
平成２９年度  碧南ふれあい作業所 事業報告書 

           社会福祉法人ダブルエッチジェー 

1.施設概要     

施設種別 生活介護事業（通所） 

事業所番号 ２３１３２０００２０ 

所在地 碧南市中山町１丁目１６番地１ 

事業開始日 平成８年７月１日 

障がい種別 特定なし 

定員 ６０名 

開所日/時間 月曜日～金曜日      ９:００～１６:００ 

 

2.登録市町村 

碧南市 

 

3.契約者の状況(平成３０年３月３１日現在) 

総契約者数 ７０名 碧南市＝７０名 

 

指定期間平成２２年４月から平成３０年３月までの契約者の推移 

常用利用者 

平成２２年

４月１日時

点の契約者 

（Ａ） 

平成２２年

４月から平

成３０年３

月までの新

規契約者 

同退所者及

び期限切れ

契約解除者 

（Ａ）のうち 

平成２９年

４月から平

成３０年３

月までの新

規契約者 

平成３０年

３月３１日

現在 

６３名 １９名 １２名 １名 ７０名 

 

新規契約者時期 

平成２２年度  ７月＝１名、８月＝１名、９月＝１名、１０月＝１名、 

２月=１名、３月=６名 

平成２３年度  ３月＝３名 

平成２４年度  １０月＝１名、３月＝１名 

平成２５年度  ７月＝１名 

平成２７年度  ３月＝２名 



退所者時期 

平成２４年度  ４月＝９名、平成２５年度 ３月＝２名、 

平成２６年度 １１月＝１名、平成２８年度 ３月＝1名 

 

4.職員数（平成 30 年 3月現在） 

正職＝１０名、非常勤＝１７名     合計２７名 

 

5.月間利用実績   生活介護（定員 60 名） 職員体制（5：1） 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 年間 H28年度 

開所日数（日） 20 20 22 21 19 20 21 21 21 19 19 22 245 247 

利用者数（人） 1240 1226 1392 1274 1199 1268 1319 1322 1307 1189 1159 1362 15257 15472 

１日平均（人） 62.0 61.3 63.3 60.7 63.1 63.4 62.8 63.0 62.2 62.6 61.0 61.9 62.3 62.6 

利用率(％) 103 102 106 101 105 106 105 105 104 104 102 103 104 104 

前年比(％) 96 98 103 99 102 100 100 102 100 100 95 98 100  

 

月間利用実績   日中一時支援 成人プログラム（定員 70 名） 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 年間 H28年度 

開所日数（日） 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 11 11 

利用者数（人） 60 59 58 51 56 44 52 39 - 44 63 58 584 516 

利用率(％) 86 84 83 73 80 63 74 56 - 63 90 83 76 69 

 

月間利用実績   日中一時支援 児童プログラム（定員 10 名） 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 年間 H28年度 

開所日数（日） 6 5 5 9 11 5 5 7 8 7 7 10 85 52 

利用者数（人） 10 9 9 12 14 9 11 12 13 16 17 17 149 53 

 

活動内容 

【自主製品部門】 

（紙すき） 古い備品が多く、製品が上手に作れないことがあるため買い替え

を検討している。注文の数は平成２９年度より少ないが、途切れることはなか

った。 

（名 刺） 名刺カッターの導入により非常にスムーズに作業を行うことがで

きている。平成２９年度は比較的忙しかった。 

 

 



