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1 福祉サービス事業者情:

名称(施設名):①さくらワーク熊本
②さくら福祉相談センター熊本

サービス種男1:①就労継続支援B型
②計画相談支援、障害児相談支援

事業者代表 (管理者名):渡遷 充朗
開設日(認可日)①平成25年 4月 1日

②平成25年 11月 1曰 平成20年 ,月 1日

サービス代表(サービス管理責任者名)①坂田絵美
(相談支援専門員),②平田昭広 定員:①20名 、②―

所在地 |〒 8615280
熊本市西区松尾 1丁 目2番 23号 (電話 ):006-329-6000  (FAX):096-329-6003

(ホームページアドレス)

http://w、 vw kikusuisakura org/

(Eメールアドレス)

nagomi@kikusuisakura org

サービス内容 (事業内容 ) 施設の主な行事

②利用者がその有する能力及び適性に応じ 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こ 保ll医療 福祉 就労支援 教育等
の関係推離 の緊密な連携を図りつつ 指定特定(II画 )相談支援 指定
障害児相談支援を本人の意向 適性 障害の特性その他の事情に応じ、
適切かつ効果的に行うものとします.

所による職業準備帥線や職場奥習の機会

就労に必要な知識や紀力の向上を図リ ー般就労に向けて支援します。

―泊旅行、職場・施設見学、施設交流会

福祉施設建築基準に基づく

【職員配置 】 27年 3月 末現

職  種 常勤 非常勤 資  格 専任 兼務

管理者
サービス管理責任者

1 介護支援専門員 社会福祉士 精神保健福lll士 1

目標工賃
達成指導員

2 2

生活支援員 1 1

職業指導員 2 ヘルパー 2級 2

相談支援専門員 1 社会福祉士 1



3評 価結果 自己総評

により多くの利用者のニーズを把握し、円滑した支援ができるようになりました。

◆評価の高い点

法人定款に、「しようがい者に希望を 1」 を目的とする旨を掲げ、サービスの質の向上を目指して、

総合的な長期的展望に立った事業運営を行つています。

利用者や家族が安心して暮らせる支援事業として、エアコン清掃やハウスクリニーング等の請負

の就労支援等で利用者の自立の促進を図つています。若い支援員が中心である事業所は利用者

と思いを共有することや、親しみのある支援体制の中で、就労支援活動、共同生活援助等におけ

る生活支援が行つています。

事業所の取り組んでいるサービスが方針や目的にそつて実践され、家族 友達・地域の人々と共

に進むさくらワーク熊本が来年度も今年度以上の高い質のサービスができるように、定期的な自

己評価や評価結果を行つています。また平成25年 11月 計画相談支援、平成26年フ月障害児計画

相談支援を併設して開始して、よりよい当事者へのアウトリーチができるようになりました。結果的

◆改善を求められる点

当法人は設立から10年が経過し、役員や管理者の経験に基づき障がい者支援が少しずつであります

が、前進しています。平成25年度から熊本市の拠点事業所ができ、就労継続支援B型、また計画相談

支援事業所を併設し、積極的なアウトリーチができて大きな障がい者支援の第一歩となった。平成26

年7月 より障害児相談支援を開始となり、より広域なコミュニティヘアプローチが可能となつた。

法人全体を通して、前年度に比べ改善できいない面や実施できなかつた事項もあり、やや課題が残る

結果になりました。この度の評価結果を活かし、来年度は各種委員会を設立し、現場での情報を調査

検証して、よりよいサービスの質の向上へ努めることが出来るようにシステムづくりを努めます。

大きな課題である人材育成、地域コミュニティヘの積極的参加ができるように図られると思つています。

また、27年度は、第二者評価機関へ依頼し、積極的な情報公開が実施する計画をしています。

4評 価分類男1評価内容

「理念、事業方針
等」

「計画の策定」

理念は利用者の]体性を尊重し、法人の役割や障がい者の人
まで住み慣れた地域の中で見守つていこうという、将来も見据えた理念を

作成しています。

『 しょうがい者に希望を :』 は、法人の実施するサービスの基本的な考え

方や考え方を的確に示しています。

利用者への説明は、利用開始時にバンフレット等を通した説明や、理事

会・家族会 (利用者・家族参加)等で説明を行う他、方針に対する計画の

実行状況についても丁寧に説明を行い、安心感や信頼感に繋げていま

す。
理念や基本方針、それに関わる文書を職員へ説明を実施していますが、

今年度も配布するなどの広報活動が不十分でした。来年度は各種委員会

を立ち上げて、広報活動や研修会との積極的に周知活動を計画していま

す。

理念や基本方針の実現に向けた明確な目標を定め、グループホーム事業

の展開等生涯支援、65歳 以上高齢者支援対策を課題として挙げておりま

す。
単年度計画は、昨年と変わらず、日頃の利用者や職員との関わりによりよ

い意向を把握し、進捗状況等を検討した上で作成して、決定後の周知も職

員会議で実施してまりました。利用者等への周知は口頭により説明を行

い、日常的な関わりの中で確認を行いました。



「管理者等の責務」

前年度と変更はありません。管理者の役責に対する自覚は十分であり、

職員会議・法人総会等の会議の場をはじめ、総会資料などあらゆる機会

を捉えてその役責を表明しています。

遵守すべき法令等は各種の外部研修等に参加して収集し、職員会議等の
ミーティングの場で職員への還元取組も行つています。
ミーティングの際は勿論、管理者も職員と共に利用者支援事業を実施しな
がら、提案、意見の聴取、指導等を行つており、リーダーとしての指導力を

