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は じ め に 

平成 30年度、活き生きネットワークはＮＰＯ法人として認証 20周年、「静岡

働く母の会」発足 35周年の節目の年となりました。 

記念行事の準備等を行うなか、また年間を通じて、活き生きネットワークはな

んと幸せな団体だろうと思う機会が多々ありました。 

記念行事では、理事・評議員会で、外部役員さんの活発な意見をいただき、何

度も話し合いを行う事ができました。ＤＶＤの作成や記念誌発行、当日の司会や

接待等全ての部門に外部役員さんが関わってくださいました。また案内状などを

出すなかで関連機関の方、発足当時の懐かしいスタッフや友人などから、励まし

やお祝いの言葉をいただきました。私どもスタッフだけでは成し得なかった部分

に、多くの実力のある応援団がお手伝いくださり、素晴らしい式典、イベントと

なりました。 

また、フリーマーケットや運動会、クリスマス会などの行事にも外部団体の

方々が参加してくださり、盛り上げてくださいました。委託事業や研修会の講師

なども、積極的にお受けくださいました。 

何かにつけて「出来る事はお手伝いしましょう」という暖かな眼差し、応援体

制に、言葉ではなく、私達が活動をしていくことが恩返しだとつくづくと思いま

した。 

これからの超高齢社会、人口の減少等で介護福祉分野は急速な変化も余儀なく

されます。瞬発力のある専門家として、私達認定ＮＰＯ法人活き生きネットワー

クはどこまで、何ができるかわかりませんが、困った事に真摯に対応し、出逢っ

た方に伴走していきたいと思います。 

私達はお助けする側でありますが、多くの方々に助けていただいていることを

勇気にかえて進みます。これからも皆様方のご支援、ご鞭撻を賜り、共に歩んで

くださいますよう、心よりお願い申し上げ、30年度の事業報告をさせていただ

きます。 

 

                           

令和元年 5月 26日 

                           代表理事 杉本彰子 
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１．事業部門別活動報告 

（１）介護保険指定事業 

①居宅介護支援事業所（ケアプラン） 

高齢化の進行に伴い要介護高齢者が急増する中、多種多様なニーズに柔軟に対応し、利用 

者さんが自立した日常生活を営む為に適切な介護サービスを受けられるよう、介護の専門 

職として各サービス提供事業者との連絡調整や、医療･地域との連携を図ります。 

30 年度は 3 年に 1 度の介護保険の大きな報酬改定が行われました。居宅介護支援事業におい

ては、退院・退所時について医療機関と連携を促進するための加算の見直し、ターミナルケ

アマネジメント加算の新設、管理者の要件について主任介護支援専門員であること（猶予期

間：～令和 3 年 3 月 31 日）、通常より生活援助の訪問介護の回数が多い利用者さんのケアプ

ランを市に届け出る必要があることが定められました。全般として、サービスの質の向上が

求められている改正となっています。 

事業所としてはケアマネット協会の、定期的に行われる地域事例研究ネットワークなどの研修

を受け、様々な困難事例等の対応を学ぶ機会を増やしました。実務においても、家族の希望か

ら末期の方を活き生きにお願いしたいと依頼を受けた事例、身体の状態が重篤で自宅での生活

が難しい利用者さんでも自宅での生活を続けたいという事例、50 代で若年性認知症を発症さ

れた利用者さんの母親が高齢であり 2人の支援が必要になった事例など、研修で学んだ事を生

かしながら支援させて頂いています。これからも質の向上に努めていきたいと思います。 

また件数は、利用者さんがお亡くなりになられたり、入所されたりと、要介護の件数は昨年に

比べ少なくなっていますが、地域のお花見会やお月見会に参加し、交流をさせていただいたり、

地域包括支援センターにご挨拶に伺ったりする中で、ご紹介いただく機会も増えています。 

＜居宅介護支援＞ 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

利用人数（人） 

要介護 527 490 443 

要支援 207 151 175 

計 734 641 618 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

現在のケアマネージャーです ご自宅にて契約とアセスメント 

ご自宅にてモニタリング 喜楽庭にて担当者会議 
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②訪問介護事業所 

ひとりひとりが活き活きと「自分らしく」生活していくためにヘルパーが訪問し、身の回りの

お手伝いをさせていただきます。 

親切、丁寧な介護をモットーに、真心と思いやりを持ったサービスで皆さまが笑顔で暮らして

いけるようにサポートさせていただきます。 

30 年度は自立支援・重度化防止の観点から身体介護に重点を置いた報酬改訂があり｢自立支援

の為の見守り援助｣として身体介護での支援が増加しました。 

契約数は、自宅内等で転倒骨折されたり、誤嚥性肺炎等で長期入院、そのまま入所となり終了

となった方、他界された方々もおりました。新規で契約してくださる方もいらっしゃいました

が、契約数としては減少傾向でした。ただし、加齢や ADLの低下(歩行時のふらつき、食事介助

や見守り、失禁、トイレ介助、オムツ交換等)などから身体介護が主流となり毎日訪問するなど

のケースが増え、総件数としては増加しました。また自宅にヘルパーや訪看など、入れ替わり

他人が入ることに抵抗がある方もいましたが、本人が安心して介護を受けてもらえるように家

族に同席していただいたり、特定のヘルパーのみにして徐々に信頼感･関係性を築いていき、現

在は安心して複数のヘルパーでも受け入れてくださり、ご家族も喜んでくださっています。 

今後もいきいき研修会などで質の向上に努め、利用者さんやご家族の要望に応えられるよう 

にしていきます。 

＜訪問介護＞ 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

  

  

要介護（人） 250 241 227 

要支援（人） 199 187 164 

利用者数（人） 449 428 391 

  

  

要介護（件） 2,583 2,563 2,827 

要支援（件） 1,363 1,249 1,123 

件数（件） 3,946 3,812 3,950 

 

  

朝ごはん 準備しますね♪ 家事支援・布団干し 

身体介護・一緒に料理 

信頼関係を大切にしています あたたかい食事をどうぞ 
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③地域密着型・介護相当サービス通所事業所「うめの木」<喜楽庭１階定員 15名> 

うめの木では、乳幼児、障がい児・者さんと日々の生活・季節の行事を通じ、共に活動をして

過ごしています。利用者さんが能力を発揮でき、機能低下を招かないよう支援します。 

一人ひとりが主役になれる活動をしていきます。 

年度当初に介護保険法が改正され、喜楽庭は時間帯を 1時間 45分増やし、9:15～16:30の営業

となりました。長く利用されている方が高齢になり、90代の方が増えてきました。皆さんお元

気で、でん伝体操や口腔体操等、機能訓練を頑張って参加していただいています。年度の後半

には足の重りや、バランスクッション、連結式の昇降台も導入して、より皆さんが元気に生活

していただけるため、個人にあった運動をおこなっています。 

毎年行う四季の活動は、それぞれの部署の個性を出し参加出来るように、スタッフ間で話し合

いを行いました。お正月・豆まき・七夕等では、昔からある歌を高齢者さんと歌い、生活介護

の皆さんがダンスを踊ってくれました。クリスマス会では、子供たちが主体となって、劇や歌

を披露してくれました。様々な活動を通じて一体感をもっておこないました。 

脳トレも体操の中でコグニサイズを入れながら、昼食後に行うプリントや、壁にクイズを出し

たり、懐かしいポスターを見ながら話をしたりなど、生活の中で自然と頭を動かせるように働

き かけました。営業時間が伸びた事で、より充実した活動が出来るようになりました。 

 

＜地域密着型通所介護＞ 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

利用者数（人） 163 206 201 

件数（件） 1,586 2,012 2,199 

   

  

 

 

 

 

 

 

洗濯たたみのお手伝い 

ありがとうございます 

 

数字叩きゲームで真剣勝負!! 絵手紙レク 綺麗にできました 

子どもの姿に笑顔になります 機能訓練で関節可動域を 

広げます 
夏祭り 子どもも大人も賑やかで楽しかったです 
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④認知症対応型通所介護事業所「もちの木」  （喜楽庭 1階 定員 10名） 