（その他）  

・透析を始めるスタッフがいるため、平成３０年度の作業所利用についてよく

検討していく必要がある。 

・定期的に作業所を利用することができていないスタッフについては今後のプ

ランを再検討し、どうするべきかを確認する必要がある。 

・牛乳パックを定期的に仕入れていくために新しいルートについて考える。 

・高齢のスタッフが多いため、ケアやプランについて検討する。（ケガ、体調不

良、嚥下等） 

【下請け部門】 

（ロート） 前半は量が少ないこともあったため、ビーズの作業や草取りを取

り入れた。後半は一定量が入ってきている。量が多い時は下請け班以外のスタ

ッフも手伝ってくれている。 

（軍手）  順調にできているが、手袋の作業を出来る職員が少ないため他の

職員にも覚えてもらう必要がある。 

（その他） 他の方の言葉に敏感な方が多く、それがきっかけでもめごとにな

ることが多々あった。が、怒っても自分で我慢したり、気持ちを切り替えて作

業に取り組めるようになるなど少しずつ変化は見られた。 

 ２月に発作で椅子から落ちて左鎖骨を骨折した方がいる。現在は自宅療養中。

昨年度は発作で転倒し、怪我をすることが何度かあったため７月からヘッドギ

アを付けて作業所ではすごしていた。今後作業所でどのようにすごすか、家族

や本人と話し合って決めていく。 

【ぼかし部門】 

ほぼ市役所との契約通り、順調に納品することが出来た。カビ対策で天日干し

を始めた。 

【農園部門】 

（各公園の花の植え替え）明石公園等一部の公園の植え替えがなくなり、新し

い公園（レールパーク）が増えた。 

（花の販売）ほぼ昨年同様。卒業式や総会等で作業所の花を使ってくれるとこ

ろもあり、いい関係ができている。 

（花の育成状況）春の花の育ちがあまり良くない。４月からは夏の花の準備を

進めていく予定。 

（その他） ホームでの一件があったため利用者のフォローをしっかりしてい

く。農園も高齢の方が多いので今後について考えていく必要がある。 

【療育部門】 

仕事と遊び、メリハリをつけながら毎日充実した日が送れる様に支援をした。

仕事に対しても意欲的で、楽しみ（外出企画）のために頑張る事が出来た。時



折、不安定になる方が居たが、比較的穏やかに過ごす事が出来た。外出企画（喫

茶、散歩、工作、調理実習）も行い好評だった。個人個人にあった支援を行い、

今まで出来なかった事が出来るようになってきて成長している。 

【厨房部門】 

午前中は作業所１名・アルゴ３～４名のスタッフがサラダ作り、休憩用のお茶

の支度、食器の支度を行っている。午後は作業所２～３名・アルゴ３～４名の

スタッフが食器の洗浄片付け、仕込み等を行っている。 

 以前は作業中に泣けてしまうことが多かった方が毎日作業することで慣れて

きて明るくすごせるようになってきた。大物洗いを責任持って行っている方が、

仕込みや包丁で食材を切る作業も少しずつ出来るようになってきた。 

【屋内外活動】 

（リズム体操）  ボランティアの方に来て頂き、希望者に音楽などを通して

体を動かしてもらい体力作りを行っている。楽しんで参加される方が増えてき

た。 

（車いす体操）  ボランティアの方に来て頂き、車いすの方を中心に体を動

かしたり、マッサージをしてリハビリを行った。整体の先生も来所され、みん

なの姿勢なども見てくれた。 

（創作活動）   季節にちなんだ行事を行うようにしている。バレンタイン

デー、ホワイトデーには、お菓子作りをしたり、お花見へ行ってみなさん楽し

んでいた。ハロウィンの工作やお菓子作りも定着している。 

（カウンセリング）毎週木曜日に行っている。利用者の方の悩みや相談などを

聞き、精神的な安定を図っている。先生と話せる事を楽しみにされている利用

者が多くいた。 

（マッサージ)  毎週火・木にマッサージの先生に来ていただき、希望者のみ

マッサージを行ってもらう。一人の利用者さんには、原則週一回のマッサージ。

心身ともにリフレッシュしていた。 

（音楽療法）   月に一回行う。普段あまり動かない利用者も、音楽に合わせ

て歌って踊って体を動かしている。参加される利用者は楽しみにしていた。 

【生活面】 

（スタッフ会議） 月１回、今後のイベントや作業所の事について、利用者か

らの意見などを聞いたり話し合ったりする場を設けている。意見を言える方が

増えてきている。 

 

 

 

 



6.その他碧南ふれあい作業所における活動 

【全体行事】  新通所者歓迎式＆お花見（４月）、合同避難訓練（９月） 

新成人を祝う会（１月） 

 

