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  令和３年度事業報告 

             社会福祉法人あしたば福祉会 

１．法人の理念・基本方針 

１．法人の理念 

障がいのある人の人権が尊重され、安心して生活できるよう支えます。 

２．法人の基本方針 

 ・障がいのある人が地域で当たり前の生活を送ることができるよう「働くこ

と」と「暮らすこと」を支援するサービスの提供を図ります。 

 ・利用者主体のサービスの充実を図るよう努めます。 

 ・利用者が充実した人生を送るために、支援する職員の資質の向上を図りま

す。 

 

２．総括 

令和 3 年度は新型コロナウイルスの変異種も確認され、更に感染が拡大する

中、可能な限りの感染予防対策に努めつつ、法人理念・基本方針及び令和 3 年

度事業計画に基づき事業を展開しました。感染リスクを優先したため、行事も

制限を余儀なくされ、本人たちの社会参加が進められなかった点ではやむを得

ないとは言いながら、消極的な事業展開と言えます。 

令和 3 年 4 月の障害福祉サービス報酬単価の改正においては特に大きな変化

はなく、コロナウイルスの影響もほとんど受けませんでしたが、高齢の利用者

の退所により法人全体で収入減となり、運営的には厳しい状況にありました。 

あしたば作業所においては、事業計画にはありませんでしたが、作業所玄関

前から第２作業棟に行くまでの坂道で利用者が躓く事故が多発し、利用者の安

全を確保するため積立金の取り崩しを行い、アスファルト舗装工事を行いまし

た。 

共同生活援助事業所あしたばでは年度内に数度、定数や職員体制の変更を行

い、状況を乗り切る努力をしましたが、好転するまでには至りませんでした。

ただ７月にはスマイルホーム訪問看護事業所と契約を交わすことにより医療連

携体制加算を取得することができました。 

平成２９年５月の水防法等の改正により浸水想定区域内及び土砂災害警戒区

域にある要配慮者利用施設は避難確保計画及び訓練等が義務付けられています。

法人内の３施設も該当するため、計画を作成、市に提出していましたが、令和 3

年度「社会福祉施設における実効性のある避難対策事業」の事業所として参加

し、市、県及びみえ防災・減災センターの協力・助言により、避難確保計画の



 

2 

 

変更や避難確保訓練を行うことができました。特に「共同生活援助事業所あし

たば」では実地訓練として、夜間を想定し、最終的には避難場所である戸田家

さんへの移動に至る避難訓練を実施することができました。訓練前の打ち合わ

せにも地元町内会長さんに参加していただき、当日は感染予防のため、道芝ホ

ームで直接助言していただいた市総務課防災危機管理室の担当者の他にも、市

及びみえ防災・減災センターの担当の方、町内会長さんも五丁目公民館からタ

ブレットを通して訓練の様子を確認していただきました。災害時には地域の方

の協力が必須であるだけに有益な訓練であるとともに、今後の課題等を整理す

ることができました。 

 地域自立支援協議会では暮らし・相談支援部会、しごと部会、障害者福祉事

業所部会を通して関係機関や事業所間等の連携を密にしながらも、地域と協力

し合える体制づくりを構築できるよう努力しました。 

 

３．役員会 

（１）評議員会 

開 催 日           議       事 

令和３年６月２４日(木) 

  1３時３０分～ 

１．令和２年度事業報告（案）について 

２．令和２年度収支決算（案）について 

３．理事・監事の選任について 

４．その他 

令和４年３月２８日（月） 

 １０時～ 

１．理事長の事業の進捗状況の報告 

２．令和４年度事業計画（案）について 

３．令和４年度収支予算（案）について 

４．その他 

（２）理事会 

   開 催 日 議     事 

令和３年６月２日(水) 

  1０時～ 

  

１．令和２年度事業報告（案）について 

２．令和２年度収支決算（案）について 

３．評議員会の開催について 

４．共同生活援助事業所あしたば運営規定の一

部改正（案）について 

５．評議員選任候補者の推薦について 

６．理事・監事候補者について 

７．事業の進捗状況について 
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８．その他 

令和３年６月２４日(木) 