十分発揮しています。
業務改善や効率化に向けて、利用者支援事業実践から問題点を把握・分

析し、助言■旨導により改善してきました。

「職員の質の向上」

事業の中・長期展望観点から、和水町でグループホームが新築され、職

員採用や育成期間となりました。また玉名市で生活介護が指定を受け、幅

広い利用対象の枠が拡大されました。そうした中、月数回の所属職員間

ミーティング等を実施し、事例検討や研修等を通して、目的・効果や正しい

理解のもと実施されているかどうか、確認することができました。今後もよ

リー層、客観的な基準を職員に示し、人材育成を強化し、意識向上や任務

遂行への徹底した取り組みを図つていきます。

拠点事業所が複数であるため、管理者が直接職員の就業状況等の把握

に努める形をとり、管理者、職員がともに支援事業を実施する中で意向把

握に努め、その意向に沿つた対策がなされました。継続して実施していき

ます。
依然として、職員の資格取得、経験が未達成であるため、福祉事業従事

者・支援員としてオールラウンドな能力育成を目指し内外研修参加や資格

取得を支援するとともに、自己研鑽を求める等の基本姿勢が必要であると

考えています。来年度も、各種委員会が設立し、研修等の充実で職員の

スキルアップヘつなげていきたいと考えています。

「地域福祉への貢
献、交流等」

今年度も就労支援、地域貢献の二環として、施設外活動を主に行いまし

た。新聞折り込みを定期的に入れて、福祉事業としての取り組み方や障が

い者の啓蒙活動等を広報しています。また地域清掃等を通して、地域交

流を図ることができました。計画相談支援、障害児相談支援を通して、な

かなか拾えない地域の声を各関係機関へ結び付けれるように取り組みが

できました。

ボランティア受け入れは積極的に実施しています。今年度も地域清掃を通

して、情報交換、地域連携を図りました。

来年度も地域住民と直接のふれあいの中から地域福祉ニーズが把握でき

るように事業の拡大、広域化の観点からより広範な福祉ニーズ把握に努

めていきます。当事業所に関してましては、依然として認知度が低く、把握

したニーズを十分にlleま えた事業・活動については今後の課題となってい

ます。生涯支援の理念に沿つた広範囲の福祉事業・活動を目指して取り

組んでいきます。



「苦情解決、利用
者ニーズの把握」

基本方針は変更ありません。運営規定やパンフレット等の中に運営の方針と

して利用者を尊重した利用者本位のサービス提供に努めることを明示し、設

置の目的と合わせ、職員は志を一つに意識を持つて利用者と心の通う支援に

努めています。
虐待防止や権利擁護に関する外部研修会に参加し、支援員により事業所研

修会の中で復講を行い、周知徹底が図られる他、ミーティングの中で管理者

より利用者の尊重こそが支援の基本かつ当事業所の発展へつながることと

指導し、人権の擁護及び虐待の防止のため措置項目が運営規程で定めてい

ます。
利用者の個人情報については、重要事項説明書の中で個人情報保護法に

そった対応とすることや、サービス提供を行う上で必要となる他事業所及び医

療機関との連絡調整、関係機関から情報提供を要請された場合は、利用者

の同意に基づき提供することが明記しています。

個人情報に配慮した書類作成を行つて、他職員の利用者への関わり方も事

業所の方針で実施できることができしました。

普段の会話や個別支援計画等での面談から意見や要望を確認し、利用者の

状況に応じ家族への聴取を行いました。今後は広報誌などの発行を定期的

に行い、周知徹底を図り、利用者主体で満足度の把握を行つていきます。

「利用者の人権尊
重」

前年度同様、職員は丁寧な行動や言葉遣いについて会議や申し送りなど

常に確認して実行しています。作業の支援にあたる職員の姿は、的確な

指導の中にも利用者と共にという心構えで、的確な指導指示ができるよう

に支援しておりました。

年々障がい者虐待が取りざたされる中、法人全体でを対応マニュアルを

作成し、全職員への周知研修を行つています。