【事業所行事】 ４月 創作活動（桜もち作り） 

        ５月 交通安全教室、創作活動（リース作り）、 

        ６月 創作活動（帽子作り）、 

７月 流しそうめん大会、元気ッス！へきなん 

８月 バーベキュー大会、創作活動（家族の絵を描こう） 

９月 創作活動（ホットドックを作ろう） 

１０月 日帰り旅行（名古屋港水族館）、避難訓練、宿泊会 

１１月 創作活動（かぼちゃのおしるこ）、ふれあいまつり 

１２月 創作活動（秋のリース作り）、きらきらウォーク、 

クリスマス会＆忘年会、餅つき大会、大掃除 

１月 創作活動（自己紹介パネル作り）、 

２月 創作活動（バレンタインデーのお菓子作り）、 

３月 創作活動（ホワイトデーのお菓子を作ろう） 

 

【避難訓練】  地震避難訓練（５月）、火災避難・消火・通報訓練（８月） 

        地震・津波避難訓練（９月）、火災避難・消火訓練（３月） 

 

【健康面】   健康診断、歯科検診、人間ドック、インフルエンザ予防接種 

 

【外部交流】  安城特別支援学校実習生受け入れ、安城特別支援学校親子施

設見学受け入れ、碧南高等学校初任者研修受け入れ、心身障

がい児者を守る会のボランティアの受け入れ、高浜高校実習

の受け入れ、慈恵福祉保育専門学校実習の受け入れ、愛知県

社会福祉協議会職場体験受け入れ、碧南市立南中学校職場体

験受け入れ、碧南市立西端中学校職場体験受け入れ 

 

【出店行事】  市民植木市、トヨタショッキフェスタ、大浜てらまちウォー

ク、新川公民館まつり、西端公民館まつり、日進公民館まつ

り、元気ッス！へきなん、小林記念病院夏祭り、きらきらウ

ォーク、棚尾公民館まつり 

 

 



【日中一時支援 成人】 毎月第３土曜日に行い、碧南市在住の施設内外の方

に利用して頂いている。スタッフが楽しめること、

色々な体験ができるように企画を進めている。スタ

ッフの意見等を取り入れるようにしている。 

企画内容・・・４月竹島水族館、５月鞍ヶ池ハイキング、６月めんたいパーク

７月ボーリング、８月カレー作り、９月まんなか祭り＆しゃぶ

しゃぶ食べ放題、１０月わんわん動物園、 

１１月ふれあいフェスティバル、１２月―、１月光る泥団子、

２月いちご狩り、３月ピザ作り 

【日中一時支援 児童】 公園へ遊びに行ったり、作業所で過ごしたりしてい

る。いつも決まった方の利用が多いので新規の方が

増えてほしい。 

 

7.平成２９年度の特徴 

・新人職員が 2名入った。 

・丸繁製菓の箱の組み立て作業を平成２９年度から始め、週 100 箱納品してい

る。始めは慣れなかった作業だが、今は問題なく行えている。 

・昨年から頻繁に発作で転倒する方がおり、ヘッドギアを装着するも転倒によ

り骨折をしてしまう。現在は、休養中。 

・新人研修、社協の講師としてふれあい作業所の利用者の方が自閉症の気持ち

をインタビュー形式で話をしてくれた。 

・5月利用者の方で情緒不安定、自傷他害が増え、薬の調整のため入院した。 

現在は、退院して穏やかに過ごしている。 

・6月肺炎や腸閉塞で入院する方も居た。現在は退院して作業所に通所してい

る。 

・8月利用者の方で不安定になり家族に襲いかかってしまう事があり三河病院

に１ヶ月入院された方がいた。 

・9月末に蜂窩織炎と診断され入院された方がいた。現在は退院して来所され

ている。 

・11月インフルエンザの予防接種を行ったが、今年はワクチンの数が少なく、

２回に分けて接種した。ただ、職員分までは確保出来なかった。インフルエ

ンザ予防として、毎朝の検温・消毒を始めた。 

・12月利用者１名胃腸風邪に感染。作業所内ではなく、外部から感染した様 

子だが、蔓延する事なく、本人も数日後に回復した。 

・利用者の方が、弟からの虐待を受け、緊急保護が必要として刈谷病院に 3

か月間服薬調整という名目で入院した。退院後は、半田の里のショートを長



期利用している。いずれは、入所予定。 

・2月利用者の方が、非常勤の方を怪我させてしまった。すぐに病院受診する。 

首と腰を打ったが異常はなかった。 

・利用者の方が、1 月に右手首にシャントの手術をし、3 月から透析を週３で

行うことになっている。 

 