１５時３０分～ 

１．新理事長の選定について 

２．短期入所事業所安久志ホーム運営規定の一

部改正（案）について 

３．その他 

令和３年１０月２５日（月） 

１０時～ 

１．作業所アスファルト舗装工事について 

２．令和３年度第１回収支補正予算（案）につ

いて 

３．共同生活援助事業所あしたば運営規定の一

部改正（案）について 

４．職員給与規程表の一部改正（案）について 

５．事業の進捗状況について 

６．その他 

令和４年３月１６日（水） 

１０時～ 

１．令和３年度第２回収支補正予算（案）につ

いて 

２．令和４年度事業計画（案）について 

３．令和４年度収支予算（案）について 

４．職員給与規程の一部改正（案）について 

５．パート職員就業規則の一部改正（案）につ

いて 

６．ハラスメント防止規定（案）について 

７．育児休業及び育児時間勤務等に関する規程

の一部改正（案）について 

８．介護休業及び介護短時間勤務等に関する規

程の一部改正（案）について 

９．あしたば作業所運営規定の一部改正（案）

について 

１０．評議員会の開催について 

１１．第三者委員の選任について 

１２．事業の進捗状況について 

１３．その他 

（３）内部経理監査 

令和３年５月２４日（月） 

１３時３０分～１５時 

理事 2 名による経理監査の実施 
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（４）監事監査 

令和３年５月２６日（水） 

１４時～１７時 

監事による令和２年度監査の実施 

 

４．地域における公益的な取り組み 

 ・障害福祉サービス(短期入所事業)の利用者負担軽減制度 

 ・緊急時における場の確保 

 ・｢制度の狭間の課題｣に対応する「みえ福祉の『わ』創造事業」への参画 

 

５．就労継続支援 B 型事業所『あしたば作業所』 

今年度は、昨年度と開所日は変わりませんでしたが、一人の利用者が高齢者

施設へ入所されたこともあり、延べ利用人数は減少しました。 

作業については、水福連携のロープのくぎ抜き作業が、令和２年９月より年

間を通していただけるようになりました。牡蠣のコレクターの作業は、昨年度

同様に春にいただきました。多くの方が取り組むことができる作業であり、意

欲的に行っている方が多く、水福連携の作業も定着しつつあるのではないかと

考えられます。 

月日の流れに伴い、送迎について考え直す時期であるのではないかと考えま

した。 

公共交通機関を利用する等をして可能な限りご自身で通うことは、社会性を

身につける、健康・体力の維持にもつながるということもあり、各ご家庭で様々

な考え方があることが考えられました。各ご家庭に希望を聞き、希望者の方へ

令和３年９月１日より開始いたしました。 

近年、ゲリラ降雨の被害が全国に出ていますが、当作業所は土砂災害特別警

戒区域に指定されています。 

避難場所での生活を考えて鳥羽市の戸田家さんと連携をし、受け入れが可能で

ある場合には、戸田家さんに避難をさせてもらうことにしました。 

 例年実施している社会見学は、２年度に続きコロナウイルス感染拡大により

実施を見送りました。 

社会見学に替わるものとして、昼食時に楽しんでもらえるのではないかと、グ

ループに分かれて、１１月にかっぱ寿司 ３月にぎゅーとらに買い物へ出かけ、

２月に中華料理の出前を取ることを企画・実施をいたしました。 

今後も時代の流れを考慮しながら、様々な面で柔軟に対応することが求めら

れていると考えられます。 
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 （１）工賃実績報告（年間の推移） 

令和２年平均工賃  ２０，８６２円 

令和３年平均工賃  ２２，３６７円 

  

（２）作業収入（前年度比較） 

 令和２年度 令和３年度 差 額 

受託事業 6,456,966 6,773,609 316,643 

下請作業収入 558,353 921,436 363,083 

自主製品事業収入 581,530 669,040 87,510 

 

（３）職員体制   

管理者、サービス管理責任者、事務職員 生活支援員１名、職業指導員３名  

目標工賃達成指導員１名 

               

（４）月別作業所利用状況（延べ人数） 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 

４１５ ３６３ ４３９ ４００ ３９１ ４０１ 

 

10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

４０５ ３９５ ４０８ ３９２ ３５７ ４２７ 

平均３９９名（昨年度４１６名） 

 

（５）年間行事実施内容 

９月３日～ 

９月２９日 

健康診断(山崎整形外科) 

１０月２７日 避難訓練 

１１月２２日

～１２月２日 

かっぱ寿司で昼食（８グループ別） 

２月１７・ 

１８日 

弁慶の出前による昼食（２グループ別） 

３月２日 避難訓練 

３月１５ ～

１８日 

ぎゅーとらで昼食の買い物（４グループ別） 

・絵画教室    毎月第 3 火曜日 

・スポーツ教室及び音楽サークルは中止 
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・保護者会主催のバス旅行も中止 

