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麗春の候、ますます御健勝のこととお慶び申

し上げます。平素は当事業運営に関しまして、

格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、昨年よりのコロナ禍で事業所内の感染防

止に努めておりますが、ご利用者の皆様には面

会の規制、外出制限など大変な心痛をおかけし

ております。京都サポートセンターに勤務する

スタッフも感染対策に留意しお蔭様で現在ま

で発症することなく経過しております。今後も、

スタッフ一同さらなる自覚を持って感染対策

を図り、日々のサービス提供に取り組む所存で

ございます。 

令和３年度の京都サポートセンター事業計

画について記載させていただいておりますの

でご確認下さい。今年もコロナ禍にて感染症へ

の対策や健康観察が求められます。令和 3 年度

につきまして、健康と安全を優先し日々のサー

ビス提供に取り組み事業を推進して参る所存

でございますが、感染症の状況にて計画してお

ります事業が実施できないことがあると予測

できます。どうかご理解頂きますよう重ねてお

願い申し上げます。 

4 月に新しく転入・着任しましたスタッフと

共にご利用者の生活の向上に向け取り組んで

参りますので変わらぬご理解とより一層のご

支援を賜りますようお願い申し上げ、ご挨拶と

させて頂きます。 

ご あ い さ つ 

京都サポートセンター管理者 井上順平 
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令和 3 年度 京都サポートセンター 事業計画 

 

１．重点目標 

ご利用者並びに事業所職員の健康と安全を第一優先とし、感染対策を講じた上でサービス提供を実施いたし

ます。事業計画において余暇支援の取り組み（日帰り旅行や祭りなどの食事を介する計画）を企画いたしま

すが感染症に関わる状況の進展を注視し事業活動に取り組みます。 

 

２．利用者支援 

ご利用者の障害特性を把握した上で、個々の個別支援計画に基づいたサービスの提供を行います。 

① 権利擁護 

 ・ご利用者主体のサービス提供の実施、セルフチェックシートによる振り返りと面談を行い職員の人権意識を

高めサービス提供に努めます。 

・事業所内研修及び外部の研修にも積極的に参加を行い職員の権利擁護意識を高め、サービスの質の向上を目

指します。 

 ・虐待防止委員会を設置し外部研修への参加、事業所内での研修を通じ、不適切ケアの防止に取り組みます。 

② 地域貢献 

・日吉ヶ丘自治会または地域で暮らす方を対象に『さんきゅう食堂』を開催します。食を通じて来訪者同士の

交流の場として、事業所との交流の場として提供いたします。開催に際しては感染対策を講じ、自治会と再

開に向けた協議を重ね計画いたします。 

・地域の中で過ごす生活の場として、日吉が丘自治会の方と共に取り組む行事など自治会と協議を重ね、積極

的に参加を行い地域の方との結び付きを深めてまいります。 

・社会資源の開発及び利用、地域とのつながりや支援者・住民等との関係構築に努めていきます。 

③ 人材育成 

 ・基本的な接遇マナーを職員に周知して、対人サービスを改善していきます。 

・ご利用者の中には精神障害や、高齢化による身体的介護など専門性の高いケアを必要とされる方が増えてい

ます。個々の支援内容・ニーズに沿う為に職員のスキルアップを図りケアの充実に努めます。 

④ 衛生管理 

・衛生マニュアルを活用し、ご利用者に安心安全な食事提供並びにご利用者との共同調理に向けて取り組みま 

す。しんあいでは嗜好調査を行い、ご利用者の嗜好にあわせた昼食メニューの提供及び、栄養バランス、四

季折々の献立や誕生会等の行事食を計画し楽しみのある昼食提供に努めます。 

 ・ご利用者の健康状態について、看護師・嘱託医とも情報を共有し、日々のバイタル測定や健診結果を通じ、

疾病の早期発見・早期治療に努めて健康を管理致します。自主性の高い点在 GH を利用しておられるご利用

者への体調管理、感染予防、衛生保持に努めます。 

 