意思伝達に制限がある利用者については、コミュニケーションを図りなが

ら利用者のペースで、対応し把握に努めてきました。

現在、利用者同士の親睦や慰労をねぎらうための2か月に1度の食事会を

行つています。とてもいい交流会でとても貴重な機会となつています。

利用者の自力で行う日常生活については見守りの姿勢を保ち、必要時に

支援する方針は、会議の中で確認し特に個別での支援方法についても共

有しています。
社会生活力を高めるためのプログラムは支援計画に組み込まれていま

す。また、利用者自身が人権意識が高められるよう、プログラムや作業前

の事前ミーティングを行い、情報共有や職員からの注意説明を行ってサー

ビスを提供しています。

「個人情報の保護」

前年度同様、情報日外などの実例はありませんが、実習生の積極的な受
け入れを実施する中で、事前のオリエンテーションで計画を説明し、利用

者個人情報の機密化できるような体制づくりを行い、書面作成を行つてい

きます。個人情報保護への配慮を含めた事前説明などの項目が含まれた
マニュアルを整備し強化していきます。

利用者の個人情報については、重要事項説明書の中で個人情報保護法
にそった対応とすることや、サービス提供を行う上で必要となる他事業所

及び医療機関との連絡調整、関係機関から情報提供を要請された場合
は、利用者の同意に基づき提供することを明記して、同意を得ています。



「サービス提供方
法等」

法人全体で支援会議を実施して、サービス、記録などの一運の内容に適

切な形で実施できるように、確認し合う体制をとることができました。

見学や一日利用などには随時対応を行つています。利用者や支援者の様

子を実際見学することで、将来の職業生活に必要な知識・技能及び態度

を育てる事を目的に、養護学校の生徒や職員の見学をはじめ体験や見

学、一日利用等を随時受け入れ、管理者やサービス管理責任者を中心に

丁寧な案内や説明が行われています。
また計画相談支援事業所、障害児相談支援事業所が併設している為、当

事者の声をより広域な形で拾い出しができるようになりました。他の施設
や事業所へ円滑な移行、見学同行支援や手続き、情報提供を密に連携す

ることができました。その後もフォロー、情報把握もできるようになりまし

た。
継続してでありますが、事業所が定めた統一したアセスメント様式を使用
し、(生活基盤や利用者の健康・身体に関する領域、コミュニケーションス

キルに関する領域などの項目)利用者の状況がしつかり把握しています。
サービス管理責任者は、利用者の意向を踏まえながら担当会議を開催し
て、策定されたサービス実施計画書の評価・見直しも滞りなく実施できまし
た。また、アセスメント・実施計画は管理者も必ず確認を行い、『目標達成
可能とした支援計画書、自らがその可能性を伸ばす支援計画』となるよう
指導しています。
今後は、より多くのステップアップや移行支援を目指し、障がい者のスキル

アップや他の関係機関との連携、相談支援事業者との情報提供ができる

ように図つていきます。

「安全管理」

¨ 約 重要事項説明書の中に、非常災害時の対策とし

て避難・消防割‖練や消火器、防火管理者、事故・災害に備えて保険加入な

どを明記しています。
年2回 の防災訓練を実施しています。1度は消防署の立会のものとで実施

しております。隣接しているアグリサポート様 (就労継続支援A型事業所 )

と共同で防災訓練を実施することができました。

緊急時対応のためのマニュアル、支援体制等のマニュアル整備等を行い

ながら、危機管理対策へ取り組んでいきます。

来年度は、各種委員会で、利用者の安全を脅かす事例をそれぞれ違う角
度から察知し、検証等を行い、事故防止対応を取り組んでいきます。

(参考)利用者調査の手法等

調査の手法 対 象 者 対象数 (人 ) 備考

アンケート調査
利用者本人又は家族、

保護者

聞き取り調査
利用者本人又は家族、

保護者
12

観察調査 利用者本人 10

※平成27年 2月 末現、利用登録者対象


