
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定ＮＰＯ法人活き生きネットワーク 

令和３年度事業報告書 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和 3年度事業報告書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

令和 3 年度事業報告にあたり 
 
                     代表理事 杉 本 彰 子  

活き生きネットワークとして初めて 6 月総会となりました。昨年度までは 5 月総会で

忙しくバタバタしておりましたが、今回の総会は余裕を持ったスケジュールとなりました。 
 

令和 3 年度の楽しい出来事は、大谷翔平選手が大リーグで大活躍し大谷選手のホーム

ランで歓喜したり、二刀流だけでも凄い事なのに、年間 MVPも獲得。普段野球を観ない多

くの人が応援しました。また、懸念されていた東京オリンピック・パラリンピックも開催

されました。無観客の中、スポーツの楽しさに夢中で毎日テレビ観戦しました。それぞれ

の選手の想いが伝わるドラマが沢山生まれました。 
 

新型コロナウイルスは、令和 3 年度の活き生きネットワークの活動に多くの影響を与

えました。静岡県介護保険課委託事業「アクティブシニア介護職の魅力発見講座」を開催

しましたが、新型コロナ感染防止の為、途中中止となり、全 7回の予定が、4回の開催と

なりました。 

介護職員初任者研修を静岡県介護保険課より指定を受けて開催しました。コロナ対策を

万全に、途中休止する事もなく、ほぼ 2ヶ月間で 8名全員が修了となりました。その内 1

名は家族が罹患した為、補講・リモート授業で参加しました。スタッフ、講師陣は外部の

実力ある人が多く、内部スタッフも務め、参加者の評判もよかったです。 

フリーマーケットは 2回開催しましたが、運動会、クリスマス会、交流会、寄合日など

は中止となり、利用者さんにとってもスタッフにとっても、交流の機会が減ったことは残

念でなりません。 
 

また、2月末には世界中の人々を震撼させたロシアによるウクライナ侵攻が始まり、凄

惨な状況が毎日のように TV から流れてきます。こんなニュースを目の当たりにする日が

来るとは思いもしませんでした。ロシアのプーチン大統領は 69 歳、ウクライナのゼレン

スキー大統領は 44 歳。この 2 人がマスメディアを独占しています。アメリカのバイデン

大統領は 79歳、なるべく早目に平和的解決策を示してください。 

2月から 3月末にかけて各事業所の職員や利用者の中でご本人またご家族に新型コロナ

感染が始まり、小学生～高校生、また、保育園、特別支援学校や入所施設でも流行りまし

た。その為、濃厚接触者となった職員など休まざるを得ない状況もありました。のびっこ

ハウスの利用者さんの感染により、通っていた別の利用者さんが他機関の卒園式に参列で

きなくなり、3 月 31 日にのびっこハウスで初の卒園式を執り行う事となりました。喜楽

庭の庭がスタッフ手作りの飾りや花々に彩られ、心温まる卒園式となりました。 
 

このような世の中の目まぐるしい状況のなか、今回の総会が無事に開かれ、決算報告が

プラス計上になりました事は、利用者さんにとって必要とされている事業である事を実感

しました。そして令和 3年度の活動でスタッフの成長が各所で見られ、嬉しく思ったこと

が幾度となくありました。スタッフにとっても笑顔がはじけるような行事を企画したいと

思っています。 
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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（ケアマネジャー）  契約者 68名(要介護 41名､要支援 27名) 