グループホームきらり 

・障害のある方が個々の能力に応じ、自立した生活を営まれる様支援致します。地域の一員として自己選択の

機会を設け自己決定、自己責任の意識を高め、ご利用者が満足できる生活を支援いたします。 

・就労等の日中活動の検討を各関係機関と調整しご利用者のニーズに応えるとともに、年齢や ADLの状態や社

会資源も活用し、充実した暮らしを支援致します。 
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グループホームひよしの杜 

・ご利用者が地域住民の一人として地域で自立した生活が営める様支援いたします。日常生活において食事、

入浴、その他の必要な支援、相談など行います。また、ご利用者それぞれの就労先、あるいは日中活動事業

所との連携を図り就労の支援を行います。ご利用者の能力・年齢・障害特性に応じた住環境及びサービス提

供ができるよう支援致します。 

 

生活介護事業 しんあい 

・一人一人が持っておられる力を活用され、自立した日常や社会生活を営む事ができるよう作業活動や創作活

動を通じて支援を行なっていきます。自主製品として養蜂・昆虫事業を継続し、製品販売を通じて事業所の

ＰＲに繋げます。安定した製品の供給とご利用者の作業内容を検討し取り組んで販路の新規開拓を目指して

いきます。外出や見学等の機会を提供する中で、自己選択の場を提供し社会で生活する上で必要なスキルや

マナーの獲得、さらには日々の生活の中に充実感や意思決定における達成感を感じていただけるよう支援致

します。高齢化にて生産活動中心の生活介護から、日常生活上の支援中心の生活介護への転換期を迎えてお

ります。ご利用者からご意見や要望を受け取り、ご利用者の思いを確認し事業所及び京都サポートセンター

全体として協議して参ります。 

・ご利用者の安心・安全を確保するためにしんあい事業所の耐震診断を実施し災害にあってもご利用者の安全

が確保できるよう耐震化を進めて参ります。 

 

３．健康管理・災害訓練・会議 

実施月 健康管理 災害訓練 会 議 

５月 健康診断・腰痛検診（職） 消火訓練・避難訓練 防火管理委員会 

６月 健康診断（利） 
通報訓練 

総合避難訓練（水害想定）とだ地域 
 

８月 結核検診（利）   

10月  消火訓練・避難訓練  

11月 
インフルエンザ予防接種

（利・職） 
通報訓練  

12月 
夜間業務従事者健康診断 

腰痛検診（職） 
 防火管理委員会 

毎月 保菌検査（職）  

京都 SC会議 職員会議 

支援員・世話人会議 

労働安全衛生委員会 

随時 

予防接種（利・職） 

血液検査（利） 

新型コロナワクチン接種（保

健所、行政の調整による） 

 

サービス担当者会議 

人権擁護委員会 

リスクマネジメント会議 

感染症予防対策委員会 

虐待防止委員会 

給食委員会 

防災・防犯会議 

入所判定会議 
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４．職員研修計画 

・虐待防止委員会を設置し研修計画を立てご利用者支援の向上に務めます。 

・個別支援計画の作成に向けてサービス管理責任者更新研修・サービス管理責任者研修 

・相談支援事業所の人員確保に向けて相談支援従事者初任者研修 

・権利擁護研修や苦情解決研修を受講し、ご利用者へのサービス提供につなげます。 

・職員の接遇・マナー向上に向けて外部の研修参加や苑内研修を開催します。 

・感染予防の観点から積極的にオンライン研修を取り入れます。 

 

５．行事計画 

実施月 行事名 実施場所 内容 

４月 花見会 しんあい 昼食時に実施 

５月 グランドゴルフ大会 日吉が丘グランド 地域交流 

８月 
日吉が丘納涼夏祭り 日吉が丘団地 模擬店出店 

納涼花火大会 京都 SC 花火、飲物の提供、地域交流 

10月 レクレーション活動 しんあい 社会経験・マナーの取得 

11月 合同秋祭り 京都 SC 模擬店・地域貢献 

12月 クリスマス・忘年会 しんあい 昼食時に実施 

１月 新年会 GHきらり 点在グループホーム 

随時 クリーンキャンペーン  地域貢献 

適宜 日帰り旅行 
GHひよしの杜 

GHきらり 
 

 