 

６．共同生活援助事業所あしたば  

グループホームでは利用者減により定員を５月には９名に、１２月には８名

に変更しました。更に職員体制を７月には５：１に、１２月には４:１に変更し

ました。道芝ホームでは水道漏水工事と浴室タイルの補修工事を行いました。 

新型コロナウイルスの感染拡大も続いていたため、昨年に続き、利用者に対

してはマスク着用、手指の消毒及び手洗いなどを徹底し、利用者、職員ともに

新型コロナウイルスに感染しないよう感染拡大の予防に可能な限り取り組みま

した。また職員については作業所と同様に社会的検査としての PCR 検査を定期

的に実施しました。利用者については職員が接種会場に同行し、３回のワクチ

ン接種を行いました。 

地域行事も町内清掃のみにとどまり、地域の方と交流する機会も大きく減少

しました。市主催の行事はほとんどが中止となり、障害者互助会の行事も戸田

家で開催された昼食交流研修会と防災デイキャンプが実施されたのみでした。

また市内で感染者が増加した時期にはショッピングセンターへの外出も控える

等、利用者にとっては活動の制約を余儀なくされました。 

 

 （１）職員体制 管理者(兼務)、サービス管理責任者（兼務）生活支援員４名

(非常勤）世話人４名（１名常勤、非常勤３名） 

  

（２）年間行事報告 

実施日 内     容 

5 月 15 日 5 丁目町内清掃参加 

  10 月 30 日 避難訓練 

11 月 6 日 障害者互助会戸田家昼食交流研修会参加 

11 月 14 日 防災デイキャンプ参加 

4 年 1 月 29 日  避難訓練（避難確保に係る実地訓練） 

  3 月 10 日 避難訓練 

3 月 27 日 ディスカバーウォーク㏌今浦参加 
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７．短期入所事業 安久志ホーム（グループホーム併設型） 

 ショートステイは令和３年１月から６か月間休業し、７月から再開いたしま

したが、以前からの利用者についてはコロナウイルスの感染を危惧し、利用を

控えておられました。また新規の利用者について問い合わせはあったものの、

利用には至らず、利用者はいませんでした。なお緊急用のショートステイ用の

居室を宿直職員が配置されているという理由で、安久志ホームから道芝ホーム

に変更しました。 

   職員 管理者 生活支援員２名（非常勤２名） 

    世話人（グループホーム調理担当兼務） 

 

８．研修等 

開催日 内      容 実施主体  

５月１８日 退職手当共済実務研修会 三重県社会福祉事業職員

共済会 

 ６月２５日 新型コロナウイルス感染症対策研修会 三重県 

 ６月２８日 社会福祉施設における実効性のある避難対策

推進事業 キックオフ講演会 

三重県 

８月１６日 特定処遇改善加算説明会 三重県 

 ８月１７日 平成２３年台風１２号豪雨水害から１０年あ

れから変わったこと 

三重県社会福祉協議会 

 ９月１５日 サービス管理責任者更新研修 三重県社会福祉協議会 

 ９月１７日 アンガーマネージメント 三重県社会福祉協議会 

１０月 ８日 ひきこもりとは 鳥羽市社会福祉協議会 

事業所部会 

１０月１２日 障がい者の芸術・文化活動を広げるために 三重県社会福祉協議会 

１０月２１日 玉城わかば学園見学会 玉城わかば学園 

１０月２３日 発達障がいの理解を深めるために 三重県 

１０月２５日 クライシスマネジメント 三重県社会福祉協議会 

１１月２９日 労務管理講座 三重県社会福祉法人経営

者協会 

１２月１０日 災害ボランティアスクール研修 鳥羽市社会福祉協議会 

１２月１７日 働き方改革関連法に関する説明会 厚生労働省 

１月２０日 地域生活支援拠点等の整備について 三重県社会福祉協議会 

２月９日 退職手当共済制度実務研修会 三重県社会福祉事業職員

共済会 
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２月２４日 キララ障害啓発講習会 鳥羽市社会福祉協議会 

２月１７日 

２月２５日 

三重県障害者虐待防止・権利擁護研修 三重県 

＊第２水曜日鳥羽市地域自立支援協議会くらし・相談支援部会参加 

 第 3 水曜日鳥羽市地域自立支援協議会しごと部会参加 

 毎週火曜日ケア会議 

 第 3 火曜日施設内研修 

 

 


