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Ⅰ 法人本部 事業計画 

 

１．法人運営 

2017年度に行なわれた「社会福祉法人制度改革」では、法人の経営体制の強化や事業の

透明性の確保を重点的に行なうことが主眼とされていました。本法人もこの 2年間で社会

福祉法人の責務を果たすべく、法人内の諸問題に取り組んでまいりました。 

今年度は法人として 13年目の活動を行なうこととなります。法人の経営基盤の強化も必

要になりますが、より一歩進んだ、対外的な地域への取り組みも可能な限り進めていく考

えです。 

 

（1） 経営組織のガバナンスの強化に対する取り組み 

定期的に理事長を中心とした法人事務局会を行ない、法人の経営状況や事業運営状         

況を確認するなど、理事会が積極的に法人運営に関与できるようにする。 

（2） 事業運営の透明性の確保に対する取り組み 

次の文書については、法人ホームページ（アドレス http：//www.saku-labo.org）に公開し、

閲覧可能な状況とする。 

 ・法人定款 ・事業計画 ・工賃向上計画書 ・役員報酬規程 ・事業報告  

・現況報告書 ・決算報告（3過年度分） 

（3） 財務規律の強化に対する取り組み 

会計顧問である日本コンサルティングによる会計指導および会計担当監事による会計監事

監査を定期的に実施し、経営の健全化を図る。 

   ●2019年 4～6月期  ・・・・2019年 7月 

   ●2019年 7～9月期  ・・・・2019年 10月 

   ●2019年 10～12月期 ・・・・2019年 1月 

   ●2019年 1～3月期  ・・・・2020年 4月 

●2019年度決算期  ・・・・2020年 5月 

（4） 地域貢献活動 

制度改革の骨子の一つとなっている社会福祉充実計画のうち「地域貢献活動」として、本法

人では主に「子育て世代、経済的に困窮する者に対する支援」を掲げています。具体的には、

伊勢原地域で活動する、「子ども食堂」等への食材等の提供を行ないます。 

 

２．理事会 

   今年度は、制度改革後 2年が経過するため、理事の改選が行なわれます。 

定例会 

●５月定例会・・・2019年 5月 23日(木) 

2018年度事業報告、決算、定時評議員会期の決定、理事長業務報告、その他 

●10月定例会・・・2019年 10月 24日(木) 

理事長業務報告、その他 

●３月定例会・・・2020年 3月 6日(木) 

2020年度事業計画、予算、その他 
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多機能型事業所 

●臨時会・・・2019年 6月 19日(水) 

理事長の互選 

その他、法人の状況等により臨時理事会を開催。 

 

３．評議員会 

   ●2019年 6月 19日(水)…定時評議員会 

2018年度事業報告、決算、役員（理事・監事）の選任 

その他、法人の状況等により臨時評議員会を開催。 

 

４．役職員研修等 

 ・神奈川県知的障害福祉協会 施設長会（研修会）への参加 

 ・神奈川県知的障害福祉協会 湘南西地区施設長会（研修会）への参加 

 ・人事・労務管理者等研修への参加 

 ・人権・虐待防止等研修への参加 

 ・神奈川県主催の法人代表者会への参加 

・伊勢原市障がい者とくらしを考える協議会への参画および研修会への参加 

 

５．法人組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

指定特定相談支援事業所「障がいサポート コールラビ」 

管理者 1 名、相談支援専門員 1 名 

指定生活介護事業所「さくらの家福祉農園」 

管理者 1 名、サービス管理責任者 1 名 

看護師 1 名、生活支援員等 4 名 

重度障害者支援員 

 

理事 6 名 監事 2 名 評議員 7 名 

法人事務局 酉水理事長・勝田理事 

事務局長、職員 3 名 

指定就労継続支援 B 型事業所「さくらの家福祉農園」 

管理者 1 名、サービス管理責任者 1 名 

生活支援員等 3 名、目標工賃達成指導員 1 名 
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Ⅱ 多機能型（指定就労継続支援Ｂ型事業所および指定生活介護事業所）「さくらの家福祉