 

 

 

ス ロ ー プ 設 置 

 

 

散 歩 

 

 

 

 

 

京都サポートセンター前のスロープが新しくな

りました。以前の物は急で恐る恐る上り下りされ

る方がいらっしゃいましたが、手すりも付きまし

たので安全にセンターに出入りしていただけま

す。こちら職員の手作りです！ 

春になり、散歩に出かける機会が増えています。夏に

なれば暑くて散歩どころではなくなってしまうので、

今のうちにたくさん歩いて体力をつけたいと思いま

す！ 
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 し ん あ い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人 事 異 動 の お 知 ら せ 
 

≪ 転 出 ≫ 
 

課長 高橋法和（ききょうの杜へ） 

出納 片山立志（法人本部へ） 

 

3 月 31日付で転出いたしました 

在職中はお世話になり 

ありがとうございました 

 

 

≪ 転 入 ≫ 

 

山本実（課長） 

令和 3年 4月 1 日より着任いたしました。障害者事業には 10 年ぶりに戻りましたが見知

った顔のご利用者も沢山おられ懐かしく感じております。 

新型コロナウィルスへの対応に追われ先行きの見えにくい状況で新年度がスタートしました。

ご利用者の皆様、職員と協力して安心安全な生活が継続できるよう努めてまいります。前任の

高橋と同様に今後共、ご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

和久理絵（出納） 

三愛荘から転入してきました事務の和久と申します。早速名前を覚えて声を掛けてくださる

ご利用者様もいて下さり、励みにして頑張っています。これからよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

    

 

  

昨年から午前・午後の分散での利用をお願い

しています。以前のようには行事ができない

状況ではありますが、ドライブに出かけたり、 

お花見弁当を食べたりと、少しで 

も楽しく過ごせる工夫をしていま 

す。オオクワガタの繁殖も順調で 

す。また、先日は避難訓練を実施 

しました。地震を想定し、自分の 

身を守り安全に避難できるよう訓 

練しました。 

寺尾希樹 

（生活支援員） 

中村敦子 

（世話人） 

山口和彦 

（宿直専門員） 

島ジェニファー 

（生活支援員） 
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純粋はちみつ発売中 

2021 年産の純粋はちみつを販売しています。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

オオクワガタ販売中 

2020 年産のオオクワガタの販売をしています。 

ブリーディング希望の方は 2020 年産がおすすめで 

す。2021 年の割り出しは 7 月を予定しています。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

 

【お問合せ先】 

生活介護事業所しんあい 

福知山市字堀 347 番地 

☎0773-22-8694（月～金 8:00～17:00） 

☎0773-23-1245（土・日 8:00～17:00） 

 

京都サポートセンターのホームページ 

https://www.kyoto-sc.jp/ 

 

京都サポートセンターのブログ 

https://ameblo.jp/kyousapo/ 

 

随時更新していますので、ご覧ください 

 

 

 

             

 

京都サポートセンターでは福祉サービスに関する苦情を受け付けています 

各事業所に苦情受付窓口を設置していますので、お気軽にお申し付けください 

 

 

※当広報誌で使用しております写真につきましては、ご本人の承諾を得ております。 

■とも ℡ 23-1245 苦情受付担当者 吉田浩人 苦情解決責任者 井上順平 

■ひよしの杜 ℡ 22-8077 苦情受付担当者 市田知子 苦情解決責任者 井上順平 

■きらり ℡ 22-2320 苦情受付担当者 平石繁幸 苦情解決責任者 井上順平 

■しんあい ℡ 22-8694 苦情受付担当者 山本実 苦情解決責任者 井上順平 

第三者委員 由良亨 

 

オオクワ ONLINEでもオオクワガタの

生体・用品を販売しています。 

http://www.ookuwagata.jp/ 

 

こちらの QRコード 

からご覧いただけます 

http://www.ookuwagata.jp/

