
 

Ⅱ  障害者支援施設  久喜けいわ  

 

令和 3年度も、昨年と同様にコロナ感染症の対応に追われる 1年となりました。埼玉

県における緊急事態宣言の発令や、法人内で起きた施設内集団感染により、事業計画

に掲げた内容はかなりの部分を変更せざるを得なくなり、利用者の生活もコロナの感

染状況によりかなり窮屈なものになってしまったと感じています。  

 

 そのような状況の中で実施した事業内容は以下のとおりです。  

 

１  実施事業  

（１）定員と利用率                          令和 4年 3月 31日現在  

事  業  名 定 員   現 員 利 用 率 

生 活 介 護 定員67名 現員69名 98.0％ 

施設入所支援 定員54名 現員54名 99.6％ 

就労移行支援 定員 6名 現員 7名 105.8％ 

就労継続支援 定員32名 現員39名 102.7％ 

短期入所支援 定員 6名 82.1％ 

 令和 3年度の新規利用契約者数  

生活介護： 2名（短期入所利用者）  

就労移行： 4名  

就労継続 B型： 2名   

 

（２）職員体制                                       

職 種 人 数 備 考 

施 設 長 1  

総務課長 1  

事 務 員 4 障害者雇用 1名 

支援課長 2 生活 1名 就労 1名 

主 査 1 生活 

主  任 7 生活介護・施設入所 5名 就労移行･就労継続 B型 2名 

生活支援員 36 生活介護 33名 就労移行 1名 就労継続 B型 2名 

職業指導員 4 就労移行 1名 就労継続 B型 3名 

就労支援員 1 就労移行 1名 

目標工賃達成指導員 1 就労継続 B型 1名 

清掃、営繕 2  

洗濯、清掃 2 障害者雇用 2名 

看 護 師 3 常勤 1名 非常勤 2名 

管理栄養士 2  

計 67  

 

２  重点実施事項（詳細は、「３事業報告」の項目内に記載）  

（１）権利擁護  

ア  権利擁護意識を高めるため、まずは利用者への呼称について「さん付け」で呼

ぶことを徹底しました。職員同士で注意し合える雰囲気ができ、利用者への接



 

し方に対する意識が高まりました。  

イ  現場職員による権利意識向上のための活動として、「プロジェクトＫ」を立ち

上げました。「利用者と職員が幸せに暮らすためには？」をテーマに定期的に

意見交換し、利用者や職員の声、権利擁護に関する情報などを掲載した新聞の

発行を行っています。  

（２）高齢化、重度化対策  

コロナの感染拡大に伴い、予防対策を中心とした支援内容が優先となりまし

た。施設内感染の発生後は、感染により重度化してしまった利用者に対し、

個々の状態に合わせた医療ケアや介護ケアを実施しています。  

（３）リスク管理  

コロナを含めた感染症と自然災害に対する対策強化を中心に進めました。  

（４）就労継続支援Ｂ型の工賃向上  

新規作業種を増やしたり、作業手順や設備配置を工夫して効率化を図りまし

たが、コロナの影響により受託作業の全体量が減り、工賃も減額となりまし

た。  

 

３  事業報告  

（１）利用者支援  

ア  生活介護、施設入所支援  

(ｱ)高齢化、重度化対策  

・理学療法士による個別療法を取り入れ、週に 1～２回実施しました。専門性の

高い具体的なアドバイスは職員の知識と意識を高め、身体機能維持に必要な

訓練方法や個別プログラムの作成に高い効果を生んでいます。  

・咀嚼機能の低下により誤嚥を起こしやすくなっている利用者について、言語

聴覚士による嚥下機能の状態確認を行いました。ペースト食、ムース食、水

分のトロミなど、個々の状態に合わせた食事形態を提供し、見た目や味のお

いしさを保ちながら安全に食事が摂れる工夫を行っています。  

・在宅酸素やストーマ（人工肛門）が必要になった利用者の介助方法について、

担当病院の看護師や医療器具メーカーの専門業者から直接指導を受け、職員

間で実地練習を重ねました。利用者の移乗や介護方法についても細かく確認

を行うなど、介護技術の向上に努めています。  

(ｲ)生活支援  

・外出などの余暇活動や施設イベントは、感染リスクを避けながらの実施とな  

りました。外出が少なくなった分、テイクアウトの食事やおやつ作りなどを  

楽しみました。施設内イベントとしては、8月に「けいわオリンピック 2021」、  

11月に「ホラーパーティー」を実施しました。  

   ・各棟話し合いによる生活支援マニュアルの見直しを行いましたが、全体とし  

て感染対策を優先とした支援内容となりました。  

 ・地域生活に向けた取り組みは、コロナの感染防止のため、グループホームな

ど事業所間の行き来を制限したので実施できませんでした。  

イ  就労移行支援  

(ｱ)施設内作業や企業実習では、就労に大切な挨拶や「報・連・相」が習得でき



 