農園」事業計画 

 

１．運営方針 

就労Ｂ 

利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して就

労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び

能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行います。また、常に

利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。さ

らに、地域との結び付きを重視し、市町村、他の障害福祉サービス事業者その他の保健

医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めます。 

事業の実施にあたっては、関係法令等を遵守します。 

 

 生活介護 

利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、常時介護を要する

者に対して、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便

宜を適切かつ効果的に行います。また、常に利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の

立場に立ったサービスの提供に努めます。さらに、地域との結び付きを重視し、市町村、

他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者

との連携に努めます。 

事業の実施にあたっては、関係法令等を遵守します。 

 

２．事業内容 

就労Ｂ 

①就労継続支援Ｂ型における日常生活上の支援、相談、農作業を中心とした日中活動の支

援、地域生活や就労のための関係諸機関、行政との連絡調整を行ないます。 

②就労継続支援Ｂ型計画の作成を行ないます。 

③訓練等給付、利用者負担額等の請求、受領業務を行ないます。 

④利用者からの相談、苦情処理に関する業務を行ないます。 

⑤職場実習、施設外就労、施設外支援などの就労に向けた支援および求職活動、また就

労後の職業生活における相談等の職場定着のための支援を行ないます。 

 

 生活介護 

①生活介護における日常生活上の支援、相談、農作業を中心とした機能訓練のための支援、

地域生活や就労のための関係諸機関、行政との連絡調整を行ないます。 

②生活介護計画の作成を行ないます。 

③介護給付、利用者負担額等の請求、受領業務を行ないます。 

④利用者からの相談、苦情処理に関する業務を行ないます。 

⑤創作的活動、生産的活動、余暇活動等の支援を行ないます。 
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３．人員配置 

2019年度 各事業所人員配置数 

 就労継続支援Ｂ型 生活介護 

職員配置基準 
６：１以上 

「目標工賃達成指導員」配置 
６：１以上 

管理者（施設長） １名(兼務) 

サービス管理責任者 １名(兼務) 

事務員・経理 2名(兼務) 

生活支援員・職業指導員等 2名 5名 

目標工賃達成指導員（就）※ 

重度障害者支援員（生）※※ 
１名 １名 

看護師  1名 

医師  1名(嘱託) 

※工賃向上計画に基づいて設定した目標工賃の達成に向け、就労継続支援Ｂ型計画に基づき、利用者の技術向上のための

支援を行います。 

※※強度行動障害基礎研修修了者による支援を実施します。 

 

４．利用者の支援 

個別支援計画 

 各事業利用者には個別支援計画を作成し、その内容にしたがって支援を行ないます。計

画はサービス管理責任者と支援職員が半年に一度ご本人と面談（モニタリング）して立案

します。聞き取った内容とともに、会議（個別支援計画策定会議）を開催して各職員から

集めた情報を基に計画を作成します。その内容は主に、「ご本人ができること（作業）を伸

ばしていく」という内容になっています。 

その他にも必要に応じて個別支援会議を実施し、課題を整理・対応します。 

 

車輌による送迎 

 生活介護・就労継続支援 B型両事業所に継続して通所を可能にするために車輌による送

迎を実施しています。８人乗り普通自動車２台および４人乗り軽自動車２台（うち１台は

新規リース車輌）による４コースの送迎を実施します。 

 

就労支援としての農園事業 

ご本人の得意なことや好きなことを中心に作業を組み立て、就労に向けて意欲が高まる

よう支援をしています。また、就労を目指す方は、ご本人にとって少し難しい作業に挑戦

してもらうなど、より高度な作業を行ないます。また、施設外就労等をとおして、就労に

対する意欲が増した方には、段階的に就労の機会を提供できるよう取り組みます。 

昨年度は、一昨年度生産力を強化した加工品部門が堅調でした。夏場の猛暑によって夏

から秋にかけての野菜生産に落ち込みが見られましたが、春先には数軒の生産農家から野

菜苗の大口受注があり、また冬場には他施設のハウスビニルの張り替え等の所外作業が好

調でした。 
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昨年度より、就労継続支援 B型の基本報酬は工賃実績と連動され、工賃アップが必須課