超高齢社会の中でも、高齢者さんが自分らしく活き活きと生活できる為に、地域社会全体で

支えていけるよう、広い視野を持って支援させていただきます。 

令和 3 年度は、ご逝去された方が 5 人、入所された方が 1 人おられましたが、新規に 18 名

の方が契約されました。 

4月から新型コロナウイルスのワクチン接種がスタートしましたが、担当する利用者さんの

8割以上が 85才以上であった為、ご自身で予約できる方はほとんどいらっしゃいませんでし

た。独居の方を中心に予約の代行を行いました。どこの病院でいつ接種するのかを把握し、

忘れてしまわないよう連絡等も行いました。 

新型コロナウイルスの影響も色々ありました。緊急入院され、ご家族との面会が一度も叶わ

ずご逝去された N さん。長年活き生きネットワークの職員として一緒に働き、その後利用者

として喜楽庭を利用されていました。喜楽庭が大好きでいつも盛り上げ役を買って出て下さ

っていました。その他には、一人暮らしの要支援の利用者さんが、コロナ禍でカラオケやコ

ーラスなどの生活の楽しみを奪われてしまったことで自暴自棄になり、周囲には内緒で受診

をやめてしまい、糖尿病の持病が悪化し、気付いた時には血糖値が 500超え、HbA1cも 14以

上という恐ろしい数値になってしまいました。その後親族の方と受診してもらうようにはな

りましたが、薬を破棄してしまったり飲み忘れてしまうことが多く、数値も中々改善されま

せん。他県在住の息子さんと相談しながら現在も服薬管理の為の体制を整えています。 

コロナ禍での担当者会議の開催については、なるべく人数を制限し、換気や除菌など気をつ

けながら行ってきましたが、病院で行われる退院前カンファレンスはまだ限られた人数でし

か行えず、顔を合わせられないことで今までのように支援に入る事業所間での情報共有がス

ムーズにはいかないことがありました。ケアマネとして、ご本人ご家族、医療、各サービス

事業者と情報をおとさずに連絡し、情報共有ができるよう努めました。 

 

＜居宅介護支援＞ 令和元年 令和 2年 令和 3年 

ケアプラン作成（件） 

要介護 444 360 439 

要支援 215 302 336 

計 659 662 775 

相談件数  18 25 17 

認定調査件数  6 22 45 

 

 

 

 

 

 
現在のケアマネジャーです 

オンライン研修 

モニタリング 
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出来上がりましたよ！ 

②訪問介護事業所           契約者 28名（要介護 13名、要支援 15名） 

真心と思いやりを持ったサービスで、皆さまが「笑顔で自分らしく」暮らしていけるように

お手伝いさせていただきます。 

令和 3 年度は新規の方が 6 名おられました。入所された方、終了された方が 5 名いらっし

ゃいました。 

コロナ禍での訪問は、感染対策を万全にしながら支援を行ってまいりました。ヘルパー、

利用者さんで発熱された方もいて、訪問に入る事を躊躇する時もありましたが、幸い誰一人

陽性になることはなく、特に独居の方などは安否確認も兼ねている為、安心して訪問するこ

とができました。また「できるだけ早くワクチン接種をしたい」と希望された利用者さんは、

接種の同行を行いました。接種後は安心されたようで、以前の張りつめた緊張感が薄れたよ

うにも感じました。ヘルパー、利用者さん共にほとんどの方が 3回目の接種を終えました。 

4 月の介護報酬の改定では訪問介護の単位数は微増に留まり、それほど大きな変化はあり

ませんでしたが、利用者さんへは一部変更のお知らせをさせていただきました。 

2名のヘルパーが介護福祉士の資格を取得、1名が実務者研修を修了しました。ベテランヘ

ルパーが数名退職し、新規で入ったヘルパーも積極的に覚えようと活躍してくれた為、急な

依頼の訪問にも柔軟に迅速に対応することができました。 

また短期間でしたが、デイの迎え入れ等の依頼件数が多く、身体介護がメインで移動・移

乗等で支援を行いました。ヘルパーが限られましたが、ヘルパー間で様々な情報を共有し、

事故もなく安全に行うことができました。ご家族からは「短い期間でしたがお陰で本当に助

かりました」と感謝の言葉もいただくことができました。 

 

＜訪問介護＞ 令和元年年 令和 2年 令和 3年 

  

  

要介護（人） 191 136 165 

要支援（人） 171 176 183 

利用者数（人） 362 312 348 

  

  

要介護（件） 2,132 1,733 2,097 

要支援（件） 1,152 1,202 1,239 

件数（件） 3,284 2,935 3,336 

 

 

 

 

信頼関係を大切にしています 
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③地域密着型通所介護･通所介護相当サービス「うめの木」 

(喜楽庭 定員 15名、契約者 11名) 

