
平成２８年度社会福祉法人手をつなぐとなみ野事業報告 

 

手をつなぐとなみ野は、 

（１） 利用者支援の充実 

（２） 職員の処遇改善と生きがいを持って働ける職場づくりとスキルアップ 

（３） 利用者の働きやすい環境整備と新たな事業展開のための環境整備 

（４） 地域との積極的交流 

の４点を重点課題としその取り組みを進めてまいりました。 

特に、利用者支援の充実と職員のスキルアップに向け、今年度も職員自らが企画・立案し、全

員参加型の職員研修を内部・外部講師により実施してきました。 

また、今年度はこれまで取り組んできた階層別研修や、他法人派遣研修の他、新たに利用者支

援に役立つ自主的なゼミ形式の課題（テーマ）への取り組みを進めてきました。 

その結果、前年を上回る成果を見ることができました。 

また、職員の処遇改善と生きがいを持って働ける職場づくりの一環として、キャリアパスの構

築に向け検討を進め、次年度より自己評価を基本とした試行実施を予定しています。 

また、基本給の見直しなどによる給与の改善に向けた検討も同時に行い、２９年度より実施し

ます。 

    

１、 経営基盤 

 平成２８年度についても、各事業所の作業内容について下請け作業からの脱却、自主製品の

開発・販売ルート拡大、適正な作業量の見直し等について検討し、効率的な作業収入とゆとり

ある利用者支援を目指しました。 

福祉作業所エルハート城端立野が原分場での農業への取り組み、福祉作業所あけぼの第二で

の、温泉卵、こんぶ餅の製造販売等に引き続き取り組みました。 

また、新たな取り組みとして、福祉作業所油田では施設外就労にも積極的にとり組んできま

した。その結果、利用者にとって作業の選択肢が広がり、工賃の改善にもつなげることが出来

ました。 

グループホーム「ホームたてのがはら」は平成２８年４月から利用を開始し、福祉作業所エ

ルハート城端及び分場利用者の自立した生活の場の確保につながりました。 

また、福祉作業所南天桐については、平成２８年９月に新築完成しました。立地場所は交通

の便も良く、今後利用者の拡大を目指して行きます。 

① 南砺事業所福祉作業所エルハート城端 

農業生産に取り組むと同時に野菜の加工（ドライフード・干し芋等）販売や、地元農家を

巻き込んだ夕市の開催など、販路拡大のため各種イベントに積極的に参加しました。 

引続き南砺市のエコビレッジ構想の一翼をさらに担っていきたいと考えます。 

 

② 福祉作業所あけぼの第二 

     道の駅メルヘンおやべに「こんぶ餅」「温泉卵」等を出荷すると同時に、コンビニに「温

泉卵」を委託販売させてもらう等、販路の拡大を進めています。 

 

 



③ 福祉作業所「南天桐」新築工事 

設計委託金額   １，９１１，６００円 

新築請負金額  ４４，１０７，２００円   

設計・監理工期 平成２８年３月２４日～平成２８年９月２０日 

 

④ グループホーム十年明洗濯干場増築工事 

工事請負金額  ３，０６６，２００円   

工    期  平成２９年２月１３日～平成２９年３月１８日 

 

⑤ グループホーム十年明外構工事（駐車場舗装工事） 

工事請負金額  ３，９５０，０００円   

工    期  平成２９年３月１５日～平成２９年３月３１日 

 

また、平成２８年度における訓練等給付金収入については、基本報酬単価に加え、目標工賃達成

指導員配置加算・福祉専門職員配置加算・目標工賃達成加算・施設外就労加算・グループホーム

の夜間防災体制加算等もあり、又、利用者の平均出席率が９６パーセント程度で推移しました。 

共生型グループホームらぶあけぼのにおいては、利用者の退所及び入所がありほぼ９名（満

室）で推移したものの年度末には１名欠となり、介護給付金収入に影響しました。 

 