題となっています。昨年度好調であった部門の継続した生産を行ない工賃アップに取り組

みます。 

具体的には、次のことに取り組みたいと考えています。 

① 加工品の通年生産、通年出荷 

② 野菜苗・花苗の生産力アップ 

③ 水稲栽培の強化 

大型ビニールハウスを設置することにより苗の生産能力がアップし、大口の注文にも対

応できるようにしています。 

 

１）環境保全型農業による農園作業 

農薬や化学肥料に頼らない農業を実施することにより、環境や人間の健康に安全な米や

野菜などを生産します。その実施は、消費者はもとより生産者（利用者）にとっても安心安全

な生産方法となります。農園では米、野菜、野菜苗、花卉、花苗、加工品、堆肥などの生産

に利用者が携わります。 

２）所外作業 

所外で行う作業は外部の方との接点であり、「きちんと仕事をする」ことを学ぶ場となって

います。2011 年度から収穫作業を続けているブルーベリー作業、さらに、他施設等花壇・

畑整備、個人宅庭木剪定等の作業、近隣養護学校のご理解、ご協力の元行っている月各

1 回の販売活動も継続して行います。2010 年度より継続していたみかんの受託栽培は終

了しました。 

３）施設外就労 

所外作業のうち、施設外就労の契約先となっている場所で、就労の体験ができるよう支

援します。 

４）生活支援 

利用者本人自治会活動(メンバー会議等)、昼食会、陶芸・DVD鑑賞等、余暇の過ごし方

等を支援します。 

 

就労 B利用者の工賃 

 昨年度は、復調傾向にある苗生産と堅調な加工品生産により、工賃がアップしました。

今年度は、それらの部門をさらに充実させ、工賃の向上を目指します。 

 

2019年度 目標工賃月額 

 2017年度神奈川県平均 2017年度さくら実績 2018年度さくら見込み 2019年度さくら目標 

月額 14,046円 10,017円 11,933円 13,000円 

 

生活介護支援としての農園事業 

楽しいながらも充実した農作業ができるように支援します。 

①機能訓練；一連の農園作業（種まき、鉢上げ、収穫等）を機能訓練として行ないます。

また、健康増進のために歩行・体操等も取り入れます。 
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②創作的活動；陶芸等を行ないます。 

③生産的活動；堆肥生産、苗(野菜・花卉)生産等を行ないます。 

④生活支援；利用者自治会活動、日帰り旅行等、余暇の過ごし方等を支援します。 

 

ⅳ．通所利用者の定員および登録者数 

  定員は、多機能型として 20名（就労Ｂ型 10名、生活介護 10名）となっています。 

  今年度は、就労 Bが 12名、生活介護が 12名の合計 24名でスタートとなります。 

   

  各事業所登録者数 

 性別 
2018年度 

4月 1日 

2019年度 

4月 1日予定 
備 考 

就労Ｂ 

登録利用者数 

男性 7名 8名 

昨年度中に 1名新規利用。 女性 4名 4名 

小計 11名 12名 

生活介護 

登録利用者数 

男性 9名 9名 

 女性 3名 3名 

小計 12名 12名 

合計 23名 24名 全体で昨年度当初比１名増。 

 

ⅴ．研修計画・・・適切な利用者支援ができるよう次の研修を行ないます。 

①初任者研修；採用後 3年以内の職員（神奈川県社会福祉協議会等が主催する研修） 

②中堅職員研修；採用後概ね 3～7年の職員（同上） 

③サービス管理責任者研修；指導職層職員が１名、勤続 10年目となり、サービス管理

責任者の要件を満たす（旧制度）ため、研修を受講します。 

④強度行動障害支援者養成実践研修；強度行動障害支援者基礎研修修了者１名がレベ

ルアップ研修である実践研修に参加します。 

⑤人権研修；全職員対象（内部研修および外部研修会） 

⑥農業研修；工賃アップの取り組みのため、今年度は職員１名が(一財)農業・環境・

健康研究所農業大学校に１年間研修のため、出向します。 

その他、必要に応じて各所で実施される研修を受講できる体制を整えます。 

 