利用者さんが持っている力を発揮でき、機能の維持向上が出来るように支援します。ひとり

ひとりが主役になれる活動をしていきます。  

物作りがお好きな利用者さんが多く、季節ごと様々な物を作ってきました。初夏には梅の

実がたくさん収穫できたので、梅ジャムを作りクラッカーやクレープなどにのせておやつに

いただきました。庭に夏野菜のトマトやオクラ、ししとうを植えました。残念ながら子ども

たちと一緒に植えることはできませんでしたが、庭で遊んでいるのを見ているだけでも、の

んびりした時間が流れ自然と笑みがこぼれ、素敵な空間になりました。秋には、おはぎやへ

そ餅、冬はクリスマスケーキを作ってみんなで一緒に食べました。普段自宅では調理が難し

くなってきた方でもいざ調理になると目の色が変わり、談笑しながら楽しく作っていました。 

天気のいい日には散歩にも出かけました。毎年恒例になっているカルガモの赤ちゃんの観

察や藤棚の下で、藤のいい香りを楽しみながらティータイム、青空の下でラジオ体操やウォ

ーキングもしました。戸外で体を動かすと室内で動かすよりも不思議と良く動きます。工夫

次第でいつもの体操もより楽しく快適にできるのだなと改めて感じました。まだまだコロナ

収束のめどは立ちそうにありませんが、工夫をこらしたくさんの活動をしていきたいと思い

ます。 

運営推進会議を書面にて行いました。コロナが落ち着いたらまたボランティアに来たい、

ブログを楽しみ見しているなど、民生委員さんや市社協の方など、ご意見ご感想をいただき

ました。コロナ感染症の影響で集まっての開催ができていません。 

 

＜地域密着型通所介護＞ 令和元年 令和 2年 令和 3年 

利用者数（人） 177 130 103 

件数（件） 1,942 1,732 1,348 

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 青空の下、緑いっぱいの公園で体操 

パッチワークにはまりました のんびりとしたひと時 

御年 97 歳の利用者さんが焼いてます 

へそ餅作り 

クリスマスケーキ作り 
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ありがとうもちの木 突っ込まれるスタッフ 

④認知症対応型通所介護事業所「もちの木」 （喜楽庭 定員 10名、契約者 3名） 

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。 

もちの木の利用者さんは皆さんとても個性的で素敵な方達です。子ども達が近くにいると

身を乗り出して手をたたいて、満面の笑顔であやしてくださいます。調理のレクリエーショ

ンでは、次は?と調理の手順を聞きながら、積極的に行ってくださいます。制作活動も盛んに

行いました。うめの木のご利用者さんと一緒にパッチワークをやってみたりおばけを作った

りしました。始めは難しいとおしゃっていた方もいましたが、やっているうちに夢中でやる

ことが多く、お話が大好きなご利用者さんは鼻歌を歌いながら取り組まれていました。何か

ができあがると達成感が味わえ、次は何をするのと意欲が湧いてくるご様子がよく見られま

した。一見苦手かと思われても、やってみると夢中になってくださることが多く、発見が沢

山ありました。 

コロナ禍ではありますが、徐々にボランティアさんに来ていただいています。12 月には、

ボランティア協会さんのご紹介で、二胡演奏者の方に来ていただきました。感染対策を行っ

たうえで成人さんやエンジェルハウスの子ども達、近所の方も一緒に参加し久しぶりに賑や

かな会となりました。 

大きくなりすぎてしまったもちの木を伐採しました。今までの感謝の気持ちを木に伝える

為に、ありがとうの会を喜楽庭全体で行いました。伐採後、スロープができ、新たな避難経

路が完成しました。土だった庭も人工芝に変え、子ども達が裸足で遊ぶことが出来る場所と

なり、その姿を利用者さんは間近で見ることができ、沢山の笑いがこぼれています。 

1 年を通し、大きく体調を崩される方はいませんでしたが、年齢を重ねていることもあり

体力的に週の終わりには、ウトウトしたり言葉数が少なくなる方がいます。無理をせず、個々

のペースに合わせて活動を行っています。食後に意識を失った方もいましたが、幸いすぐに

回復し、顧問医の野島先生にも診ていただく事ができました。 

来年度よりもちの木は一旦休止となります。現在契約中の利用者さんは、うめの木の契約

に移行となります。今後も、より手厚く支援させていただきます。 

 

＜認知症対応型通所介護＞ 令和元年 令和 2年 令和 3年 

利用者数（人）       45           36    45 

件数（件） 391 271 443 

 