もちの木では、色々な個性を持たれた方が来所されています。お互いを認め合える関係性を大 

切に、皆さんが安心して過ごせる居場所作りをしています。日常的に身体と頭を動かしていた 

だくよう、コグニサイズやお散歩をかねた外出、季節の行事・おやつ作りなど積極的に行って 

います。うめの木とも行事などを通じ活動を共にしています。 

年度当初に営業時間帯が変更され、9:15～16:30になり、営業時間が増えました。 

30年度は、入所される方や入院される方などがいて、上期に利用者数が減りました。障害を 

持たれた方が利用をしたいと相談があり、現在 2名利用されています。二人とも長く障害サ 

ービスを利用されてきた事もあり、個性が強く、介護保険サービスに馴染んでいただくまで 

時間がかかりました。今では楽しそうに通われています。 

レクリエーションでは、さまざまな方が参加でき、身体機能を維持して楽しめるようにボッ 

チャやピコピコハンマー数字叩き等おこないました。普段参加されないような方も、積極的 

に参加され楽しまれています。また散歩や庭で歌を歌ったり、外でお茶を飲んだりと季節の 

移ろいを肌で感じていただきました。 

小学生の福祉体験も受け入れ、認知症の高齢者さんと触れ合っていただきました。子ども達 

も認知症のイメージが変わったと相互に良い交流となりました。これからも皆さまに活動を 

知ってもらえるよう、オープンな事業所にしていきたいです。 

 

＜認知症対応型通所介護＞ 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

利用者数（人） 110 57 52 

件数（件） 1,099 435 459 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

  

機能訓練(歩行) フラワーアレンジメント

 

支柱取りレクリエーション 

豆まき大盛り上がり! 福はうち！ エンジェルの子ども達と交流 子ども達とピアノで交流 
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⑤訪問看護ステーション事業所「あんどう」  

※介護保険指定事業所、医療保険指定事業所  

在宅療養をしている高齢者、障害者等のご自宅に、看護師･理学療法士等が医師の指示のもと 

お伺いして、療養や健康維持のお手伝いをしています。高齢者さんの介護保険、障害者さんの

医療保険に対応しています。        

開所してから契約者が徐々に増えています。医療保険の契約者が多かったのですが、介護保険

での契約が多くなりました。週 1 回の訪問だった方が週 2～4 回に増なるなど件数が増えてい

ます。ターミナルケアで訪問していた方が亡くなられた後、依頼先のケアマネージャーから新

規の依頼を何度もいただきました。寄り添った看護がよかったと信頼して頂き、とても嬉しか

ったです。 

医療保険で訪問している方の医療処置について、全員のスタッフが同じ対応ができるよう、カ

ンファレンスを行い、マニュアル作成をしました。変更の毎に情報を共有し対応しています。 

近隣の病院からも指名で依頼をいただくケースもありました。少しずつながら居宅支援事業所

や病院に知っていただいてきたと感じました。 

これからも寄り添った看護を心がけ、研修にも積極的に参加し信頼されるステーションを目指

していきます。 

 

＜訪問看護ステーション＞ 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

利用者数（人） - 33 123 

件数（件） - 93 655 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝあんどう」ちらし 

訪問看護(下肢の浮腫ﾁｪｯｸ) 訪問看護(ﾊﾞｲﾀﾙﾁｪｯｸ) 

笑顔での声掛けを大事にしています 訪問看護(マッサージ) 
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（２）総合支援法指定事業 

①居宅介護、重度訪問介護、同行援護 

＜居宅介護＞         

知的障がい・身体障がいの方を自宅で支援します。居宅介護のなかに身体介護と家事援助 

があります。身体介護は入浴、排せつ、食事の介助など、直接介助する支援の事です。家  

事援助は掃除、洗濯、調理などの支援になります。 

居宅介護では、毎日のように支援に入っていた方のＡＤＬが低下したため、12月から朝 

と日中の 2回プラス訪看さんも入るようになりました。何度か入院されたこともありまし 

たが、今では頻回に支援に入ることで、体調を維持できているようです。失禁等で緊急に 

呼ばれることもありますが、本事業と連携して対応しています。 

 

 

 

＜重度訪問介護＞         

重度の肢体不自由者であって、常時介護を有する障害者に、居宅において入浴、排せつ及 

び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事全般の支援と移動中の介護など支援を行い 

ます。 

約 10年ぶりの重度訪問介護の契約が 1件ありました。朝の時間帯と夜の入浴介助の週 1 

回ずつ支援に入りました。入浴介助の手順も覚えて、安心して入浴の支援が出来るよう 

になりました。 

 

  
  
  

 

＜同行援護＞        

同行援護は、移動に著しい困難を有する視覚障がいのある方の外出・代筆・代読の支援 

をします。  

外出中の移動が困難な方や、精神的に不安定な方、衰えがある方などについて、担当の 

ケアマネジャーの方と報告・連絡・相談をしながら、より安全な外出ができるように支援 

してきました。8月と 10月に男性１名ずつ同行援護従事者養成研修の資格を取得できまし 

た。男性の利用者さんに対しての、男性しか出来ない支援などに今後活躍してもらいたい 

と思います。 

 

 

 

＜居宅介護＞ 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

利用者数（人） 171 165 165 

件数（件） 1,569 1,531 1,438 

＜重度訪問介護＞ 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

利用者数（人） 0 0 5 

件数（件） 0 0 24 

＜同行援護＞ 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

利用者数（人） 258 257 258 

件数（件） 1,264 1,186 1,149 
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②生活介護(喜楽園成人部)     （喜楽庭 2階 定員 10名） 

就労が困難な 18才以上の療育手帳所持者を対象とした事業所です。少人数で家庭的な雰囲気

の中で、その方に合った色々な活動を提供していきます。     

30 年度は 4 月にお花見、5 月には日本平動物園へエンジェルさんや重心さんと合同で行き、

動物と触れ合いました。2月には地球環境史ミュージアム見学の後、回転寿司に初挑戦し 

ました。精神的に不安定になると突然大声を出す利用者がいたため、事前に職員間で十分 

に話し合い対策したこともあり、マナーを守り皆さんで美味しく会食することができました。

11月の市民ギャラリー出展では室内活動の中心にしている貼り絵はもちろん、合同作品とし

てペットボトルキャップでクリスマスツリー、サンタクロース、トナカイの三点を仕上げま

した。8 月の音楽発表会は日程が合わず不参加でしたが、次回の参加に向けて、練習に励ん

でいます。 

利用者さんの中には、気持ちに波があったり、相性が合わなかったりと穏やかに過ごせる時

ばかりではありませんが、個々のできないところに目を向けるのではなく、できるところを

活かし、日々職員間で知恵を絞って対応しています。 

     

＜生活介護＞ 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

利用者数（人） 203 173 180 

件数（件） 2,195 1,921 2,153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お花見 桜を見るためにどんどん歩きます 動物園に合同で遠足へ♪ 

市民ギャラリー出展作品 

回転寿司で外食  

とても楽しみにしていました 11/21市民ｷﾞｬﾗﾘｰ出展作品の前で! 

喜楽庭夏まつりに参加 
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（３）地域支援事業 

①移動支援（地域生活支援） 

小学生から高齢の方までの、知的障がい・身体障がいの方の外出支援をしています。 

30年度の支援内容は、活き生きネットワークのイベントに参加したり、公共交通機関を利用 

して、市内や市外の動物園や、公共施設に出掛けたり、手をつなぐ育成会のエンジョイ活動 

の付き添いをしました。また、お買い物やカラオケ、ボーリングなども楽しみました。30年 

度後半に新しいヘルパーの登録があり、いろいろな依頼に応えました。 

  

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜移動支援＞ 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

利用者数（人） 399 386 395 

件数（件） 824 837 826 

移動支援のようす♪ バスに乗ったり、外食したり、支払いの練習をしたり、外出を楽しみます 

 家族以外の人と外出することで、社会活動に参加し、さまざまな経験をしていきます 
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（４）児童福祉法 

①放課後等デイサービス・児童発達支援（知的障害児対応）わくわく   

(くすくす入口側 定員 10名)  