るよう、個々に働きかけました。  

(ｲ)隔週木曜日の午後に座学の時間を設け、履歴書の書き方、スマホの使い方、

面接の受け方などを学び、実践を交えて練習しました。また、実際に就労し

た先輩職員の声を聞いたり、建物だけですがグループホーム見学も行って、

自立への意識を高めてもらうよう取り組みました。  

(ｳ)利用者 1名がリレーションシップセンター久喜を利用して就労アセスメント

を受けました。その後、利用者の適性を把握した上で企業での短期訓練を実

施しました。企業側の都合で就労には至りませんでしたが、本人なりに自信

がつき、今後の活動に向けて良い兆しが見られています。  

(ｴ)年度内に利用者 2名が一般就労しました。就労に向けた通勤支援、面接同行を

行い、就労後には巡回や本人面談を行って職場定着に努めています。  

ウ  就労継続支援Ｂ型  

(ｱ)コロナの影響で受託作業が安定せず、まったく作業が入ってこない期間があ  

るなど、全体として作業量が減少しました。受託作業先を新たに 3社増やして  

取り組みましたが、月平均 15,000円を目標としていた作業工賃は 12,000円程  

度となりました。  

(ｲ)味噌事業では、コロナの影響によりイベントでの販売数は少なくなりました  

が、8月に久喜市学校給食センターが開設したことで、今まで取引のなかった

小中学校でもけいわ味噌を食して頂くことになり、学校給食全体の納品量は

前年度を若干上回りました。来年度はさらに増量する見込みです。  

(ｳ)食品加工の技能向上のため、食品衛生責任者養成講習に職員 2名、圧力容器取

扱作業主任者技能講習に職員 1名が受講しました。  

(ｴ)利用者の加齢に伴う健康面のリスクやコロナ禍による運動不足を解消するた

め、午前の作業前に毎朝、全体で軽運動を実施しました。また、機能訓練等

での活動を増やしたり、日常生活動作の中で体を使う工夫をしています。  

(ｵ)コロナの感染防止のため、クラブ活動や行事はほとんど実施できませんでし

た。土曜開所では、利用者から希望をとってデリバリーの食事を楽しみまし

た。  

エ  虐待防止対策  

(ｱ)セルフチェックシートによる振り返りと虐待防止に関する職員アンケートを

実施しました。アンケートでは強度行動障害への対応に苦慮しているという

意見が多数あったため、今後、現場に即した内部研修を実施する予定です。  

(ｲ)けいわの中のグレーゾーンについて議論する場を設けました。自分たちの支

援を振り返り、客観的に見つめなおす良い機会となりました。  

(ｳ)身体拘束に関しては、ヘッドギアやベッドの柵、ミトンの使用など、利用者

の安全確保のために実施しているケースについて、ガイドラインの内容や適

切な対応が行えているかなどの確認を行いました。  

 

（２）働きやすい職場づくり  

ア  業務改善  

(ｱ)施設内消毒や検温など、感染予防のための業務が増えたため、日課の内容や

実施時間を見直し、職員配置を変更して対応しました。  



 

(ｲ)夜間帯の職員配置を 1名増員し、業務の負担軽減を図りました。  

(ｳ)職員が濃厚接触者となって勤務できない状況が度々おきたため、状況に応じ  

て勤務変更することも多く、対応に苦慮しました。  

イ  ワークライフバランス実現に向けた休暇の取得促進  

希望する職員には 3日以上の連休取得ができるように勤務を組み、希望者全  

員に対応することができました。  

ウ  モチベーションの向上  

(ｱ)キャリアパスを通じ職員面談を行いました。各棟の上司と面談し、日々の業

務を振り返る機会としました。  

(ｲ)毎月勤務表作成前に公休日について職員から希望を聞き、できる限り都合に

合わせた休みがとれるよう配慮しました。  

 