２、 利用者支援 

「共に生き 共に働き 共に暮らす」を基本理念とし、利用者の思いを尊重し、安全配慮を

怠ることなく、一人一人の生きる力を育む利用者支援に努めてまいりました。一泊２日の研修

旅行や季節折々の行事・外出の機会を設け、自立に向けて訓練を行うとともに、地域イベント

への参加や法人事業所開催イベントへの地域住民の参加呼びかけを積極的に行い法人の理念で

ある「共に生きる」の実現に努めるとともに、「障害者への理解啓発」に取り組んできたところ

です。 

利用者支援の根幹となる「サービス等利用計画」を基本にアセスメント・モニタリングを実

施し、利用者支援の充実を図るとともに、利用者・保護者からの各種相談に応え、本人の思い

を汲み取りながら、時には利用者支援検討会議で支援方法の検討を進めたり、外部の専門職の

アドバイスを受けるなど問題の解決に当たりました。 

（ヒヤリハット報告） 

事業所名 具体的内容 原因と対応 

砺波事業所 ① バス時刻を確認のうえ作業所を送り出したが、予

定の帰宅時間になっても家に帰らなかった。 

乗り換えのバス停で、何らかの事情により（不明）

バスに乗らず、周辺を歩きまわっていた。 

以前にもあり、帰宅時又は、朝についても兄の送迎

をお願いする。 

本人にＧＰＳの携帯を持ってもらうことも提案す

る。 

 

南砺事業所 ① 黒部宇奈月温泉駅で、駐車場でない場所にマイク 駅の駐車場が少し離れたところにあり、利用者を炎



ロバスを止めてしまいクレームとなった。 天下で歩かせるよりも、すぐに乗車できる場所と考

えて停めた。バス会社の職員に注意をされた。 

後から調べたら、駐車場以外に近くに一般車両の乗

降場所があった。 

外出時には、事前に駐車場を調べておくこととする。 

らぶあけぼの ① 職員が、熱いお茶を注ぐ時やかんを持ち上げた際

に、横に置いてあった味噌汁鍋の蓋にやかんが当

たり、熱い茶がこぼれて、本人の左手甲にかかっ

た。 

 

職員の気持ちに焦りがあり、確認が不足していた。 

落ち着いて動作を行うよう意識合わせをした。 

 

 

 

３、 職員研修の実施と成果 

① 職員研修の目的 

  社会福祉法人手をつなぐとなみ野の職員として自覚と誇りを持ち、常に職場内の情報を共有し、 

連携を取りながら利用者支援にあたることを目的とする。 

② 職員研修会 

平成２８年度の職員研修についても、プロジェクト体制により、職員自らが研修企画・立案をさ

らには、内部・外部講師による「座学」、「グループワーク」などを進めてきました。 

特に今年度は、これまでの階層別研修や他法人派遣研修の継続はもとより、新たに利用者支援

に役立つ自主的なゼミ形式の課題（テーマ）への取り組みを進めてきました。 

その結果、軽音楽、レクリェーション、ラッピング・ポップの３テーマについて、５つのゼミ

が活動を実施し、それぞれに具体的成果を出すことができました。 

 ③職員研修の実施状況  

  別紙資料①のとおり 

 ④研修結果 

別紙資料②のとおり 

 

 

４、 地域との連携 

① 広報誌「となみ野」を発行・配布、及びホームページを通して支援の状況や事業運営等につ

いて広く情報発信 

② 事業所主催イベントへの参加呼びかけや、地域イベントへの積極的参加を通しての交流 

③ 各種行事での自主製品販売 

④ 共生型グループホームらぶあけぼの見学受け入れ 

⑤ エルハート城端立野が原分場では、今年度も地元の城端中学校の生徒が技術・家庭科の学習

の一環としてサツマイモの苗植えから、ツル返し、収穫さらにはチャリティー販売、調理実

習までを利用者と共に実施するなど、地域とのつながりがさらに深まってきています。 

 

 



５、 地域福祉の拠点施設としての機能 

① 障害児わくわく子育て支援事業・・・学齢期児童の放課後・長期休み期間の支援 

② 日中一時支援事業・・・在宅障害者の日中活動支援 

③ 作業所・グループホーム等の体験利用 

④ 「地域生活支援センターすまいる」による相談会開催（全３回） 

 