<放課後等デイサービス> 

小学校 1年生～高校 3年生までの自閉症やダウン症、発達障害などを持つお子さんが、放課

後や長期休暇に利用しています。公園遊びやダンス、おやつ作りや制作活動、「大好き」な

ことを大切に、発達のサポートをしています。 

<児童発達支援> 

発達や言葉が気になる 0歳～就学前までのお子さんを対象に、一人一人の特性や発達段階に

合った療育を行っています。他事業所のお友だちや、放課後等デイサービスのお兄さんお姉

さんとの遊びも楽しみながら、一緒に就学に向けて必要な力を育んでいます。 

30年度４月から、児童も障害の重軽度によって区分１・区分２で判定されるようになりまし

た。成人とは異なり区分１が重度・区分２が軽度となります。利用児童の区分割合によって

報酬が変わり、４月当初は区分２と判定されましたが、10月から区分１と判定された児童が

50％を越え、報酬があがる結果となりました。31年度も継続です。 

また、放課後等デイサービスの事業所が増えた一方で、児童発達支援事業所はまだまだ少な

く、児童発達支援への問い合わせも多くありました。幼稚園や保育園後に利用したいという

相談も多くなり、幼稚園や保育園では難しい個別的な療育を保護者の方から求められるよう

になりました。一人ひとりの力・得意分野を活かせる遊びを考え、夢中になる時間を大切に

しながら発達を促せるよう支援しました。また遊具はもちろん、縁石や棚などあらゆるとこ

ろに登ろうと試みる子どもたちのためにわくわくの壁にボルダリングを付けました。未就学

児も高校生もみんな夢中で登り、一番上につけられた音楽が鳴るボタンを押そうと頑張って

います。 

放課後等デイサービスの事業所が増えていくなかで、質の向上が一層求められるようになり

ました。以前はたくさんいた待機児童が現在は減って、利用件数も減少傾向です。わくわく

の良さを出し、多くの方に知ってもらえるような取り組みも必要だと感じています。今後も

障害の重軽度に関わらず、ご家族や子どもたちの「困った」に手助けができる事業所であり

たいと思います。一人ひとりの得意分野が活かせるような活動を考え「自分で出来た」とい

う喜びを感じて、子どももご家族も笑顔で帰れる場所･支援をしていきたいです。 
 

＜わくわく＞ 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

<放課後等デイサービス> 利用者数(人） 559 401 385 

件数（件） 2,529 2,096 2,193 

<児童発達支援> 利用者数(人） 69 85     96 

件数（件） 505 551 542 

 

 

 

  

大好きな水遊びで 

飛びっきりの笑顔！ 

天気の良い日はお散歩に 

製作、感触遊び ボルダリングに挑戦 
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②放課後等デイサービス・児童発達支援（重症心身障害児対応）るんるん 

                      （くすくす奥側、定員 5名） 

31年度重心の「るんるん」は満 6才になります。現状はほぼ満員の状態で、問い合わせがあ 

る場合「にこにこ」と相談しながら利用を受け付けています。以前よりも利用する子どもの 

お母様が働かれるようになり、「障がいをもった子どもがいても社会参加したい。そのために 

放課後等デイサービスがあり助けられている。」という言葉をいただきます。保護者の方が色 

々な理由で安心して預けられるよう、制度外の時間も対応できる支援も行っています。 

 1 年を通して園芸活動に力を入れてきました｡くすくす裏には大きな日当たりの良いウッドデ

ッキがあるので、チューリップやジャガイモ、サツマイモなどを植えて収穫をしました。 

植物がどのようにして育つのかを観察し、調理して食べました。球根は大切に保管し、昨年の

冬に植え、3 月に綺麗な花を咲かせました。土いじりが大好きな子どもたちも、夢中になって

活動しました。また、朝から利用する日には、個々にリハビリを頑張りました。立位や歩行、

トイレトレーニングなどペースに合わせて徐々に行っていき、ご家族とも話をしながら行ない

ました。 

また初の保護者会を行い、保護者さん同士の交流があり日々のるんるんでの様子がわかり喜ば

れていました。これからも開催してほしいとの声が多かったです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ＜るんるん＞ 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

放課後等デイサービス 

(就学児 7歳～18歳) 

利用者数（人） 170 193 180 

件数（件） 1,207 1,305 1,241 

児童発達支援 

(未就学児 0歳～6歳) 

利用者数（人） 12 0 0 

件数（件） 180 0 0 

エイ!スイカ割り プールは夢中になりました！ 紅葉、きれいだったね♪ 

朝の会で一人ひとりお話します トントン カレーの調理 楽器で遊んで にっこり♪ 
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③放課後等デイサービス・児童発達支援（重症心身障害児対応）にこにこ 

              （事務所隣りいきいきハウス 1階、定員 5名） 

放課後等デイサービス・児童発達支援「にこにこ」は、「るんるん」の 2っ目の事業所とし

て平成 28年 2月にオープンし、3才になりました。迅速かつ丁寧に対応し、それぞれの家

庭に寄り添いながら安心して預けられると思ってもらえるよう、関係作りをしていきたい

と思います。そして、るんるんと協力し、何でも相談できる、子ども達の笑顔と笑い声の

絶えない場所をつくっていきたいと思います。 

30 年度当初、12 名の元気な子ども達でスタートしましたが、新たに 3 名増えて 15 名の契

約者となりました。清水区への送迎や常時酸素を使用している利用者も増え、その都度ケ

アの確認をしながら、その子の性格や手や腕の動かせる範囲等を探りながら、他のお友達、

スタッフと楽しく遊べるよう工夫をこらしてきました。個々での活動は、季節を感じられ

る工作やふれあい体操、バランスボール遊び等、集団活動はパラバルーンやフラワーセレ

ブレーション、ボーリング等、同じ活動にならないよう、確認しながらまんべんなく遊べ

るよう工夫してきました。天気のいい日には散歩に出かけたり、水浴活動や季節の行事(ク

リスマス会や進級できるかなの会)も 1年を通して行ってきました。今年もたくさんご家族

からの悩み事や困り事、進路についての相談がありました。発達支援センターを利用する

か悩んでいたご家族もあり、利用者・家族の気持ちやメリット・デメリットを話し合い、

にこにこと併用しながら利用していくことになりました。慣れた事業所を離れ、他の事業

所に移る事への不安や心配等もありましたが無事に利用を開始しています。今後も多様化

するニーズ、変わる制度にアンテナを高くしながら、より良い支援を提供できるようにし

ていきたいと思います。 

 ＜にこにこ＞ 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

放課後等デイサービス 

(就学児 7歳～18歳) 

利用者数（人） 93 95 107 

件数（件） 574 663 848 

児童発達支援 

(未就学児 0歳～6歳) 

利用者数（人） 27 36 36 

件数（件） 244 431 293 

 

 

  

きれいな桜!大好き 電車ごっこ 出発! カラフルパラバルーン楽しいな! 

お散歩に出発 積み木でにこにこ作ったよ 脚浴 いい気持ち! 
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④児童発達支援 「のびっこハウス」   (喜楽庭裏玄関口１階、定員 10名） 

０歳から小学校就学前の、知的障がいをもったお子さんが通います。 

それぞれのお子さんの発達に合わせて、遊びの中で身体を作り、基本的な生活習慣を獲得 

できるよう支援しています。建物内に託児ルーム「エンジェルハウス」や、高齢者デイサ 

ービスもあるので、「みんなといるのが楽しいな」、「お友達と一緒にやってみたいな」等、 

色々な人と触れ合い、交流しながら、楽しくのびのびと過ごしています。   

29年 9月に知的障害児児童発達支援(未就学児)の施設として開所し１年半が経ちました。 

とくに宣伝をしたわけではありませんが、少しずつ利用者が増え、4月当初 7名の契約 

者が年度末には 15名になり、一日に 8人前後の利用となり、賑やかに過ごしました。高 

齢さんとの帰りの会や体操にも喜んで参加したり、エンジェルハウスと一緒に活動したり 

と、関わりを持ちながら活動してきました。楽しい活動を通して、どの子も人が好き一緒 

が嬉しい､の気持ちを感じてくれたのではないかと思います。3月には初めての参観保護者 

会を開催しました。子ども達の劇遊びを見ていただいたり、保護者同士で意見交換会をし 

ました。「日々楽しく過ごしているのがわかった」、「苦しい･大変なのは自分達だけではな 

いと分かった」「今までママ友がいなかったのでこういう機会が嬉しい」など皆さんに喜 

んでいたたき本当に良かったです。これからも保護者会を引き続き行い、親御さん同士の 

つながりも出来たらいいなと思います。 

 