（３）人材育成  

ア  実施、参加した主な研修  

内部  
新任職員研修、虐待防止研修、グレーンゾーンにせまろう、ケース検討

発表会  

外部  
新型コロナウィルス感染症対策応用研修、風水災リスクマネジメントセ

ミナー、虐待防止研修、摂食・嚥下研修、口腔機能向上  

(ｱ)外部研修については、コロナの影響で ZOOM研修が多くなり、対面での研修参

加の機会は減りました。内部研修は少人数で距離をとって実施するようにし

ましたが回数は減っています。  

(ｲ)入所利用者を対象にしたケース検討発表会を実施しました。支援員が 3～ 4人

のチームになり、各班で一人の利用者について話し合い、結果を発表し合い

ました。関係者への聞き取りやケース記録の見直しを行うことで、本人像に

より近づくことができ、利用者一人一人に向き合う姿勢を改めて学ぶ機会と

なりました。  

イ  会議の実施  

  利用者支援での課題や職員それぞれの悩みなどを話し合える場として、各棟

会議を重視しました。少人数での会議は積極的な意見交換の場となっていま

す。  

ウ  新任・中堅育成プログラム  

(ｱ)2名の新卒者に対して、法人の理念や障がい支援についての基本的な考え方な  

どについて指導しました。コロナの感染防止のため、他事業所の見学や合同研  

修などは実施できませんでした。  

(ｲ)新人職員に関しては、個別面談のほか定期的に話を聞くようにし、悩みや困  

り事をため込まないよう配慮しました。  

 

（４）リスク管理  

ア  健康管理  

(ｱ)通常の健康管理、病気予防に加え、新たに作成したコロナの感染防止対策を  

実施した結果、インフルエンザや胃腸炎などの感染症の発症はありません  



 

でした。  

(ｲ)密を避けるため、今年度の健康診断は 3回に分けて実施しました。  

(ｳ)協力医療機関である大和田歯科医院に協力を頂き、月に 2回施設内での歯科  

治療を実施しました。利用者の歯の健康増進を継続して行なうことができま  

した。  

   (ｴ)骨折、ストーマ装着、誤嚥性肺炎等により、 5名の利用者がのべ 90日間入院  

しました。コロナ感染により入院する方はいませんでした。  

イ  災害対策  

(ｱ)通常の避難訓練のほか、地震・台風・水害を想定した避難訓練を 2回実施しま

した。大地震や床上浸水等の被害を想定し、2階への移動訓練、狭い空間での

待機訓練を 2回に分けて実施し、利用者の様子を観察しました。今後もさまざ

まな状況を想定した訓練を重ね、有事に備えていきます。  

(ｲ)食料品やコロナ対策用の備蓄品について定期的な確認を行い、有事の際に物

品が不足しないよう注意しました。  

ウ  環境整備  

危険箇所についての定期チェックを行い、修繕箇所の早期対応に努めました。 

エ  個人情報管理  

個人情報の取扱いについては、鍵やパスワードなどの使用を徹底して保管管

理するほか、職員同士の申し送り時にも細心の注意を払うことを周知徹底し、

意識の向上に努めました。  

 

（５）感染症防止対策  

   感染症防止対策として、 1年をとおし以下のことを徹底して行いました。  

(ｱ)1日 3回の検温、手指消毒、施設内の消毒と換気  

(ｲ)マスク、フェイスシールドの着用  

(ｳ)入所利用者と通所利用者との活動場所の変更  

(ｴ)新規短期入所、日中一時支援の受け入れ制限  

(ｵ)ボランティア、実習生の受け入れ制限  

(ｶ)帰宅や面会の制限  

(ｷ)活動内容の変更  

(ｸ)アクリル板やカーテン等での仕切り  

(ｹ)事業所間の行き来の制限  

(ｺ)職員の勤務体制の変更  

(ｻ)感染防止研修の実施  など  

 

（６）地域交流  

地域との交流  

(ｱ)コロナの感染防止のため、啓和まつりは中止となりました。地域行事もほと

んどが中止され、地域との交流を行うことは難しい 1年でした。  

(ｲ)実習生の受け入れは、コロナの感染防止策を講じた上で 3月に 4名受け入れま

した。ボランティアは、利用者に直接対面することがない範囲で受け入れま

した。菜の花会さんには衣類補修、清久婦人会さんには除草作業で協力頂き



 

ました。  

 

（７）事業運営  

利用率の目標値  

(ｱ)入所利用者に退所者はおらず、コロナの影響で帰宅もほとんどありませんで

したが、入院者がいたため年間利用率は 99.6％となりました。  

(ｲ)生活介護では、コロナの感染状況により通所を自粛する利用者もいたため、

98％の利用率となりました。  

(ｳ)就労移行の利用者を 2名就職に繋げました。また、就労支援センターとの合同

会議を定期的に行い、年度途中に新規の利用者 2名と利用契約を行いました。

就労移行、就労継続Ｂ型ともに定員以上の利用があり、100％を超える利用率

となりました。  

 

コロナについては、利用者も職員も感染防止策を講じながら生活を続けてきま

したが、1月 24日より利用者 5名職員 6名のクラスターが発生しました。利用者につ

いては、施設内をゾーニングし約 2週間隔離対応を行いました。職員も利用者も重

症化することなく回復し、 3月には新井病院の協力で利用者、職員ともに 3回目の

ワクチン接種を受けることができました。  