６、作業所別利用者数                （平成２９年３月３１日現在） 

事業所名 作 業 所 名 事 業 形 態 定 員 現在数 前年度数 

小矢部事業所 
福祉作業所あけぼの第二 就労継続支援 B 型 ２０ ２１ ２１ 

福祉作業所あけぼの第一 就労継続支援 B 型 １０   １１  １２ 

砺波事業所 

福祉作業所 油田 就労継続支援 B 型 ２０ ２１ ２２ 

福祉作業所 南天桐 就労移行支援 １０ ２ ４ 

福祉作業所 庄川 就労継続支援 B 型 １０ ７ １０ 

サポートぷらす 生活介護 １０ １０ １０ 

南砺事業所 

福祉作業所フレンドハウス福光 就労継続支援 B 型 ２５ １９ １９ 

福祉作業所メイプル福野 就労継続支援 B 型 １５ １９ １８ 

福祉作業所エルハート城端 就労継続支援 B 型 １５ ２２ ２０ 

共同生活 

援助事業 

ホームあけぼの グループホーム ４ ４ ４ 

ホーム十年明 グループホーム ７ ７ ７ 

らぶあけぼの（障害） グループホーム ６ ５ ５ 

らぶあけぼの（高齢） グループホーム ９ ８ ９ 

手をつなぐとなみ野全体 １６１ １５６ １６１ 

 

７、作業所別利用者出席率（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日の平均出席率） 

事業所名 作 業 所 名 出 席 率（％） 前年度出席率（％） 

小矢部事業所 
福祉作業所あけぼの第二 ９４．５ ９３．２ 

福祉作業所あけぼの第一 ９９．２ ９３．７ 

砺波事業所 

福祉作業所 油田 ９６．０ ９４．１ 

福祉作業所 南天桐 ９８．２ ９８．６ 

福祉作業所 庄川 ９３．６ ８９．１ 

サポートぷらす ９８．１ ９７．２ 

南砺事業所 

福祉作業所フレンドハウス福光 ９４．０ ８８．７ 

福祉作業所メイプル福野 ９７．７ ９７．７ 

福祉作業所エルハート城端 ９６．２ ９６．１ 

手をつなぐとなみ野全体 ９６．４ ９４．１ ．８ 

 

 

８、作業所別利用者出席率の推移     

別紙 資料③のとおり 

 



９、作業所別利用者平均工賃額 

   別紙資料④のとおり 

 

１０、社会福祉法人手をつなぐとなみ野職員数（平成２９年３月３１日現在） 

事業所名 作 業 所 名 管理者 サービス管理者 常勤 非常勤 
合計 

 

小矢部事業所 
福祉作業所あけぼの第二 

１（兼務） １（兼務） 
５（兼務１） ３ ８（兼務１） 

福祉作業所あけぼの第一 ２（兼務１） １  ３（兼務１） 

砺波事業所 

福祉作業所 油田 

１（兼務） ２（兼務） 

５（兼務１） ０ ５（兼務１） 

福祉作業所 南天桐 １ ３ ４ 

福祉作業所 庄川 ２（兼務１） １ ３（兼務１） 

サポートぷらす ４ １（兼務１） ５（兼務１） 

南砺事業所 

福祉作業所フレンドハウス福光 

２（兼務） ２（兼務） 

４（兼務１） ３ ７（兼務１） 

福祉作業所メイプル福野 ２（兼務１） ３ ５（兼務１） 

福祉作業所エルハート城端 ４ ４（兼務１） ８（兼務１） 

共同生活援助事業

所 

ホームあけぼの 

２（兼務） ３（兼務） 

０ ４ ４ 

ホーム十年明 ０ ４ ４ ２ 

らぶあけぼの（障害） ０ ４ ４ 

ホームたてのがはら ０ ３ ３ 

 らぶあけぼの（高齢） １（兼務） １（兼務） ５（兼務２） ６ １１（兼務２） 

指定特定相談支援センターすまいる １（兼務）  ３（兼務１） ０ ３（兼務１） 

本部   ４ ０ ４ 

手をつなぐとなみ野全体 ８（兼務） ９（兼務） 41（兼務 9） 40（兼務 2） 81（兼務 11） 

 

 