 

 

 

 

 

    

 
素敵な布を選びました 久しぶりのブランコ 
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⑤訪問看護ステーション事業所「あんどう」          （契約者 19名） 

※介護保険指定事業所、医療保険指定事業所  

子供から高齢者さんまで一人一人が安心した在宅生活が送れるように主治医の指示のもと

訪問し支援しています。 

令和 3 年度も新型コロナウイルス感染症とともに過ごした 1 年でした。利用者さんの中に

は陽性となり入院された方もいましたが、大事に至らず回復し在宅に戻られています。 

開所してから初めて看取りをさせていただきました。ご本人の希望とご家族の思いに折り

合いがつかず、スタッフ全員で悩みながら毎日のように訪問し、ご家族とコミュニケーショ

ンを取り、ご本人に有意義な生活となるように支援しました。約 2か月でご家族に見守られ、

お看取りとなりました。ご家族からは在宅で看取る選択をしてよかったと言っていただき、

私たちの今後の励みとなりました。 

この 1 年で介護保険の契約者が 3 人増えました。高齢化とともに今後の在宅生活に不安を

感じているお宅が多いので、担当ケアマネジャーと連絡を取り合い、良い方法を模索してい

ます。 

静岡市難病患者等介護家族リフレッシュ事業を受託し、始めは就学支援のみでしたが、ご

家族の意向により 2 月より在宅支援の利用も開始しています。学校行事もありますが、この

制度は学校内のみの支援となるため、校外で行った鮎の放流や宿泊学習の付き添いは本事業

で対応しました。 

 

 ＜訪問看護＞ 令和元年 令和 2 年 令和 3 年 

介護保険 
利用者数（人） 73 95 104 

件数（件） 382 617 663 

医療保険 
利用者数（人） 78 62 92 

件数（件） 293 291 412 

リフレッシュ事業  

利用者数（人）   10 

件数（件）   32 

 

        

 

 

 

    

   

鉄棒をやったよ 宿泊学習でのキャンプ

 

うつ伏せの練習中です 95 才！とてもお元気です 
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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            （契約者 24 名） 

＜居宅介護＞                              

10代～60代までの知的障がい・身体障がい・難病の方が利用されています。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

支援で、家事援助は掃除、洗濯、調理などの支援になります。 

令和 3年度は、新規の契約が 3名、終了の方は 2名でした。 

4月の中旬に 365日 1日 2回家事援助で入っている独居の方が肺炎で入院され、約 3週間

ほど支援がお休みになりました。入院前は会話ができない程体調が悪かったですが、退院後

はお元気になられ、安定されています。 

双子の脳性麻痺の利用者さんが 2月に通所先で濃厚接触者となり、お兄さんが PCR検査で

陽性となってしまいました。その後弟さんが感染してしまい、その次はご両親が順番に感

染。支援が 1ヶ月程お休みとなりました。支援がお休みの間、時々ご自宅にお電話をさせて

いただきました。「息子達が元気になった時に両親が感染すると介護がとても大変でした。

買い物にも行けなかったが、親戚の協力で定期的に買い物に行ってくれたので、助かりまし

た」とお話をされていました。 

同行援護のガイドヘルパーさんが、この 1年間で初任者研修と実務者研修、そして介護福

祉士まで取得し、居宅介護の支援やその他幅広く活躍しています。 

新規の契約者の中に、奥様と 2人暮らしで、ご夫婦とも脳性麻痺の男性の方がいらっしゃ

います。奥様も長い間活き生きを利用されています。時々夜間に自宅で転倒され、1人で起

き上がれない時に緊急で連絡があります。ご主人は体格が良い為、2人のヘルパーで対応で

きるよう市役所から許可をいただきました。他事業所も契約していますが、そちらの事業所

は夜間の対応が難しいと言われ、活き生きネットワークの契約となり喜んでいらっしゃいま

した。利用者さんのワクチン接種の 2回目はほぼ全員が終わっており、3回目の接種が進ん

できています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜居宅介護＞ 令和元年 令和 2年 令和 3年 

利用者数（人） 162 161 164 

件数（件） 1,464 1,981 1,784 

ベッドメイキング 大好きなお寿司を一緒に選んでいます 食事介助 
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＜重度訪問介護＞                         （契約者 1名） 