＜のびっこハウス＞ 平成 28年 
平成 29年 

(7 ｹ月) 
平成 30年 

利用者数（人） - 37 131 

件数（件） - 403 1,465 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

初開催！ のびっこ保護者会 保護者間の情報交換の時間も充実していました 

大好きな喜楽庭の利用者さんと お友達、だーい好き！ 公園で仲良く遊びます 
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⑤居宅訪問型児童発達支援 「るんるん」 ＊31年度より「のびっこハウス」に改名 

居宅訪問型児童発達支援は０歳から１８歳までの外出が困難な重度の障害のある障がい児

や医療的ケア児などのご自宅に訪問して、遊びや活動を通して日常生活に必要な動作や知識

などを支援し、生活能力が向上するように療育をします。 

30年 9月 1日より外出が困難な重症児のお宅を訪問して療育をする、居宅訪問型児童発達支

援をスタートしました。 

今年度は県立こども病院や、あおぞら診療所、相談支援事業所、保健所、特別支援学校など

に出向き、ご挨拶をし、新制度の紹介をさせていただきました。2 月には地域生活支援ネッ

トワークまいむまいむさんより、対象となる児童を紹介していただき、お宅に訪問させてい

ただきました。対象児は、24時間呼吸器をつけていて、一日中医療を必要としており、ご家

族は寝る間もなく介護している大変な状況が分かりました。 

親御さんからも御希望がありましたので、来年度利用していく予定です。親御さんのニーズ

をお聞きし、個に寄り添った支援が出来るようにしていきたいと思います。これからも福祉、

医療、教育に携わる他機関に出向き、周知活動に励んでいきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(平成 31年度から居宅訪問型児童発達支援事業所がのびっこハウスに改名しました) 

 

<居宅訪問型児童発達支援> 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

利用者数（人） - - 0 

件数（件） - - 0 

 

 

 ご自宅に訪問して、 

遊びの時間を提供します 

「居宅訪問型児童発達支援るんるん」ちらし 
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（５） 本事業（助け合い事業） 

①家事支援･介護全般訪問 

本事業は、活き生きネットワークの前身である「働く母の会」から変わらず、困った時に 

伺います！の考えの元にある、ヘルパー派遣です。家事のお手伝いやベビーシッター、一 

緒にお墓参りに行ってほしい、一緒に片付けをしてほしいなど、さまざまなご依頼に対応 

します。  

    

30年度はドリーム会員さんが 415人となりました。年々様々の困っている方の契約は増えて 

いますが、小さなお子さんをお持ちのご家庭が多くありました。本事業では提供しきれない 

ことも、緊急サポートやエンジェルハウス、虹いろ、自立支援や訪問介護と連携しているこ 

とで、利用者さんの要望に応える事ができました。 

他のスタッフと協力し合い、適材適所に加え、各利用者さんのニーズに応える、ということ 

がこれで正解なのか、他に提案できることがあるのかを常に考えながらコーディネートして 

きました。清水区や蒲原地区なども問い合わせがあり、今後はこれらの地区のヘルパーさん 

も確保して依頼に備えていきたいと思います。 

来年度も、今までにない支援の要望が出てくるかもしれませんが、色々な可能性を模索して 

いきたいと思います。 

 

<家事支援・介護全般訪問> 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

利用者数（人） 754 926 908 

件数（件） 4,130 4,083 4,081 

 

<会員数> 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

ドリーム会員（人） 370 383 415 

 

家事支援＆ベビーシッター 留守宅の猫のお世話や掃除 
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②託児ルーム（0歳～12歳対応の託児ルーム）「エンジェルハウス」(喜楽庭内、定員６名) 

エンジェルハウスは、0歳から小学生までのお子様をお預かりする託児ルームです。ご家 

族の用事、ご兄弟の行事のとき、親御さんのリフレッシュなどの時の「一時預かり」と、 

月に 15日から平日に定期的にお預かりする「月決め」があります。小さな託児ルームですが、

高齢者さんや障がい者さんなど色々な方と関わりがあり、家庭的に過ごしています。急な用

事や、幼稚園に行く前段階としてなど、色々な預かりに対応しています。 

29年度後期から定員数が 6名になり､30年度は定員 6名での一年間になりました。月決め 

の利用者が少なくなり、一時預かりの割合が増えています。静岡市でも小規模保育所が増え、

待機児童減少、少人数保育もしている、ということで月決めの人数が減っていると思われ 

ます。人数が少ないからこそ今年度は春には生活介護・のびっこハウスなど児童発達支援 

と一緒に動物園遠足、夏には喜楽庭合同夏まつりや、流しそうめん、冬はクリスマス会や 

節分など、色々な部署の方々と関わりが持てたと思います。3月に引っ越されたエンジェ 

ルとのびっこハウスを長きに渡り利用された方から、こういう多機能で利用できる所があ 

り本当に助かりました、と感謝のお言葉を頂きました。規模はこれからもっと少なくなっ 

ていくと思われますが、家族の困った時に寄り添い、色々な方との関わりなどエンジェル 

ハウスの良さを大事にしていきたいと思います。 

 

＜エンジェルハウス＞ 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

利用者(人) 

月決め保育 95 54 40 

一時預かり 128 68 116 

計 223 122 156 

件数（件) 

月決め保育 1,268 683 545 

一時預かり 263 136 241 

計 1,531 819 786 

                      ※H29年下半期から定員 6名に変更(定員 15名から) 

 

 

 
 

  

 

防火訓練を見学 消防車かっこいいな！ 

「赤ちゃんかわいい」気分はお兄さん のびっこのお友達と交流 高齢者さんと一緒に流しそうめん 

お姉さんとしっかり手をつないで♪ 
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③リフォーム・清掃部    

 高齢者・障がい者の世帯で、介護保険サービスや障がい福祉サービスの対象にならない困 

りごと、どこに頼めば良いのか分からない、困っている方へ一人ひとり対応していきたいと 

思います。 

30年度は不用品の処分や片付け、高齢者宅の草刈り・高所作業など、生活の困りごとに 

対応させていただきました。障害者施設からの連絡で､清掃員がいなくなってしまい定期 

清掃をお願いできないかと相談がありました。本事業と協同して一定期間清掃にあたり 

ました。 

団体会員へ登録をされましたので、何かあった時にはお手伝いをする事になりました。 

これから定期清掃員の体制見直しをおこない、より良いサービスが提供出来るように整 

備しています。 

       

＜リフォーム＞ 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

利用者

数（件) 

清掃部門 110 123 122 

工事部門 21 30 20 

 

 

 

 

 

 

  

つばさ静岡の清掃隊です。気持ち良く過ごせるように、丁寧にお掃除を頑張っています 

手すりの取付け 雑草取りも おまかせください！ 
就労支援にもなっています 
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④みんなの居場所＆こども食堂「もぐもぐキッチン」     

小さなお子さま、お年寄りのかた、ご家族連れ、どなたでも・・・みなさまのお家のような

憩いの場としてご利用いただけます。食事を通じて、“ほっとする居場所”を提供しています。 

もぐもぐキッチンでは、たくさんの方がご支援くださっています。 

野菜の提供してくださる方、お魚を提供してくださる方、山菜を採ってきてくださる方、ボ

ランティアとしてキッチンを手伝ってくださる方、それぞれの方々に感謝で一杯です。 

今では常連になっている方も何名かいらっしゃいます。食事の提供を通して会話の中から悩

み事、相談を受ける事もありました。スタッフの笑顔に心が安らぐとおっしゃって頂き、と

ても嬉しくなりました。団体のお客様も予約を入れて来店して下さいます。 

それぞれの方々の居場所として継続していけるようスタッフ一同笑顔でお待ちしています。 

 

＜もぐもぐキッチン＞ 
平成 28年 

(2 ｹ月) 
平成 29年 平成 30年 

利用者(人) 986 5,163 5,667 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日替わり定食  美味しいよ！ 