１１、事 業 経 過 

開催年月日 事   業   内   容 開  催  場  所 

２８．４．１５ 富山県知的障害者福祉協会施設長会議 サンシップとやま 

４．１８ 南天桐新築工事入札 本部 

４．２０ 第１回利用者支援検討会議 本部 

４．２５ ４月度主管会議 本部 

４．２７ 第１回チーフ会議 本部 

５．６ 作業所保護者会役員会 本部 

５．１０ らぶあけぼの（１F）運営推進委員会 本部 

５．１１ 南天桐新築工事地鎮祭 砺波市三郎丸 

５．１８ 新規採用職員研修 本部 

５．１８ 監事監査会 本部 

５．２０ 第２回利用者支援検討会議 本部 

５．２４ ５月度主管会議 本部 

５．２４ 作業所保護者会総会及び研修会 津沢コミュニティプラザ 



５．２６ となみ野作業所交流会 砺波青少年自然の家（利用者・職員） 

５．２７ 第１回理事評議員会 本部 

６．７ 第１回メルヘン＆あけぼの夏まつり実行委員会 本部 

６．２２ 第３回利用者支援検討会議 油田 

６．２４ ６月度主管会議 本部 

６．２５ 富山県育成会相談員研修 サンシップとやま 

６．２８ 県育成会 事業所運営研修会 呉羽ハイツ 

６．２９ 第２回チーフ会議 本部 

７．５ 第２回メルヘン＆あけぼの夏まつり実行委員会 本部 

７．１２ らぶあけぼの（１Ｆ）運営推進委員会 本部 

７．１４ 第３回メルヘン＆あけぼの夏まつり実行委員会 本部 

７．１５ 職員親睦会小砺南会研修会 滝の荘 

７．２０ 第４回利用者支援検討会議 フレンドハウス福光 

７．２１ 南天桐上棟式 砺波市三郎丸 

７．２５ ７月度主管会議 本部 

８．１ 渓明会研修会参加 津沢コミュニティプラザ 

８．１ 第４回メルヘン＆あけぼの夏まつり実行委員会 本部 

８．５ めるへん＆あけぼの夏祭り あけぼの第二前庭周辺 

８．８ ふくしの里見学者来訪 らぶあけぼの 

８．２０ 富山県育成会事業所部会研修会 呉羽ハイツ 

８．２２ 第５回利用者支援検討会議 庄川 

８．２３ 片桐公彦氏講演と意見交換 本部 

８．２５ ８月度主管会議 本部 

９．１ 県下一斉シェイクアウト訓練参加 全事業所利用者職員 

９．２ 秋田県 社会福祉事業団見学者来訪 らぶあけぼの・あけぼの第二 

９．１３ らぶあけぼの（１F）運営推進委員会 本部 

９．１５ かたかご苑保護者会ホーム十年明見学 十年明 

９．１６ 第６回利用者支援検討会議 サポートぷらす 

９．２２ 県育成会グループホーム見学 各グループホーム 

９．２８ 南天桐竣工式 南天桐 

９．２９ ふれあい育成スポーツ大会 県西部体育館・全利用者職員参加 

１０．１５ 育成会東海北陸ブロック大会（富山市） 富山市 

１０．２４ 第７回利用者支援検討会議 本部 

１０．２５ １０月度主管会議 本部 

１０．２６ 第３回チーフ会議 本部 

１０．２８ 中堅職員研修 津沢コミュニティプラザ 

１１．１２ ＮＰＯ，保護者会合同研修会 福野ヘリオス 

１１．１５ 他法人研修（１回目） 渓明会 

１１．１５ らぶあけぼの（１Ｆ）運営推進委員会 本部 



１１．１６ 四ツ葉園見学者来訪 らぶあけぼの・あけぼの第二 

１１．２１ アルカスコーポレーション見学者来訪 らぶあけぼの 

１１．２２ すまいる相談会（砺波地区） 南天桐 

１１．２４ 第８回利用者支援検討会議 本部 

１２．１７ 福井県育成会見学者来訪 らぶあけぼの・あけぼの第二 

