自衛消防訓練 

自家発電機発電試験 

インフルエンザ予防

接種 

２月 

運営協議会・身体障害者福祉部会

研修（東社協） 

資格取得学習会 

消防設備法定点検 

自家発電機発電試験 

防災無線通信訓練 

利用者定期健康診断 

職員特殊検診（腰痛） 

３月 
虐待防止研修 

 

町会とセンターの合同

消防訓練 

グリストラップ清掃 

利用者定期健康診断 

 

※上記の他法人主催の研修会等が予定されています。 
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行事、懇談会、地域関係、その他 

項目 

月 

行事・懇談会等 地域関係 その他 

内  容 内  容 内  容 

４月 

生活介護の入所式 

生活介護利用者懇談会 

機能訓練利用者懇談会 

講習会開講式（絵画・レザー） 

手話講習会開講式 

青年学級開級式 

緑町第三町会総会へ出席 

緑町第四町会総会へ出席 

個別面談 

手話講習会選考試験

（上級・養成コース） 

 

５月 
生活介護の家族懇談会 

機能訓練バスハイク 

福祉会館祭り 

小金井市社協評議員会議 

太陽のひろば実行委員会 

実習生受入開始 

６月 

生活介護利用者懇談会 

生活介護：日帰旅行 

給食懇談会（配食先 4 箇所） 

小金井北高運営連絡協議会 

緑小運営連絡協議会 

太陽のひろば実行委員会 

障害者週間実行委員会 

 

７月 

利用者・家族とオンブズパーソ

ンとの懇談会 

第 1 回運営協議会 

小金井阿波踊り（のぞみ連） 

太陽のひろば実行委員会 

障害者週間実行委員会 

 

８月 
生活介護利用者懇談会 

機能訓練利用者懇談会 

太陽のひろば実行委員会 

障害者週間実行委員会 
 

９月 
生活介護の家族懇談会 

手話講師意見交換会 

太陽のひろばに参加 

障害者週間実行委員会 

地域町会と合同消防訓

練 

10 月 

生活介護日帰旅行 

第 2 回運営協議会 

２２周年キャンペーン 

障害別相談員懇談会 

生活介護利用者懇談会 

小金井北高運営連絡協議会 

緑小運営連絡協議会 

緑町連合運動会へ参加 

障害者週間実行委員会 

キャンペーン 

（家族の会バザー・ＪＡむさ

し野菜即売会） 

11 月 
生活介護：日帰旅行 

給食懇談会（配食先 4 箇所） 
障害者週間実行委員会  

12 月 
生活介護利用者懇談会 

機能訓練利用者懇談会 

障害者週間特別企画 

障害者週間ポスター展覧 
 

１月 機能訓練所外活動（初詣） 障害者週間実行委員会  

２月 

生活介護利用者懇談会 

第 3 回運営協議会 

手話講師意見交換会 

小金井北高運営連絡協議会 
絵画講習会展示会（福

祉会館） 

３月 

機能訓練所外活動 

手話講習会修了式 

レザークラフト・絵画修了式 

緑小運営連絡協議会 
地域町会と合同消防訓

練 
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 主 な 行 事 

 

4 月 

 

入所式(生活介護日) ／レザークラフト開講式（14 日）手話講習会上級・養成コー

ス選抜試験（12 日）絵画講習会開講式（17 日）オンブズパーソン相談日（21 日）

手話講習会合同開講式（24 日）機能訓練利用者家族懇談会（27 日） 生活介護個

別面談～5 月 生活介護一時金支給 生活介護利用者懇談会 

 

5 月 

 

生活介護家族懇談会（19 日）日帰り旅行（生活介護） 

給食残菜調査（18 日～22 日）オンブズパーソン相談日（25 日） 

水質検査（厨房・飲料水：25 日）生活介護個別面談～5 月 

6 月 
生活介護利用者給食懇談会（3 日）機能訓練外出訓練（22 日） 

オンブズパーソン相談日（17 日）生活介護利用者懇談会 

7 月 

日帰り旅行（生活介護）上級救命技能認定講習会（新規職員研修）        

第１回運営協議会（10 日）市と法人の運営会議（17 日） 

生活介護利用者定期健康診断（8 日） 

第三者委員と家族･利用者懇談会（21 日） 

 

8 月 

厨房害虫駆除（15 日・16 日） 

オンブズパーソン相談日（19 日） 

生活介護利用者懇談会 

9 月 
地元町会との合同消防訓練（9 日）生活介護家族懇談会（15 日） 

手話講師意見交換会（9 日）オンブズパーソン相談日（16 日） 

 

10 月 

 