いつも笑顔で お待ちしています♪ お年寄り、お子さま、どなたでも地域みんなの居場所に 

みなさん揃ってランチ ママ友達とランチ 

焼きカレー               ミートスパ              お子さまランチ 
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⑤福祉有償運送 

公共交通機関を利用できない、活き生きネットワークの会員で、市へと登録をした高齢者 

(介護認定を受けている方)・障がい児・者(手帳保有者)を対象に、ドア・ツー・ドアの運 

送をおこなっています。 

活き生きネットワークは、福祉移動サービスネット静岡へ属しています。幹事会では、東部・中

部・西部の団体と、最新の情報・これからの有償運送の在り方など、話し合いを行っています。

最近では、静岡県も介護タクシーや公共交通機関のサービスが向上してきています。県内でも

色々な事情で福祉有償運送を辞める事業所が増えて来ています。 

移送サービスネット静岡にて毎年おこなう、現任者講習会へも参加をしています｡普段の移送を

振り返り自分の長所短所･危険な場所･運転･注意点など、より一層の安全運転を心がけるように

と指導されています。 

30年度は、日本財団から頂いた三菱トッポ BJが古くなり、度重なる不調・修理等がある為、廃

車の手続きをおこないました。同タイプのスズキエブリーワゴンを購入し、登録入れ替えを行い

運送に使用しています。 

 

＜福祉有償運送＞ 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

会員登録者数（人） 48 52 52 

運転協力者数（人） 23 22 25 

車両数(台) 6 6 6 

 

運送目的別 

人数（人) 

通 院(人) 153 138 159 

通 学(人) 163 121 102 

その他(人) 389 369 314 

合 計(人) 705 628 575 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

病院に移送します 授産所へ行ってきます！ 有償運送を利用して移動支援へ♪ 
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(６）委託事業         

①静岡市緊急サポートセンター事業 

（静岡市子ども未来局子ども未来課）       

子どもが病気で保育園には預けられないけど、仕事は休めない、急な残業で保育園のお迎

えやその後のお世話ができない、などの働くママの困った！をサポートするため、まかせ

て会員をコーディネートしてママの代わりにお手伝いします。 

30年度新しく会員になった方は、おねがい会員 163名、まかせて会員 5人でした。会員数

合計は 1,673名となり、会員総数は増加しています。緊急ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰの要である、まかせて

会員の減少があり残念でしたが、今まであまりサポート活動をしていなかった方が積極的

に活動するようになり、嬉しいこともありました。新規のまかせて会員募集のための研修

会では、興味をもって参加してくださった方もいましたが、子育て中の母親にも参加を呼

びかけた結果、子育てや病気のことを学びたいと参加する若いママもいました。 

サポート活動については、依頼総件数 343 件（ｻﾎﾟｰﾄ確定後のｷｬﾝｾﾙを含む）すべてにまか

せて会員の調整でき、おねがい会員の希望に応えることができました。ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの流行が

集中したり、深夜預かりもあり、まかせて会員には大活躍していただき感謝しています。 

交流会は 2 月 3 月と連続して開催し、昨年度より 1 回増やしたため、子育て家庭に周知で

きる機会も増え、また参加することで当事業への安心感をもってもらうことができたよう

に思います。30年度交流会への参加者は 100人を超えました。 

また、会員さんに緊急ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業と子育てや病気の看護についての情報を発信する「会

員の手引き」を全面改訂しました。緊急ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業が始まって 10年以上が経ちますが、

変わらない理念を大切にしつつ、現状に即した対応が必要なことを再確認しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜緊急サポートセンター＞ 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

おねがい会員（人） 1,428 1,448 1,477 

まかせて会員（人） 209 212 196 

計（人） 1,637 1,660 1,673 

サポート実件数（人） 310 277 274 

研修会での手洗い実習 
6/13～6/23 緊急ｻﾎﾟ支援ｽﾀｯﾌ研修会 

(全 6回、延べ 80名) 
交流会、お話会、ゲームと楽しかったです！ 



22 

 

②静岡市清水病児・病後児保育室「虹いろ」 

（静岡市子ども未来局こども園課） 定員 3名(緊急時 4名迄)  

静岡市から委託を受け、清水区天神にて運営しています。お子さんが病中または病気回復 

期であり、保護者が就労等の理由で保育が必要になった場合に、お子さんをお預かりして 

必要な看護や保育を行っています。 

病状が心配な時は、適宜連絡を行い報告しています。保護者様の代わりにお子さんを看る 

緊張感を持ちつつ、安心感と温かい雰囲気を大事にして日々過ごしています。お子さんの 

病状に合わせて休息や遊びをとることで、元気な日常へ戻れるよう心掛けています。 

毎年利用件数が増加してきましたが、今回初めて昨年度より減少しました。予約待を含め 791

件の申し込みのなか、346 件のキャンセル等がありました。キャンセルの理由は、子どもの体

調回復、家族で仕事の休みの調整ができた、インフルエンザ等の感染症に保護者も罹患し、仕

事を休むことになった、などです。また減少理由としては、感染症の流行が夏、冬ともに長期

間に及ばなかったことが考えられます。 

利用する子どもたちは、病気の急性期には自宅で保護者に看病され、回復期になってから来室

することが多かったので、預かり中に重症化や急変の心配を感じることが少なく保育できまし

た。子どもさんや保護者とは、一日あるいは数日間の関わりですが、安心して預けていただけ

るよう信頼関係を築く努力を続けていきます。  

＜虹いろ＞ 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

利用者(人) 195 230 211 

件数(件) 376 447 389 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 保育室でおくつろぎの様子 早く良くなるといいね 
兄弟のように遊びます(元気が出てきたら) 

サングラス 作ったよ～ イェイ♪ 栄養補給におやつタイム 走るよ走るよ！ 
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③平成 30 年度介護分野就業促進事業「介護職の魅力発見ツアー」 

（静岡県健康福祉部介護保険課介護人材班） 

昨年に引き続き、県介護保険課との委託契約で、「介護職の魅力発見ツアー」として県下

3地区 6市で全 24回、開催しました。介護分野の現場の様子に触れて魅力を感じていた

だき、人材の確保を図る事業です。 

介護分野の人材確保のため県の緊急事業として 11 月から 3 月まで 4 ｹ月間で 24 回開催し

348 名(1 回当たり 15 名)が参加されました。案内ちらしをﾊﾛｰﾜｰｸ、就労支援等に加え、学

校･公民館･市民活動ｾﾝﾀｰ等にもご協力いただき、全 274 ｹ所･145 千枚を配布しました。ま

た、就職を検討していない一般向けにも新聞広告(5回)、新聞折り込み(9万部)等の広報活

動を進めました。9:30～15:30(7 時間)のプログラムで、講座は現場担当者(通所･訪問)等

から仕事のやりがいや困ったこと等について、午後の施設見学(県優良介護事業所)では、

利用者さんの昼食試食会、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ体験、身体介護模擬体験等で、介護職の魅力を判り易

いようにお伝えしました。参加者からは、「他職種からの転職者も多く、介護職の魅力が分

かった」等の声を頂きました。参加者ｱﾝｹｰﾄ集計では、参考になった 97%、介護職に魅力を

感じた 90％、介護職に就きたい 57%等との声をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護現場ってどんなとこ?（清水テレサ） 講座のようす（静岡あざれあ）   

見学施設集合写真(浜松南風) 

施設見学先で（清水白扇閣） 

昼食試食(沼津あしたかホーム) 

身体介護模擬(車イス体験) 

身体介護模擬(体位変換体験) 

募集チラシ(第 2期中部版) 
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（７）賃金制度の整備･能力向上支援 

① 賃金制度の整備 

28 年度に認定 NPO 法人の認定を機に、各労務規程を整備してまいりました。30 年度は人事

考課規程・人事評価シート等を定め、職務内容、基本的能力、技能・技術・適正を把握し、

適切な処遇を行う基盤を整えました。 

人事考課により定期的に昇給を判定する仕組みを整備したこと、また 29 年度に賃金規程を

整備し職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系を整えたことで、30年 4月より処

遇改善加算を加算Ⅲから加算Ⅰに変更することができました。 

これからも職員一人ひとりの働きがいのある客観的な評価を行うにあたり、外部の委員さん

等の助言をいただきながら各労務規程、評価シート等をブラッシュアップしていきます。 
 

② いきいき研修会 

いきいき研修会を年 11回開催、延べ 389名(1回当たり 35名)が参加しました。  

  4/27 介護保険制度改正に向けた動き (代表理事･各部門、参加 41名) 