１２．２１ 第２回理事評議員会 本部 

１２．２２ 第９回利用者支援検討会議 本部 

１２．２６ １２月度主管会議 福光 

２９．１．９ となみ地域連合会－成人を祝う新春に語る集い 南砺市木彫りの里 

１．１０ らぶあけぼの（１Ｆ）運営推進委員会 本部 

１．２０ 施設長・事務長会議 富山市カナルパークホテル 

１．２３ 第１０回利用者支援検討会議 本部 

１．２６ 主管会議 本部 

１．２７ 指導的職員研修会 津沢コミュニティプラザ 

１．２７ 利用審査会 あけぼの第二 

１．３０ 利用審査会 メイプル福野 

２．１ 第３回理事会、評議員選任・解任委員会 本部 

２．２ 利用審査会 エルハート城端分場 

２．４ 虐待防止研修会 津沢コミュニティプラザ 

２．１４ キャリアパス委員会 本部 

２．１５ 臨時主管会議 本部 

２．２０ にいかわ苑見学者来訪 らぶあけぼの・あけぼの第二 

２．２０ 第１１回利用者支援検討会議 本部 

２．２４ 主管会議 本部 

２．２４、２５ 学校プロジェクト研修 東京 

２．２７ 第４回チーフ会議 本部 

２．２８ 富山県育成会事業所部会、施設部会 サンシップとやま 

３．１ 小矢部合同防犯訓練 第二 

３．８ 職員全体研修 津沢コミュニティプラザ 

３．１０ 臨時主管会議 本部 

３．１４ となみ総合支援学校卒業式 支援学校 

３．１４ らぶあけぼの運営推進委員会 本部 

３．１８ キャリアパス説明研修会 本部 

３．２２ 第１２回利用者支援検討会議 本部 

３．２３ 事業者説明会 サンシップとやま 

３．２４ 主管会議 本部 

３．２４ 第４回理事会、第３回評議員会 クロスランドホテル 

３．２８ 第５回理事会 本部 

３．３１ 辞令交付式 本部 

   



 

１２ 研修状況（外部） 

開催年月 研 修 内 容 開 催 場 所 参加者数 

２８．５．10～11 職場研修担当者研修 サンシップとやま １ 

５．２７ 福祉職員ｱｸﾃｨﾌﾞ・ﾜｰｷﾝｸﾞ研修（一般職員編） サンシップとやま ２ 

９．２全６回 認知症介護実践研修（実践者研修） サンシップとやま 他 １ 

６．29～30 中堅職員研修 富山県教育文化会館 ３ 

６．２８ 事業所運営研修会 呉羽ハイツ ３ 

７．2～3 全国てをつなぐ育成会連合会全国大会 神奈川県横浜市 ２ 

７．7～8 北陸地区知的障害関係施設職員研究大会 サンシップとやま ５ 

７．14～15 福祉職員ｱｸﾃｨﾌﾞ・ﾜｰｷﾝｸﾞ研修（指導職員編） サンシップとやま ３ 

８．９ 富山県工賃向上支援事業「全体研修及び実践研修」 サンシップとやま ７ 

８．２０ 地域事業所部会 職員研修会 呉羽ハイツ ２４ 

８．２５ 相談援助技術研修 サンシップとやま ３ 

８．27～28 相談支援専門員研修会（東海・北陸ブロック） 福井市民福祉会館 ２ 

９．１ 渓明会研修会 講演（朝日雅也教授） 津沢コミュニティプラザ ６ 

９．3～4 全国育成会事業所協議会全国研修大会 岡山県 ロイヤルホテル ３ 

９．12～13 富山県強度行動障害支援者養成研修（基礎研修） サンシップとやま ２ 

９．２７ 第三次産業災害防止講習会 砺波労働基準監督署 １ 

１０．１１ 福祉職員ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研修（中堅・指導的職員） サンシップとやま ３ 