ⅵ．防災・防犯・安全対策 

 ●防災訓練 

   例年どおり、７月に火災想定、３月に地震想定の避難訓練を行ないます。また、12

月には馬渡地区自治会の総合防災訓練に参加し、地域との連携を図ります。 

 ●消防用設備点検 

   消防法に定められた消防用設備（消火器・避難誘導灯）等の点検を、株式会社ヒラ

ボウに依頼し、６ヶ月ごとに行ないます。また、毎日業務終了時に自主検査票に基づ

いて、事業所内の安全点検を行ないます。 
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 ●夜間防犯対策 

   2013 年より、事務所の夜間防犯対策として、株式会社特別警備保障の機械警備シス

テムを導入しています。今年度も継続して依頼します。 

  

ⅶ．地域生活サポート事業 

●地域交流等支援事業 

地域住民との交流等を通じた相互理解を目的として行ないます。県の補助金事業で、

昨年度までは「障害者地域余暇活動支援事業」と別建ての事業でしたが、今年度から

一本化されました。 

今年度も、「アグリフェス（＝農業まつり・農業市）」を中心に、地域住民との交流

を図ります。 

５月 ・・・アグリフェス「野菜づくり体験」野菜の定植 

６月 ・・・アグリフェス「田んぼ体験」田植え 

７月 ・・・アグリフェス「田んぼ体験」田の草取り 

９月 ・・・アグリフェス「田んぼ体験」稲刈り 

11月 ・・・アグリフェス「田んぼ体験」もちつき 

12月 ・・・クリスマス昼食会 

２月 ・・・アグリフェス「野菜づくり体験」種まき 

３月 ・・・年度末昼食会 

陶芸 ・・・毎月 

 

ⅸ．地域に対する取り組み 

●「いせはら子供食堂」への野菜の納入 

●養護学校生（利用予定者含む）の実習・養護学校生徒保護者の見学会受け入れ 

  湘南養護学校、伊勢原養護学校、平塚養護学校等。 

●地域の利用希望者の実習受け入れ 

  相談支援事業所等を通じて、体験等の希望があった場合に行なう。 

 ●教職員予定者の「介護等体験」受け入れ 

    神奈川県社会福祉協議会が実施する事業の受け入れを行ないます。 

 ●隣接市中学生等職業体験実習受け入れ 

●地域活動への参加 

納涼祭や防災訓練への参加、草刈り・ゴミ拾い等地域の美化に努めます。 

●環境保全型農業に関心のある個人・団体の見学・実習(講習)等受け入れ 
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Ⅲ 指定特定相談支援事業所「障がいサポート コールラビ」事業計画 

  

 当年度は報酬改定が行われ、制度の一部改正が行われます。改正されるのは次の部分で

す。 

①モニタリング実施標準期間の見直し 

②相談支援専門員一人あたりの担当件数の設定 

③計画相談支援の基本報酬の見直し 

④特定事業所加算の拡充 

⑤その他加算の創設 

 これらの要件が本事業所においても課されることとなり、より相談の質の向上が求めら

れています。 

  

１．サービス利用計画の作成とモニタリングの実施 

２．生活応援プラン（一般相談支援）の積極的推進 

３．伊勢原市障がい者とくらしを考える協議会への参加 

４．外部研修への積極的参加と研修企画運営への参画 

  ●相談支援スキルアップ研修への参加 

   ●相談支援専門員研修、機関連携研修へ参加 

   ●伊勢原市成年後見・権利擁護推進センター連絡会への参加 

   ●伊勢原市障がい者とくらしを考える協議会相談支援部会研修への参加 