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

び食事等の介護を行います。 

契約者は 20代の男性 1人で、昨年に引き続き週 1回の夕方の入浴介助（男性ヘルパー対

応）と週 2回の朝の食事・歯みがき・更衣・服薬介助（女性ヘルパー対応）の支援を事故な

どもなく安全に提供することができました。他事業所が毎週月曜日に絵画制作の補助に入っ

ていましたが、ヘルパーさん退職の為、9月から活き生きネットワークで対応することにな

りました。今では利用者さんとの阿吽の呼吸で絵の具の出し入れや筆を渡したり洗ったりス

ムーズに対応でき、個展を開くほど絵画作品が出来、良かったとお話をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜重度訪問介護＞ 令和元年 令和 2年 令和 3年 

利用者数（人） 12 12 12 

件数（件） 81 146 153 

口腔ケア 筋肉が固まらないようストレッチします 
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＜同行援護＞                           （契約者 24名） 

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。 

令和 3年度は、新規の契約が 2名で 24名となりました。この新規の方々は網膜色素変性症

と言う病名で、進行性で最後は何も見えなくなってしまう方もいらっしゃる病気です。今ま

で見えて 1 人で外出もできていた方が、徐々に見えづらくなり、初めて同行援護のサービス

を利用したいと相談支援事業所から紹介いただき、契約に至りました。見えにくい所へはヘ

ルパーがしっかりとサポートし、見えるところはご本人の意向を尊重し控えめのサポートを

しました。お二人とも、「今まで行きたかったところにヘルパーと一緒に出掛けることができ

て、世界が広がりました」とお話しをいただきました。今後は泊まりで北海道など遠方に出

掛けたいと言う夢があり、今後その夢が実現できるよう私たちヘルパーも力になればと思っ

ています。 

色々とヘルパーとの問題があった利用者さんですが、対応できるヘルパーがいなくなり、

年度末にすべての同行援護サービスを提供している事業所すべてに電話をし、新しい事業所

を見つける事ができました。そして引継ぎをしましたが、ご本人から「活き生きネットワー

クとまったく関わりがなくなるのは寂しいので、少しの時間（3.5時間/月）だけ契約を残し

たいです。オーバーしたら自費で請求してください」とお話がありました。この 1 年間毎月

3.5 時間外出支援を行い、コンサートに出掛けたいとの依頼があった時は本事業対応で支援

をしました。 

まだ新型コロナウイルス感染症が収まらない 1 年でした。感染者数が多い月やまん延防止

期間は高齢の視覚障害の方などは外出を控えた為、一人当たりの利用が減った方もいました。 

 

＜同行援護＞ 令和元年 令和 2年 令和 3年 

利用者数（人） 235 174 189 

件数（件） 1,052 1,061 1,021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
支援中は事故のないよう、細かく声掛けをして外出します 
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②生活介護(喜楽園)          （喜楽庭 定員 10 名、契約者 15 名） 

就労が困難な 18 才以上で区分 3 以上の方を対象とした通所施設です。少人数で家庭的な雰

囲気の中で、その方に合ったいろいろな活動を提供していきます。 

令和 3 年度は引き続きコロナ対策をしつつ、制約がある中で工夫して活動を行いました。

8月には緊急の新規契約で 17歳男性Ｍさんが仲間入りし、利用者さんの年齢幅の広がりと共

に体力の差も大きく、全員で一緒に活動することが難しくなりました。コロナ禍でもあり運

動機能に差があることから、少人数制、個々に合わせた支援を意識しました。年齢が若く心

身共に発散が必要な方は長距離の散歩へ、年齢が高い方は散歩時に歩行器を使用したり、高

齢者さんと一緒に体操を行いました。 

制作活動では、より個人の能力に合わせた手法で、個性を活かした作品にできないかと考

え、新たな作品作りに挑戦しました。貼ることが好きな方、糸を引っ張ることが好きな方、

木工作業のやすりがけが得意な方等、好きなことを活かし、いざ取り掛かると、利用者さん

も集中力を発揮し、職員が驚かされるようなユニークな作品ができました。 

初めて利用者さんの新型コロナ陽性者が 2 名出ました。それぞれ他事業所で感染した為、

その後喜楽園での感染が拡がることはありませんでしたが、感染拡大を防ぐ為に、改めて連

絡を受けた後の判断や行動、迅速な対応が大切だと学びました。 

また 1 月には女性Ａさんが上唇を 2 針縫う怪我をしました。職員の不注意で起きた事故だ

った為、その後職員間で十分話し合い、安全面に配慮するよう意識を高め合いました。 

 