１０．24～26 職場研修ステップアップ研修 富山県教育文化会館 １ 

１０．２５ 高齢者福祉施設事業者向け 防災対策研修 とやま自遊館 １ 

１１．17～18 専門多職種連携とソーシャルワーク実践研修 パレブラン高志会館 １ 

１１．１１ 介護技術向上研修（排泄技術編） サンシップとやま １ 

１１．２２～ ｻｰﾋﾞｽ管理責任者研修（介護） サンシップとやま １ 

１１．２２～ ｻｰﾋﾞｽ管理責任者研修（就労） サンシップとやま １ 

１２．１６ メンタルヘルス研修会 富山県教育文化会館 １ 

１１．１９ 介護技術等に関する講習会 ボルファートとやま １ 

１１．２１ 富山県高齢者相談業務担当職員研修会 富山県総合情報センター １ 

１１．２５ 社会福祉法人 経理事務研修会 サンシップとやま ２ 

１１．２８ 福祉サービス苦情解決研修会 高岡文化ホール ５ 

１２．1～2 東海北陸社会就労センター研究協議会 石川県社会福祉会館 １ 

１２．1～2 チームリーダー研修 サンシップとやま ３ 

１２．３ マーシ園 研修講演会 南砺市井波福祉センター １ 

１２．１６ 富山県障害者虐待防止・権利擁護研修会 ボルファートとやま ５ 

１２．7～8 富山県強度行動障害者支援者養成研修（実践研修） サンシップとやま １ 

２９．２．８ 介護向けキャリアパス業績連動型給与制度研修 サンシップとやま ２ 

１．２３ ＨＡＣＣＰ導入説明会（菓子製造業編） 富山県農協会館 ２ 

２．１５ 在宅医療推進のための多職種合同事例検討会 小矢部市総合健康福祉ｾﾝﾀｰ ２ 



３．9～10 管理職員研修 サンシップとやま ２ 

３．１４ 小矢部市社会福祉法人連絡会における講演会 砺波市社会福祉会館 １ 

  

 

 

１３ 各委員会実施状況 

委員会名 委員数（人） 開催回数 実 施 概 要 

職員研修委員会 ８ ６回 

職員全体研修、他法人派遣研修の計画策定から実施

管理までを進めた。 

また、新たなゼミ活動のけん引的役割を担った。 

虐待防止検討委員会 ７ ４回 

チェックリストによるチェックの実施。 

各委員が県の虐待防止研修に参加、2月には委員会主

催の虐待防止研修を実施した。 

キャリアパス策定検

討委員会 
６ １２回 

キャリアパス構築に向けた課題の検討実施。 

プロによるコンサル指導及び、制度の策定。 

職員研修会の実施による制度内容の共有化をした。 

広報委員会 ５ ７回 

広報となみ野の発行に向けた掲載内容の企画・検

討・記事対応から作成までを実施した。 

また、ホームページの充実に向けたホームページ更

新活性化キャラバン隊活動を実施した。 

目標工賃向上委員会 ５ ５回 

工賃向上３ヶ年計画の共有を実施した。 

ゼミ活動と連携した自主製品のラッピング検討を実

施した。 

利用者工賃評価見直

し委員会 

 

５ ８回 

「作業評価基準」の改定に向けた検討と、新基準の

作成を実施した。 

となみ野未来創造検

討委員会 

 

８ ７回 

本部横敷地における施設建設構想について、特に渓

明会との連携を考慮し検討を進めた。 
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研修実施状況                 

    

 

   階層別研修 

５月１８日（水）新人職員研修 法人の設立の経緯、理念と目的、歴史と構造、心得 

    対象者：勤続１年未満の職員、世話人 （講師：尾崎常務） 

 

１０月２８日（金）中堅職員研修 中堅職員の任務と役割  

     対象者：勤続３年以上の職員     （講師：福祉カレッジ 田中雅子氏） 

 

１月２７日（金）指導的職員研修 (外部講師）  指導的職員としての責任と任務 

     対象者：チーフ、チーフ補、サビ管、ケアマネ、相談支援専門員 

（講師：福祉カレッジ 田中雅子氏）  

 

 

 

職員全体研修 

１１月１２日（土）どうすれば福祉サービスを担うプロになれるか 

（保護者会、ＮＰＯ合同研修） 

（講師：日本福祉大学教授 久田則夫氏） 

 

  ２月 ４日（土）虐待とその対応について   （ＮＰＯ合同研修） 

    （講師：三重県虐待防止委員会 市川知則氏） 

 

 

 

              

他法人派遣研修 

 １１月１５日（火）～１１月１７日（木） 

 １１月２９日（火）～１２月 １日（木） 

  １月１７日（火）～ １月１９日（木） 

  １月２４日（火）～ １月２６日（木） 

・派遣先  渓明会花椿 「いろは」「かがやき」「きらり」 

   ・対象者  チーフ、チーフ補、サビ管ほか 

 

 

 

 

 

 



 

 

ゼミ活動の実施状況 

 

部  名 メンバー

（人） 

開催 

回数 

実 施 概 要 

軽音楽部 ６ １１回 

ハンドベル演奏曲を１曲、バンド演奏曲２曲

を練習し、演奏ができるようになった。 

今後は、さらに曲数を増やし、利用者の参加す

るイベント等に出演するとともに、利用者も

演奏参加できるよう趣向を凝らして行きた

い。 

 