8.事業計画に対する評価 

理念を達成するための平成２９年度の計画 

（生活介護 定員６０名） 

1.所属人員に偏りがあり職員配置も検討していく必要がある。 

2.本人支給金規程について、農園班の猛暑、寒冷手当を見直し意欲向上を 

図る。 

3.空調故障の問題で、厨房スポットエアコン、１階で不具合の出ている５ 

 カ所の空調を年度内に修繕する。 

（日中一時 定員６０名） 

4.土曜日の余暇プログラム提供は継続して行って行く。参加人数も毎回 

50～60名程度になり、多人数になっているため、事故などが起きない様 

に留意しながら参加者に楽しんでもらいたい。また、特別支援学校が終 

わった後の放課後支援について放課後等デイサービスの充足とともに利 

用人数の低下が見受けられるため PR等を工夫していきたい。 

 

上記の内容について、 

1.自主 30名、下請け 22名、農園 14 名、ステップ班 4名で、職員の配置 

としては、各班充実した人数を配置する事は日によって難しかったが、 

固定の職員人数を多くする事は出来た。 

2.今年度から猛暑寒冷手当を新設し、外で作業をする利用者に対して待遇  

 改善を行った。 

3.空調故障は、厨房スポットエアコン、１階で不具合の出ている５カ所、 

 全て年度内に市役所と協議のうえ修繕出来た。（市役所予算にて） 

4.土曜日の余暇プログラムに関しては、事故怪我なく参加者に楽しんでも 

 らった。放課後支援については、利用人数、利用回数は増えた。 

 

9.今後の課題 

・スタッフの高齢化も大きな課題だが、それ以外にも発作で怪我をした方や透

析を始めることになった方、体調不良で入院した方など健康面で配慮が必要な

方がいる。歩行器を利用する方や杖を利用する方も増えたが、一人一人に職員



が付き添って移動するのは難しい状況である。平成２９年度は食事中やその前

後に当番を付けたが平成３０年度は極力減らし、職員全体で見守りや支援をす

るようにしたい。 

・情報は非正規職員にも必要なことは伝わるように今後も支援会議や連絡ノー

ト、会議議事録などを活用していく。日々の連絡も正規職員はすぐにグループ

ラインで共有できるため非正規職員にもその都度伝えていく必要がある。 

 

10.職員研修 

 職員の資質向上のために、愛知県や知的障害者福祉協会が主催する研修に積 

極的に参加したり、県外研修にも参加した。法人内においても新人研修や全 

体研修を行ったり、所属施設とは別の施設に行く法人内研修も実施した。 

 

平成２９年度 実施職員研修 

実施月 内容 開催場所 参加職員 

５月 法人内新人研修 ダイヤビル 

ＪＪひまわり 

新規採用職員 

５月 栄養士研修 衣浦東部保健所 栄養士 

６月 新規採用者研修 名古屋国際会議場 新規採用職員 

９月 栄養士研修 刈谷市総合文化センター 栄養士 

11月 アンガーマネージメント研修 ホテルサンルートプラザ 生活支援員 

12月 日中活動支援部会 全国大会 東京有明ｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝﾎｰﾙ 管理者 

２月 栄養士研修 刈谷市総合文化センター 栄養士 

 

11.資格取得 

 職員の更なる資質向上を図るため、施設に従事する職員が支援に繋がる資格

を取得した際、法人が費用を負担している。今までに職員が取得した資格とし

ては「社会福祉士」「介護福祉士」「介護職員初任者研修」「バス運転免許」「調

理師」などが挙げられる。 

 平成２９年度 資格取得一覧 

資格取得 人数 

介護福祉士 １名 

介護職員初任者研修 １名 

調理師 １名 

 

 













平成３０年度 碧南ふれあい作業所 事業計画書 

 

                      社会福祉法人ダブルエッチジェー 

  

１ 概要 

 （１）事業所名   碧南ふれあい作業所 

 

 （２）設置者    碧南市 

    設置根拠   碧南ふれあい作業所の設置及び管理に関する条例 

           碧南ふれあい作業所の管理に関する規則 

 

（３）経営主体   社会福祉法人ダブルエッチジェー 

 

（４）施設の種別  指定生活介護 

       