第 2 回運営協議会（9 日）緑町連合町会大運動会（17 日） 

22 周年記念キャンペーン（19 日～23 日） 生活介護利用者懇談会／個別面談 

オンブズパーソン相談日（27 日）生活介護一時金支給 日帰り旅行（生活介護） 

11 月 
生活介護利用者給食懇談会（11 日）給食残菜調査（9 日～13 日） 

オンブズパーソン相談日（4 日）日帰り旅行（生活介護） 

 

12 月 

 

機能訓練利用者家族懇談会（7 日）オンブズパーソン相談日（7 日） 

障害者週間（3 日～9 日）  

冬休み（12 月 28 日～1 月 4 日）生活介護利用者懇談会 

1 月 
生活介護成人を祝う会（12 日）オンブズパーソン相談日（26 日）町会懇談会 

生活介護家族新年会 

 

2 月 

 

生活介護利用者定期健康診断（4 日）／個別面談（生活介護）／ 

絵画講習会作品展示会（22 日～29 日）手話講師意見交換会（3 日）  

第三回運営協議会（12 日）オンブズパーソン相談日（9 日） 

生活介護利用者懇談会 

 

3 月 

 

機能訓練バスハイク 手話講習会合同修了式（11 日） 

レザークラフト講習会修了式（8 日）絵画講習会修了式（11 日） 

地元町会との合同消防訓練（16 日）オンブズパーソン相談日（9 日） 
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職員配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職種 常勤 非常勤 パート 嘱託 
勤務区

分 
勤務時間：勤務形態 

施設長 １    日勤 8:30~17:15 三施設の所長兼務 

副施設長  １   日勤 非常勤 ９時～１６時 

事務員 １ １   日勤 非常勤 ９時～１６時 

サービス管理

責任者 
２（兼）      

支援員 ６ 8   日勤 非常勤 ９時～１７時 

看護師 １ １ １  日勤 パート ９時～１６時 

栄養士 １     栄養士は、調理員を兼務 

調理員  ２   日勤 栄養士は常勤：非常勤 9 時～16 時 

介護職員  ２   日勤 入浴介助 2 人  ６時間勤務 

食事介護   ６   食事介護 6 人  2 時間パート 

運転手  １   日勤 運転手：非常勤 9 時～17 時 

添乗員   ２   添乗員パート（週３日）交代勤務 

療法士    ４ 日勤 嘱託 9 時～16 時（PT・OT・ST） 

医師    ３  13 時～15 時（内科・精神・整形） 

合 計 １０ １５ ９ ７   

 

 



6 

 

平成 27 年度障害者地域自立生活支援センター（相談支援事業）事業計画書 

 

基本方針 

1. 利用者又は保護者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った相談支援

を行います。 

2. 利用者が自立した日常生活や社会生活が営める配慮ある支援を行います。 

3. 行政や福祉サービス事業を行う事業者等と連携をし、地域において必要とされる

社会資源の改善や開発に努めます。 

4. 自らの提供する相談支援の評価と検証を行い、常に質の高い業務を行います。 

   

重点課題 

1. 基幹相談支援事業所として、計画相談、地域移行、地域定着、虐待防止、地域生

活支援事業など、昨年度の取り組みを安定したものにするための継続的な取り組

みを行います。また東京都より依頼されている基幹相談支援センター体制整備促

進検討委員会への委員派遣など、行政と連携した基幹のあり方を関係機関と共通

認識のもと構築していきます。 

2. 障害別相談における複数の相談場所、相談曜日、相談方法を設定し、利用者の利便性

に配慮する対応を継続して実施いたします。また、相談員全員を対象とした外部講師

による勉強会を企画し、障害別相談の機能を高めます。 

3. 平成 28 年 4 月より「障害者差別解消法」が施行されることに伴って、小金井市の自

立支援協議会と連携した啓発運動を、近隣の大学をはじめとした高等教育機関や市内

の小中学校と協働して取り組んで行きます。 

4. 障害者週間 12 周年イベント （ア実行委員会方式の設立 イ障害者週間ポスター展

の実施、特別企画の実施等）を行います 

 

職員体制 

 

相談員（専任）の職員配置 

 

専従常勤職員 ３名   

ピアカウンセラー 

（障害別相談員） 

知的障害・肢体不自由・視覚障害・聴覚障害 

精神障害・内部障害（難病疾患など）７名 

 

講習会・講演会等の講師 

 

課題別に講演会講師を招聘 

連携職員 
計画相談や地域生活支援において地域の関係

機関関係者に協力依頼  

 

※基幹相談事業所として、地域関係機関との連携協力職員。事業所としての配置人数

ではカウントしないもの。 
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行事、懇談会、地域関係、その他 