レクレーション部１ ５ ９回 

ようじアートにチャレンジしパンダとロゴを

作成したが実施が難しく、「となみ野カルタ」

づくりに変更し途中まで作成した。試行的に

利用者と使ってみたら大変好評であったの

で、完成まで進め広めたい。 

 

レクレーション部２ ５ １１回 

余暇を利用してゆとりと楽しみを創造するこ

ととし、折り紙でのメダル作り、指ゆび体操、

新聞紙を使った花嫁衣裳など短時間でできる

ものにチャレンジし、楽しみの引出を多く作

った。 

 

ラッピング・ポップ部１ ５ ６回 

あけぼの第一の自主製品用の作業所名デザイ

ン及びストラップパッケージの検討、油田の

もっちりん娘キャラクターの作成（決定）の他

ポップや包装の検討を実施した。 

 

ラッピング・ポップ部２ 

 
６ ９回 

となみ野のロゴマーク入りのレジ袋の企画、

検討を行い、大・小２種類の製品を作成し、各

所に配布を行った。 
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10/28 中堅職員研修会アンケート結果

46%

47%

7%

研修会の内容は？

よかった

まあまあよかった

あまりよくなかった

９３％

67%

27%

6%

仕事や生活で活かせることは？

あった

少しはあった

あまりなかった

９４％

13%

54%

33%

研修内容の伝達は？

できた

少しはできた

できなかった

６７％



1/27  指導的職員研修アンケート結果

29%

54%

4%
13%

研修会の内容は？

よかった

まあまあよかった

あまりよくなかった

未回答

８３％

46%

37%

4% 13%

仕事や生活で活かせることは？

あった

少しはあった

なかった

未回答

８３％

8%

58%

17%

17%

研修内容の伝達は？

できた

少しはできた

できなかった

未回答

６６％



11/12 福祉講演会 アンケート結果

89%

7%

4%

講演の内容は？

よかった

まあまあよかった

未回答

87%

7%

6%

仕事や生活で活かせることは？

よかった

まあまあよかった

未回答

９６％ ９４％



2/4 虐待防止研修会アンケート結果

88%

9%

3%

研修の内容は？

よかった

まあまあよかった

未回答

９７％

85%

6%

9%

仕事や生活で活かせることは？

あった

少しはあった

未回答

９１％



他法人職員派遣研修 復命書

14%

57%

29%

研修の評価（自分の達成度）

十分達成

ほぼ達成

やや不十分

７１％



平成２８年度　事業報告

指定特定
相談支援事業所

地域密着型サービス事業

地域生活支援センター
すまいる

小矢部事業所
共通イベント

あけぼの第二 あけぼの第一
砺波事業所
共通イベント

油田 南天桐 庄川 サポートぷらす
南砺事業所
共通イベント

フレンドハウス福光 メイプル福野 エルハート城端 ホーム十年明 ホームあけぼの らぶあけぼの ホームたてのがはら らぶあけぼの

４月
お花見
社会見学

お花見
避難訓練

お花見・歓迎会
買い物学習

お花見・歓迎会 お花見・歓迎会 お花見 作業所保護者会総会 お花見・歓迎会 お花見
春祭り（御輿巡
回）

花見・散策
春祭り（御輿巡回）

５月

避難訓練（第１回）
となみ野作業所交流会
チューリップフェア出店
作業所保護者会総会
理事評議員会

あけぼの作業所親の会
総会

保護者会
日帰り研修旅行
チューリップフェア販売
実習

避難訓練 旅川交流事業
（ラーメンの日）

チャレンジデーｉｎなんと
参加
芋苗植栽交流会

食事会
避難訓練

芋苗植栽交流
会

避難訓練

６月
富山県手をつなぐ育成会
県大会（6/5）

相談支援専門員協会総
会

松沢公民館菖蒲祭
砺波事業者交流会
（ボウリング）

清掃ボランティア 買い物学習
田植え交流会
社会見学

初夏の行楽 初夏の行楽