（５）事業の内容  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、 

入浴・排泄及び食事の介護、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下記の内容を行う。 

① 生活介護計画の作成 

② 食事の提供 

③ 身体等の介護 

④ 生産活動 

⑤ 創作的活動及び地域生活支援 

⑥ 身体機能及び日常生活動作の機能維持・回復支援 

⑦ 生活相談 

⑧ 健康管理 

⑨ 一定期間利用がなかった場合に当該利用者の居宅を訪問して 

行う相談援助 

⑩ 送迎サービス 

 

 （６）所在地    愛知県碧南市中山町１丁目１６番地１ 

 

 （７）敷地面積   １，６９４．７㎡ 

 

 （８）業務時間   ８：３０～１７：３０ 

 

 



（９）施設規模    

     建物規模   

延床面積 １，２４４㎡（鉄筋コンクリート造３階建） 

     施設内容   

作業室（２室）、多目的ホール、食堂、医務室、相談室、更衣室 

事務室、会議室、エレベーター、運動場 

         ※消防設備を含む施設管理は業者に委託 

     ふれあい農園 

       所在地  愛知県碧南市尾城町１丁目２５番地 

       面 積  １，１０２．８１㎡ 

 

２ 職員体制                        （常：常勤、非：非常勤） 

管理者 
サービス 

管理責任者 
嘱託医 支援員 栄養士兼事務 看護職員 調理員 合計 

1名 

(常 1) 

2名 

(常 2) 

1名 

(非 1) 

18名 

(常 7、非 11) 

1名 

(常 1) 

2名 

(非 2) 

1名 

(非 1) 

26名 

(常 11、非 15) 

                    （カウンセラー１名、音楽療法士１名は含まず） 

 

３ 利用者処遇 

 （１）利用状況   定員６０名（現契約者数７０名） 

            

（２）開所時間   ９：００～１６：００（７時間） 

 

（３）支援会議    

    ア．個別支援検討会議を開催 

    イ．必要に応じてケース会議を開催 

    ウ．毎朝夕、支援ミーティングを実施 

    エ．毎週、職員会議を実施 

 

（４）生活支援 

【目的：本人の生活や生き甲斐などに重点を置いたプログラムの再編成を行う】 

ア． 排泄、着替えの補助、挨拶等の励行を日常生活の中で支援していく 

イ． 隔月の避難訓練の実施、消火訓練を年２回、通報訓練を年１回実施 

ウ． 事故防止のため、利用者のバイタルチェック又は家庭での状況を把握 

エ． 毎週カウンセリングを実施し、利用者の精神的な安定を図る 

オ． 接骨院によるマッサージを実施し、筋力の麻痺・拘縮を予防する 

カ． 毎日のプログラムの中に掃除の時間を取り入れ職員・利用者で施設の清

掃を行う 

キ． 音楽療法を通して、利用者の表現力を養ったりストレスの発散を促す 



（５）社会的活動の支援 

    行事予定 

時 期 内   容 場  所 

４月 新通所者歓迎式＆お花見 あいくる 

５月 交通安全教室 明石公園 

７月 流しそうめん大会 ふれあい作業所 

７月 ふれあいキャンペーン ふれあい作業所 

７月 元気ッス！へきなん 碧南市役所前 

 ８月 バーベキュー大会 ふれあい作業所 

１０月 社会見学 未 定 

１０月 男性・女性宿泊会 ふれあい福祉園ガイア 

１１月 ふれあいまつり ふれあい作業所 

１１月 市民ふれあいフェスティバル 臨海体育館 

１２月 クリスマス＆忘年会 ふれあい作業所 

１２月 きらきらウォーク 芸術文化ホール付近 

  １月 新成人を祝う会 あいくる 

  ２月 創作活動（バレンタインチョコ作り） ふれあい作業所 

  ３月 創作活動（ホワイトデーお菓子作り） ふれあい作業所 

 

     定期予定 

ア．リズム体操、車椅子体操を毎月実施 

イ．創作活動を毎月実施 

ウ．スタッフ（利用者）の意見や要望等を反映させるため、毎月１回全スタッフ

職員参加のスタッフ会議の開催 

 

（６）健康管理 

ア．嘱託医師による診察（内科検診）及び体重測定を毎月実施 

イ．定期健康診断を年２回実施、その結果及び嘱託医師の意見に基づき要精密検  

査者の保護者に受診の支援 

ウ．昼食後の歯磨き支援、職員による口腔衛生指導を実施 

エ．愛知県歯科医師会及び碧南歯科医師会の協力による歯科検診を実施 

 