年度初めにあたり大切にしたい思い、これからの活動のありようについて、 

各部門から発表し活動計画と約束事について共有化しました。 

  5/18 私たちを取り巻く変化と役割～地域の支え合い(天野一さん、42名) 

核家族化の進行や、コミュニティの希薄化等により、これまで支えてきた 

相互扶助体制が弱体化し、地域の支え合いのネットワークをつくる役割に 

ついて解説した頂き、これからの社会や活動に対する理解を深めました。 

  6/29 運動発達から見る腰痛予防(山内一之さん、37名)  

介護職の 90%が腰痛・肩こりを経験しています。成長段階に合わせ腰痛･肩 

こりの簡単な予防方法を学びました。 

  7/27 部門別事例検討会～6 ｸﾞﾙｰﾌﾟ(代表・6 ｸﾞﾙｰﾌﾟ部門、47名)  

高齢者・障がい者・子育て部門別の各部門グループに分かれ、困難事例･ヒ 

ヤリハット事例等を持ち寄り、再発防止のために確認し合いました。 

  8/31 ビジネスコミュニケーション習得編(小野寺郷子さん、33名) 

コミュニケーションのとらえ方のパターンを知り、自分のくせと課題解決 

の方法についてのヒントから、コミュニケーションマナーを学びました。 

  9/29 ココロをほぐすつながり遊びスキル（大川美佐子さん、30名)  

大人も子供も、身体と心をほぐしてコミュニケーションが豊かになるレク 

リエーション方法について模擬で、実践的に教えていただきました。 

 10/26 緊急搬送法･救急法 (千代田消防署城東出張所望月伯夫さん、28名) 

緊急時･災害発生時の移動困難者の緊急搬送方法、傷病を身近な物で避難する 

方法などについて、消防隊員から体験的に学びました。 

 11/30 NPO認証 20周年記念ｲﾍﾞﾝﾄについて(代表理事、39名)  

H31年１月 27日「発足 35周年･NPO認証 20周年記念ｲﾍﾞﾝﾄ」の式典･ﾊﾟｰﾌｫｰﾏﾝｽ･

活動紹介展示･ﾊﾞｻﾞｰ･記念講演、ﾄｰｸ＆ｺﾝｻｰﾄ等の進行･役割分担等について意見

交換しました。 
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 12/21 私と NPOの 20年 （日詰一幸さん、32名） 

NPO法が施行されて 20年の活動を振り返り、現在の社会課題･活動の視点等につ

いて解説いただき、これからの活動について考えました。 

  2/21 時代の変遷に合わせて私たちはどうするか? （天野 一さん、27名） 

静岡県の高齢者介護・障害者関連の時代の変遷に合わせて、私たちはどうすべ

きなのか? 私たちの役割･活動のありよう等について理解を深めました。 

  3/22 食べ物で身体の不調を治す方法 （石部晃子さん、33名） 

食べ物と体質との相性等について自己診断して、高脂血症･ｽﾄﾚｽ･冷え症･胃腸虚

弱等、自分に合った健康的な食生活改善の参考としました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 資格取得の推進支援、外部の業務研修の参加 

福祉介護の実践的な知識と技術を習得するため、団体として支援を行い 32 名が以下の   

資格を取得しました。他団体への体験型研修制度も始めました。 

 <資格取得、業務研修の状況> 

☆介護従事者初任者研修 4名     ☆たん吸引基本研修 1名 

☆実務者研修 1名          ☆児童発達支援管理責任者研修 1名    

☆介護福祉士 2名          ☆移送サービス運転協力者講習 2名 

☆福祉有償運送協力者現任研修 20名  ☆同行援護従事者養成研修 1名 

<他団体への体験型研修の状況> 

協力研修先 ㈱LC ｳｪﾙﾈｽ ここ倶楽部 2名(森藤 4/25、加藤 4/27)   

高齢者認知症の予防効果･リハビリ効果が得られる、遊びとリハビリが組み合わさった

「遊びリテーション」等を体験し、デイサービスの活動等に活かしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/27介護保険制度改正に向けた 

動きについて(ｱｲｾﾙ 21) 

7/27 部門別事例検討会(6 ｸﾞﾙｰﾌﾟ) 

4/27 体験型研修のようす 4/25体験型研修のようす 

6/29運動発達から見る腰痛予防 

(山内一之さん) 
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④ 安全衛生委員会･自衛消防活動 

労働安全衛生法に基づき、職員の安全と健康を確保し快適な職場環境を作ることを目的とした

委員会で、毎月定例開催しています。委員会は 7名構成(産業医、衛生管理者 2名)です。 

30年度は案件に応じて各担当者に参加していただき、意見交換･情報交換をしました。 

また、産業医さんによる現場の巡回で、個別の様々な相談等に応じていただきました。健康診

断では特に大きな問題がある職員はいませんでした。 

またメンタル面に不安のある職員の状況について情報交換・意見交換を進めています。 

<安全衛生委員会の開催状況(13回)>  

  4/16  自衛消防訓練について 

  5/21  人事考課自己評価ｼｰﾄについて 

  6/18  熱中症予防について 

  7/23  健康診断実施予定について 

  8/20  職員の人事異動について、車両管理者について  

  9/10  職員の勤務状況等について 

 10/15  台風 24号被害対応について  

 10/22  職員の勤務状況等について(拡大安全衛生委員会) 

 11/19  健康診断実施状況について 

 12/17  成人部壁補修について、ﾄｯﾎﾟ BJ廃車の車両入替について 

  1/21  健康診断実施状況について 

  2/18  人事異動に伴う案件について 

  3/18    人事異動に伴う案件について 

<自衛消防活動> 

4月 5日に防火管理者選任変更届けを行い、施設ごとの防火管 

理者体制での自衛消防訓練を行いました(4/11、9/5)。災害時 

どう協力して被害を最小化するかの問題、また全体の協力体制 

を防災マニュアルを改訂し周知を進めています。 

職員 2名による第 6分団の消防団活動も活発化しており、自衛 

消防活動に役立てています 

 

⑤ 外部の委員会、研修会等への参加、講師の派遣 
地域の NPO・福祉関連団体等が開催する委員会･研修等に参加し、情報交換･意見交換を行い

ました。 

<外部の委員会･研修会>  

☆福祉移動ｻｰﾋﾞｽﾈｯﾄ静岡幹事会          ☆認知症介護基礎研修     

☆静岡市子育て支援団体連絡会       ☆静岡市障害者福祉団体連絡会 

☆自主防災組織訓練研修           ☆福祉･医療･教育の多職種連携勉強会 

☆静岡県男女共同参画推進会議専門部会      ☆静岡市放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ連絡協議会 

☆城東地域ﾈｯﾄﾜｰｸ事例検討会           ☆静岡県ﾌｧﾐｻﾎﾟｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ講習会 

☆静岡市障害者施策推進協議会           ☆静岡市子ども未来課･ﾌｧﾐｻﾎﾟ･緊ｻﾎﾟ会議 

☆静岡県男女共同参画推進会議全体会    ☆県立大学地域･産学推進教室講師 

9/5 自衛消防訓練のようす 

(一時避難、参加 78名) 

安全衛生委員会 
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☆安全運転管理者講習会                 ☆重心児対応介護従事者養成研修 

☆認知症最新情報研修会                 ☆手をつなぐ育成会自閉症勉強会 

☆静岡市自立支援協議会          ☆静岡市社会福祉協議会評議員会 

☆番町市民活動ｾﾝﾀｰ運営委員会       ☆番町市民活動ｾﾝﾀｰ入居団体審査会 

☆静岡県公益法人認定等審議会       ☆静岡県肢体不自由児協会理事会 

☆静岡県ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ協会理事会 

 

 