７月 福光ねつおくり祭り出店

サマーボランティアス
クール
小矢部市障害者スポー
ツ大会
黎明フェスタ出店

社会見学
避難訓練

地域清掃ボランティア
活動作品展

避難訓練
社会見学

社会見学
親子日帰り研修旅行
旅川交流館納涼祭

おしゃれ教室

８月
健康診断（第１回）
庄川水まつり出店
事業所部会職員研修会

あけぼの＆めるへん夏ま
つり
相談専門支援研修
東海北陸ブロック福井大
会

あけぼの＆めるへん夏
まつり

昼食会
障害者美術を学ぼう教
室

買い物学習

障害者木彫刻教室
避難訓練
水まつり販売実習

障害者木彫刻教室 夏祭り 社会見学
避難訓練
理休地区納涼祭

十年明地区納
涼祭参加

あけぼの＆め
るへん夏まつ
り

あけぼの＆め
るへん夏まつ
り

理休地区納涼
祭

あけぼの＆めるへん夏
まつり
避難訓練

９月

県民一斉防災訓練
ふれあい育成スポーツ大
会（9/29）
城端むぎや祭り出店
手をつなぐ育成会全国大
会（7/2～7/3神奈川）

寺族青年会交流会出
店　作品展

社会見学 生活講座 作品展見学 音楽の集い
城端麦やまつ
り

避難訓練
音楽の集い

１０月

渓明園祭
小矢部元気フェスティ
バル小矢部市社会福
祉大会出店

親子日帰り研修旅行
料理教室
親子日帰り旅行 避難訓練

親子日帰り旅行
芋掘り

南砺市ボランティア大
会出店

親子研修旅行
避難訓練

避難訓練

親子研修旅行
芋掘り交流会
ブェスタスイーツコンテ
スト参加

食事会
軽トラ市
芋掘り交流会

秋の行楽
渓明園祭

１１月
南砺市菊まつり出店

すまいる相談会（３回）

中ロータリークラブ招待
会
インフルエンザ予防接
種

社会見学 もちもちかんかん祭り
日帰り親子研修旅行
りんご収穫体験
送別会

避難訓練 避難訓練

１２月
健康診断（第２回）
理事評議員会
となみ野障害者作品展

クリスマス会
仕事納め・昼食会

避難訓練
地域交流クリスマス会
年越しそばを食べる会

クリスマス会
年越しそばを食べる会

作品展見学
クリスマス会
買物学習
大掃除

作品展見学
クリスマス会
年賀状作り

作品展見学
クリスマス会
年越そばを食べる会

クリスマス会
旅川交流事業(クリスマ
ス会)

クリスマス会

１月
初参り
社会見学

新年会 交通安全・防犯教室 新年会
新年会
送別会

新年会 ふれあいもちつき大会 新年会
旅川交流事業(もちつき
大会) 新年会 避難訓練

新年会
ふれあいもち
つき大会

新年会

２月
避難訓練（第２回）
となみ野作業所保護者会
研修会

買い物学習
ペタンク交流会
　（地域交流事業）

避難訓練
節分恵方巻き作り
社会見学

買い物学習 避難訓練 社会見学 社会見学
つごもり市参加
生産者交流会
社会見学

食事会 社会学習
つごもり市参
加

おしゃれ教室

３月
南砺いのくち椿まつり出店
理事評議員会
辞令交付式

避難訓練
社会見学

お元気です会
激励会
送別会

社会見学

避難訓練
旅川交流事業（ひな祭
り）
卒業式・送別会

ひな祭り
避難訓練
食事会

避難訓練 避難訓練 ひなまつり茶会

通年 各種教室へ参加

絵画教室
ふーらり市
共同菜園（らぶあけぼ
のと合同）

絵画教室
誕生会（３ヶ月ごと）

きらり主催の講座への
参加

各教室参加
誕生会
イベント販売各所にて
出店

地域清掃活動
調理実習（毎日の味噌
汁作り）

誕生会
調理実習
卓球教室
除草作業（年４回）
庁舎内大掃除（年２回）

誕生会
買い物学習、調理実習
健康作り

南砺市ドリンクサービス
きらり・あい　各種教室
参加
なんときらりたいむ　参
加

誕生会
運動教室
イベント販売にて出店

絵画教室
旅川会館との交流イベ
ントイベント販売にて出
店

入浴支援
買い物学習
調理実習
誕生会
イベント販売にて出店

運営推進会議
共同菜園（あけぼの第
二と合同）
誕生会
訪問理容

南砺事業所小矢部事業所
法人共通イベント

共同生活援助事業所砺波事業所
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