項目 

月 

行事・懇談会等 地域関係 その他 

内  容 内  容 内  容 

４月 

生活介護の入所式 

生活介護利用者懇談会 

機能訓練利用者懇談会 

講習会開講式（絵画・レザー） 

手話講習会開講式 

青年学級開級式 

緑町第三町会総会へ出席 

緑町第四町会総会へ出席 

個別面談 

手話講習会選考試験

（上級・養成コース） 

 

５月 
生活介護の家族懇談会 

機能訓練バスハイク 

福祉会館祭り 

小金井市社協評議員会議 

太陽のひろば実行委員会 

実習生受入開始 

６月 

生活介護利用者懇談会 

生活介護：日帰旅行 

給食懇談会（配食先 4 箇所） 

小金井北高運営連絡協議会 

緑小運営連絡協議会 

太陽のひろば実行委員会 

障害者週間実行委員会 

 

７月 

利用者・家族とオンブズパーソ

ンとの懇談会 

第 1 回運営協議会 

小金井阿波踊り（のぞみ連） 

太陽のひろば実行委員会 

障害者週間実行委員会 

 

８月 
生活介護利用者懇談会 

機能訓練利用者懇談会 

太陽のひろば実行委員会 

障害者週間実行委員会 
 

９月 
生活介護の家族懇談会 

手話講師意見交換会 

太陽のひろばに参加 

障害者週間実行委員会 

地域町会と合同消防訓

練 

10 月 

生活介護日帰旅行 

第 2 回運営協議会 

２２周年キャンペーン 

障害別相談員懇談会 

生活介護利用者懇談会 

小金井北高運営連絡協議会 

緑小運営連絡協議会 

緑町連合運動会へ参加 

障害者週間実行委員会 

キャンペーン 

（家族の会バザー・ＪＡむさ

し野菜即売会） 

11 月 
生活介護：日帰旅行 

給食懇談会（配食先 4 箇所） 
障害者週間実行委員会  

12 月 
生活介護利用者懇談会 

機能訓練利用者懇談会 

障害者週間特別企画 

障害者週間ポスター展覧 
手話 

１月 機能訓練所外活動（初詣） 障害者週間実行委員会  

２月 

生活介護利用者懇談会 

第 3 回運営協議会 

手話講師意見交換会 

小金井北高運営連絡協議会 
絵画講習会展示会（福

祉会館） 

３月 

機能訓練所外活動 

手話講習会修了式 

レザークラフト・絵画修了式 

緑小運営連絡協議会 

地域町会と合同消防訓

練 
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事業実施内容 

１ 専門的な相談支援等を要する困難なケース等への対応 

 ・困難なケース等について、当事者・家族への専門的な相談・助言等の支援 

・計画相談支援（サービス利用計画）に関する業務 

・成年後見制度利用支援事業 

２ ホームヘルパー・デイサービス・ショートステイの利用援助 

 ・障害者支援制度における居宅支援制度の活用や紹介などの相談 

・制度以外のインフォーマルなサービス機関の活用等の紹介・相談 

３ 社会資源を活用するための支援 

 ・通所施設等の紹介・就労支援・福祉機器・装具利用相談・情報機器利用援助 

・生活関連動作支援（外出プログラム）・住宅改修相談・手当て・福祉制度利用援

助 

４ 社会生活力を高めるための支援 

 ・地域の仲間づくりプログラム（趣味活動・余暇活動など） 

・生活プログラム（介助サービス、健康管理、金銭管理、家事家庭管理等） 

・地域へ向けた講習会等の実施（短期手話講習、点字パソコン講習会等） 

・自立生活講座及び当事者相談（ピアカウンセラー等、自立体験者の講座） 

５ 当事者相談（ピアカウンセリング） 

 ・知的障害、肢体不自由、視覚障害、聴覚障害、精神障害、内部障害の 6 障害の

ピアカウンセラーによる相談の実施（毎週火曜日 13 時～15 時） 

・ピアカウンセラー懇談会の実施 

・小金井市障害別相談員との連携をとり、情報交換、懇談会等を実施 

６ 専門機関との連携 

 ・障害福祉課、保健センター、保健所、東京都心身障害者福祉センターとの連携 

・社会福祉協議会、精神障害者生活支援センター、障害者就労支援センター、こ

ども家庭支援センター、市内障害者通所施設（作業所）、養護学校等の連携 

７ 基幹相談支援事業所 

 指定特定相談支援事業所、指定一般相談支援事業所、計画相談、地域移行、地域

定着、虐待防止、地域生活支援事業、相談支援ネットワーク、相談支援専門員研

修、権利擁護事業 

８ 小金井市障害者虐待防止センター 

 24 時間連絡体制、緊急一時保護、小金井市との連携の上の立入調査、虐待予防 

 

 