（８）交流行事・会議の開催、情報発信活動 

①発足 35 周年・ＮＰＯ認証 20周年記念イベント 

平成 31年 1月 27日に発足 35周年・NPO認証 20周年記念式典と記念講演＆コンサートを開

催しました。式典ではご来賓、関連団体さんや多くの支援者に囲まれ、代表挨拶、記念 DVD

上映では一同感激して涙する人もいました。ご来賓のお祝辞ではたくさんの暖かいメッセー

ジをいただきました。 

引き続き「ふれあいフェスティバル」で、人形劇･大しゃぼん玉のパフォーマンス、パン・

クッキー･お弁当等の販売を関連団体さんが行ってくださいました。また別室でもお抹茶コ

ーナーを役員さんが仕切ってくれました。部門別活動紹介を行いパネルコーナー等で活動の

ようすを展示しました。 午後は、吹浦忠正さんによる「東京五輪物語」講演、鈴木啓資さ

ん＆白石彩音さん、森圭一郎さんによるトーク＆コンサートで、会場が温かな雰囲気に包ま

れました。前日の準備から、多くの方々のご協力をもちまして、笑顔一杯の感謝の会となり

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演会「東京五輪物語 

(吹浦忠正さん)」 

森圭一郎さんﾄｰｸ＆ｺﾝｻｰﾄ 

記念講演×コンサート(大ホール) 

鈴木啓資さん&白石彩音さんﾃﾞｭｵ 

記念イベントちらし 

記念式典(小ホール) 
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4/18 喜楽庭運営推進会議 

(喜楽庭、参加 10名) 

4/10 感謝状贈呈 

4/15 ﾜｰｶｰ親睦旅行(参加 56 名) 

②主催行事・交流親睦会・会議等の開催 

一年を通して地域行事の主催、施設ごとの行事があり、交流と親睦を深めました。  

定例会議として、理事会･連絡調整会議･事務局会議･部門ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ等で意見交換･情報共有･意思

決定等を進めました。 

  4/04    連絡調整会議 

  4/10    感謝状贈呈 (故塚本ハツヨ様(宮原様)) 

  4/12    事務局会議 

  4/15  ﾜｰｶｰ日帰りﾊﾞｽ旅行(三島ｽｶｲｳｫｰｸ～桜家～小田原城) 
  4/18  喜楽庭運営推進会議(喜楽庭、参加者 10名) 

  4/21    感謝状贈呈（(有)イチフジ様） 

  4/21  理事会(いきいき研修室、出席 30名)  

  5/16    連絡調整会議 

  5/16    事務局会議 

  5/27  理事会・通常総会（県教育会館、31名） 

  6/01    新役員任期開始日 

  6/06  連絡調整会議  

  6/10  第 18回交流運動会（ｼｽﾞｳｪﾙ体育館、参加 126名） 

  6/14    連絡調整会議 

  6/13～21緊急ｻﾎﾟ支援ｽﾀｯﾌ研修会（ｱｲｾﾙ他、全 6回 80名） 

  6/21    役員変更登記、資産変更登記(法務局) 

  6/28  理事会(ｱｲｾﾙ 21、出席 17名)  

  6/30    静岡市に平成 29年度事業報告書を提出 

  7/01    るんるん・にこにこ保護者会(くすくす、参加 51名) 

  7/06    事務局会議  

  7/11  連絡調整会議  

  7/14  HappySummer寄合日（喜楽庭、参加 61名） 

  7/21    理事会(いきいき研修室、出席 21名)  

  8/02    喜楽庭合同夏祭り 

  8/03    くすくす夏祭り 

  8/30    理事会(ｱｲｾﾙ 21、出席 17名)  

  9/01  居宅訪問型児童発達支援(るんるん)開所 

  9/12    事務局会議 

  9/15    喜楽庭まつり&フリーマーケット 

  9/22    理事会(いきいき研修室、出席 6名)  

 10/06  緊急ｻﾎﾟ出張登録＆交流会（ｱｲｾﾙ、参加 43名） 

 10/10  喜楽庭地域密着運営推進会議(喜楽庭、参加 8名） 

 10/23～31緊急ｻﾎﾟ支援ｽﾀｯﾌ研修会（ｱｲｾﾙ、全 6回参加 60名） 

 10/25  理事会(喜楽庭、出席 14名) 

 11/17   緊急ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ出張登録会（虹いろ、7名） 

5/27 通常総会(教育会館、31 名) 

6/10交流運動会(ｼｽﾞｳｪﾙ、参加 126名) 
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 11/21  連絡調整会議  

 11/24  理事会（いきいき研修室、参加 24名)  

 12/20    理事会（喜楽庭、参加 20名) 

 12/21    喜楽庭クリスマス会 

 12/23  クリスマス＆忘年会(Tembooo、参加 130名) 

  1/04    初詣、事務局会議 

  1/10    連絡調整会議 

  1/17    事務局会議 

  1/19    理事会（いきいき研修室、参加 24名） 

  1/27    認証 20周年記念ｲﾍﾞﾝﾄ(あざれあ、ｺﾝｻｰﾄ約 280人) 

  2/01    豆まき(喜楽庭、くすくす) 

  2/07    事務局会議 

  2/09    緊急ｻﾎﾟ登録＆交流会(来てこ、登録 21名、交流会 12組) 

  2/16～17職員研修旅行(箱根～伊豆、42名) 

  2/20    連絡調整会議  

  2/28  理事会(喜楽庭、参加 20名) 

  3/01    喜楽庭ひなまつり 

  3/02    もちつき＆フリーマーケット(喜楽庭)    

  3/09    緊急ｻﾎﾟｰﾄ登録＆交流会(ｱｲｾﾙ 21、延べ 75名)  

  3/16    のびっこハウス保護者会(喜楽庭、9家族 32名) 

  3/30    予算総会・理事会(あざれあ、参加 30名) 

  3/30    懇親会(SIENA、参加 54名) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6/13～23 緊ｻﾎﾟ支援ｽﾀｯﾌ研修会(全 6回、延 80名) 

8/3 くすくす合同夏まつり 

1/4 初詣(事務局他) 

3/2 もちつき&ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ 

2/16～17職員研修旅行(箱根、伊豆) 

 

 

 

 

 

 

8/2 喜楽庭合同夏まつり 

7/1 重心保護者会(くすくす、参加 51名) 

12/23 ｸﾘｽﾏｽ&忘年会(Tembooo、参加 130名) 

2/1 豆まきの鬼役(喜楽庭、くすくす) 

 

 

 

 

 

 

9/15 喜楽庭まつり 
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③ ボランティア体験・実習生の受入れ対応 

「夏休み福祉体験(市社協)」は 30 名、小学生が喜楽庭で、中高校生がわくわく等で受け入れ

ました。葵小地域福祉体験では、4年生が自分達で考えた木遣･紙芝居等を披露したりして、利

用者さんと笑顔で交流しました。体験後のアンケートでは「有意義な体験となった｡利用者さ

んの笑顔に触れて楽しかった、また来たい」等の喜びの声も多くいただきました。英和女学院、

常葉短大、静岡北高生は、就労支援活動としての受け入れを行いました。また、シニアサポー

ターさんよるレク活動は利用者さんに喜ばれています。 

みんなの居場所＆子ども食堂もぐもぐキッチン、フリーマーケット等は、ボランティアさんの

ご協力で成り立っています。ご協力に感謝しています。 

<ボランティア体験・実習生の受入のようす(106名)> 

  5/21～6/2  常葉大学保育課実習生受入れ(わくわく 10名)   

  5/24      シニアサポーターいなせの会(喜楽庭、6名) 

  7/28～30   静岡北高ｷｬﾘｱﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ生(わくわく、6名) 

  7/20～8/30 夏休み福祉体験・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ(喜楽庭、ｴﾝｼﾞｪﾙ、わくわく、他、30名) 

(葵小 8 名、安西小 2 名、竜南小 4 名、千代田小 4 名、青島北中 2 名、英和中高 8 名、静岡東高 2 名他)  

  7/30、8/8    読み聞かせﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ(わくわく他、4名)   

  8/10～7日間 長野大学社会福祉学科(わくわく･るんるん、1名) 

  8/10～7日間 一般ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ(2名、わくわく･ｴﾝｼﾞｪﾙ) 

   8/06       常葉大学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ(わくわく、2名) 

   8/07       遠州連阿波おどり(喜楽庭、7名) 

   9/28       葵小 4年生地域福祉体験(喜楽庭、14名) 