 

（７）その他 

    ア．保護者に対してガイダンスを実施し、制度改正等の説明会実施 

    イ．各学校、団体からの実習・見学及びボランティア等の受け入れ 

 

 

 



４ 給食 

（１）ふれあい福祉園ガイア、ふれあい工房アルゴと連携して昼食を提供していく。 

（２）嗜好調査を実施 

（３）食事形態の変化に対する対応について、共通した支援が出来るように支援会議を 

通して周知徹底出来るようにしていく。 

 

５ その他の活動 

（１）公共交通機関等を利用する機会を作り、小グループ単位にて行動して、社会参加す

る機会の提供を行う。 

（２）地域と密接な関係を築き、ボランティア活動・清掃活動等に積極的に参加し、地域

に親しまれる事業所として活動していく。 

 （３）アルミ缶・スチール缶・牛乳パック等を回収し、リサイクル事業（回収品を回収事

業者に売却）を展開し環境エコに貢献すると共に本人支給金の増加を目指す。 

 

６ 職員研修計画 

  職員の資質向上を目的とし、各種研修に積極的に参加する。 

平成３０年度職員研修計画 

実施予定月 内  容 開催場所 参加職員 

４月・５月 

 

法人内新人研修 法人内各施設 新規採用職員 

５月 

 

栄養士研修 衣浦東部保健所 栄養士 

６月 

 

新規採用者研修 名古屋市総合社会福祉会館 新規採用職員 

９月 

 

全国知的障害福祉関係職員研究大会 山口県 生活支援員 

１２月 法人全体研修 

 

衣浦グランドホテル 全職員 

１月 法人内研修 

 

法人内各施設 対象職員 

  ※上記以外でも研修案内等を確認して積極的に参加するように取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 



７ ３０年度の取り組みについて 

・生活介護（定員６０名） 

３０年度より報酬改定があり、生活介護の存在意義が国の方から問われるようにな 

   ってきている。これを受けて、碧南ふれあい作業所としても生活介護として今以上に 

   利用者の方に満足して頂けるサービス提供を検討していきたいと考えている。 

  また、市内の事業所の中でも利用者の高齢化が進んでいる事業所の一つであるため、 

高齢プログラムの検討を行い、６５歳を超えている方を中心に実施していきたい。こ 

れについては、本人も「自分は仕事をしにここへ来ている」という方も多いため完全 

に別のグループを作るのではなく、本人の意思を尊重しながら段階的に取り組んでい 

く予定である。 

  施設整備の面では、施設の老朽化に伴い修繕の必要性が出てきている設備もあるた 

め、碧南市と協議の上、計画的に修繕していきたい。（※指定管理の関係上、５０万 

円を超える修繕については碧南市予算で行うため） 

 

・日中一時支援（定員７０名） 

  毎月 1 回行っている土曜日の余暇支援のプログラム提供は継続して行っていく。ふ

れあい作業所の利用者だけでなく、外部の利用者の方の利用も増えてきているため、

本人の情報を適切にアセスメントして職員間で共有していきたい。1回当たりの参加人

数も多くなってきているため、事故や怪我等が起きないように適切な職員配置を心が

けながら参加された方に楽しんで頂くようにする。 



碧南ふれあい作業所　30年度計画表
 

年度

項目 内容 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

運営 指定管理
碧南市へ事業計
画の提出

決算
碧南市へ決算報
告（上旬）

指定管理審査委
員会資料準備

指定管理審査委
員会

職員スキルアップ研修・勉強会 新人研修の実施 勉強会の実施 勉強会の実施
法人全体研修
勉強会の実施

施設整備 修繕・入替
自主乾燥機板修
繕

冷蔵庫　入替
バスカーテン修
繕

来年度修繕計画
→碧南市へ

災害対策 非常食・防災用品
防災用品
在庫確認

碧南市と協議
（購入割合等）

防災用品購入
非常食
在庫確認

非常食
入れ替え購入

利用者 高齢プログラム
プログラム内容
の円筒

プログラム内容
の検討

プログラム提供
（試験的）

プログラムの検
証

平成３０年度