  10/25       オカリナ演奏ボランティア(喜楽庭、2名) 

  10/26       葵小 4年生地域福祉体験(喜楽庭、13名)  

  12/10       オカリナ演奏ボランティア(喜楽庭、2名) 

  12/11       オカリナ演奏ボランティア(くすくす、2名)  他 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

葵小学校 4年生 地域福祉体験(喜楽庭) 5/21常葉大実習生 

夏休み福祉体験(中学生) 

ｼﾆｱｻﾎﾟｰﾀｰ(いなせの会) 

夏休み福祉体験(小学生) 
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④見学等の受入れ対応        

県・市町等の行政職員、関連団体、NPO等の希望に添い、視察・見学の受け入れを行いまし

た。団体・活動紹介では、ＶＴＲ、Ｑ＆Ａを交えながらの分かりやすい紹介に努めました。 

<見学等の受入れ対応>    

  4/19  静岡市保健福祉長寿局(3名) 

  5/11  静岡市子ども未来課(2名) 

  5/14    田形青果株式会社(2名)  

  7/18    訪問看護 静岡市介護保険課(2名) 

  7/24    静岡北高ｷｬﾘｱﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ担当教諭(3名) 

  8/08    静岡市障害者福祉課支援課(3名) 

 11/14  居宅訪問型児童発達支援事業所 Gift(3名) 

 11/21  東海大学教諭(7名) 

 その他、事業所ごとの見学等の受入れを随時行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 外部の交流イベントへの参加 

地域福祉の行事等に参加し、地域との交流・親睦を図りました。 

   <地域の交流イベント・研修会・会議の参加状況>     

  4/09 安東地区お花見会(城北公園) 

  7/04 かっぱ座招待観劇(市民文化会館、成人部 14名) 

  8/18  安東夏まつり出店(安東中ｸﾞﾗﾝﾄﾞ) 

  9/05  安東おしゃべりお月見会(安東小講堂、2名) 

  9/29  安東お月見会お手伝い(安東小、2名) 

 10/28  静岡市番町市民活動ｾﾝﾀｰ 9周年祭出展(ﾊﾔｼﾗｲｽ他) 

 11/17  中央特別支援学校大輪祭 

 11/21 市民ギャラリー作品展出展(～11/25、成人部)  

  1/15 葵小学校新年のつどい招待参加、他 

 

 

 

 

 

 

 

4/19 静岡市保健福祉長寿局視察(3名) 

8/18安東夏まつり出店(安東中) 10/28市番町市民活動ｾﾝﾀｰ 9周年祭出店 

5/14 田形青果さま見学(もぐもぐｷｯﾁﾝ) 
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⑥ 情報発信・広報活動      

☆「活き生きﾈｯﾄﾜｰｸ日々の出来事｣ﾌﾞﾛｸﾞを配信し、日々のようすを報告しました。 

☆ ほっと通信 No100～104の発行(5/1、6/25、8/25、10/25、1/20)。 

☆ 介護職の魅力発見ﾂｱｰで「再就職者の事例紹介ＤＶＤ」視聴で介護職の魅力を伝えました。 

☆ 緊急サポート機関誌「かけつけ TAI」を 2回発行（8/18、2/23）。  

☆ 記念冊子「出逢いに感謝」を作成。 

☆ 記念 DVD「出逢いに感謝」の完成。ｳｪﾌﾞｻｲﾄにｱｯﾌﾟしたり、視察･研修等で活用。 

 <情報発信・広報活動のようす> 

  4/16    静岡新聞朝刊「子ども食堂の事例報告(もぐもぐｷｯﾁﾝ)」 

  5/01  ほっと通信№100発行  

  6/26  ほっと通信№101発行 

  8/18  緊急ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ機関誌「かけつけ TAI夏号」発行 

  8/27    ほっと通信 No.102発行 

  9/18  FM-Hi!かみかわ陽子の RADIO SHAKE 放送(代表)  

 10/25  ほっと通信№103発行 

 11/03  介護職の魅力発見ﾂｱｰ広告(中部地区、静岡新聞ﾀﾌﾞﾛｲﾄﾞ版) 

 11/04  介護職の魅力発見ﾂｱｰ広告(東部・西部地区、静岡新聞ﾞ版) 

  1/21  ほっと通信№104発行 

  1/05  FM-Hi収録（代表） 

  1/21    介護職の魅力発見ツアー第 3期チラシ配布 

  1/27    発足 35周年･NPO法人認証 20周年記念冊子、記念 DVD発行 

  2/01    緊急ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ会員の手引き改訂発行 

  2/20    静岡新聞朝刊「介護職の魅力発見ツアー」 

  2/06    緊急ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ機関誌「かけつけ TAI冬号」発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/16 静岡新聞朝刊「子ども食堂の事例」 

ほっと通信年 5 回発行(750 部/回) 

 

 

 

 

1/27 記念冊子「出逢いに感謝!」 

9/18 かみかわ陽子の RADIO SHAKE収録(代表) 

介護職の魅力発見ツアー第 3 期ちらし 

2/20 静岡朝刊介護の魅力発見ﾂｱｰ 

  

2/１緊急ｻﾎﾞﾟｰﾄｾﾝﾀｰ会員の手引き 2/6 かけつけ TAI 

 

  



　（１）組織図

　　私達は、高齢者・障害者・乳幼児など、あらゆる方々が活き生きと生活するための
　　ネットワークづくりをしています。スタッフは、自分らしく生きる活動として参加しています。
　　現在、20代～80代の有資格者や障がいのある方等、いろいろな人がその人らしい働き方をしています。

　　（２）会員数･利用者数

 　　①会員数・寄附者 ※重複集計

（人） 28年度 29年度 30年度
会員 正会員 50 50 51

　賛助 ドリーム会員 370 383 415
　会員 ワーカー会員 125 112 112
　計 545 545 578

  寄附者 180 178 162

　　 ②利用人数 ※重複集計

（人） 28年度 29年度 30年度
利用人数 　介護保険計 1,456 1,365 1,385

居宅 734 641 618
訪問 449 428 391
通所(認知症･地域密着型) 273 263 253

0 33 123
　総合・地域・児童 1,961 1,828 1,938

居宅・同行 429 422 428
移動支援 399 386 395
生活介護 203 173 180
児童（知的） 628 523 612
児童（重心） 302 324 323

2,799 6,992 7,448
754 926 908

託児ﾙｰﾑ 223 122 156
ﾘﾌｫｰﾑ･清掃部 131 153 142
もぐもぐｷｯﾁﾝ 986 5,163 5,667
福祉有償運送 705 628 575

　計 6,216 10,185 10,771
310 277 274
195 230 211

6,721 10,692 11,256

（９）会員数･利用者数

市緊急ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ(実利用者)
市清水病児・病後児保育室(実利用者)

合計

(年間)

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

本事業(助け合い事業)
家事支援・介護全般訪問

総会・理事会
(正会員)

事務局

(研修･広報・人事総務他)

助け合い
事業

･介護・家事

支援全般

･困りごと相談

・もぐもぐｷｯﾁﾝ

・就労支援

子育て支援

事業

･託児ﾙｰﾑ

・ﾍﾞﾋﾞｰｼｯﾀｰ

・病児・病後児

保育室

・病児保育ｼｯ

ﾀｰ派遣

･相談事業

障がい児者
支援事業

･同行援護

･移動支援

・居宅介護

･生活介護

･放課後等ﾃﾞｲ

(知的､重心)

・児童発達支援

（知的、重心）

・訪問看護

･居宅訪問型児

童発達支援

ふれあい・
交流事業

・交流会

・運動会

・喜楽庭祭り

･ｸﾘｽﾏｽ会

・ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ

・安東交流会

・寄合日

・視察対応

協働事業

･静岡市緊急

ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

・静岡市清水

病児病後児

保育室

・介護分野就労

促進事業

ﾘﾌｫｰﾑ事業

･ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ工事

･ﾊｳｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

･定期清掃

･つばさ静岡

･除草作業

･大掃除

高齢者支援
事業

･居宅介護支援

･訪問介護

･地域密着型･介

護相当ｻｰﾋﾞｽ

通 所介護

･認知症対応

型通所介護

･相談事業

・訪問看護

定例会議･委員会
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