<生活介護> 令和元年 令和 2年 令和 3年 

利用者数（人） 192 181 187 

件数（件） 2,201 1,983 2,179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

静清信用金庫安東支店さんでの展示は好評でした！ 

得意な木工作業！！ 散歩で体力作り！！ 
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（３）地域支援事業  
 

①移動支援（地域生活支援）               （契約者 73名） 

知的障がい、身体障がいの方の外出支援をしています。利用者が住んでいる地域での生活を

豊かにするために、映画鑑賞やボーリングなどの余暇活動、市役所や銀行の手続き、買い物、

理美容院の利用など、生活に必要不可欠な外出支援を行っています。 

令和 3年度は、新規の契約が 1名、終了の方は 6名でした。終了の理由は、入所が 2名、

申請をしなかった方が 4名でした。 

移動支援は外出が主な支援となっています。令和 3年度もコロナウイルス感染症と共生し

た 1年でした。まん延防止が発令した月は利用が減少しました。発令解除の後はまた利用が

増加し、申し込みした後でも通所先で陽性者が出ると移動支援がキャンセルとなったり、ま

ん延防止の延長だったり、その日その日の陽性者の人数を気にされている方が多かったで

す。それでも、どうしてもご自宅にずっといる事が難しい利用者さんは定期的に利用の申し

込みがありました。ヘルパーは密を避け、人の少ない場所を選んで散歩をしたり、外食は公

園のベンチやお店の外のテラス席を利用したり、手洗いうがいの回数を多く行い、そのあと

に手指消毒をしたりと感染症防止を行ってきました。 

まん延防止も解除となり陽性者の数も少なくなった 11月頃、今までコロナでずっと外出

を自粛された方が、1年に 1回の継続の手続きを機会に依頼することに決めて毎月利用され

るようになりました。今まで我慢していたようで、久しぶりのヘルパーとの外出が楽しかっ

たらしく、帰宅後にお母さんに「楽しかったよ」と報告してくれて、こちらもとても嬉しく

なりました。 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜移動支援＞ 令和元年 令和 2年 令和 3年 

利用者数（人） 400 293 280 

件数（件） 789 628 583 

  

 

 

 

移動支援のようす 
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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（知的障がい児対応）わくわく   

(くすくす 定員 10名、契約者 25名：児童発達 3名､放デイ 22名) 

遊びや活動を通して 1 人 1人の個性を生かし、笑顔あふれる療育を目指しています。 

令和 3 年度は、児童発達支援から放課後等デイサービスに移行が 4 名、新規契約が 1 名あ

り、新たな小学校 1 年生の利用者さんが 5 名増えました。小学校に入学すると環境の変化が

大きく、利用中不安定になる子もいましたが、安心して過ごせる場所として支援していきま

した。またコロナ禍で制限が多い中のでのスタートでしたが、楽しく過ごしたいという思い

から、規模を小さくしてクリスマス会や夏祭り等のイベントを行いました。調理実習やおや

つ作りも控えていましたが、マスク着用ができる子や、自分専用の紙コップでパフェ作りを

するなど、活動をひろげることができました。 

利用者さんの中で、濃厚接触者が 3 件、陽性判定が 5 件ありました。陽性の方がどのよう

に活動していたか、濃厚接触に該当する方がいるのか、当日の日報で行動を確認しました。

スタッフの記憶も曖昧なところもあり、正しい情報が分かりませんでした。その日以来、1日

の活動記録やマスクの着用の有無、検温等を細かく記録することにしました。そのおかげで、

新たに陽性者が出た時、すぐに判断することができました。コロナウイルスが身近にある恐

怖や陽性者が出たというマイナスなことだけではなく、その後の対応や対策を改めて考える

良いきっかけにもなりました。幸い事業所内で感染が拡大することはありませんでした。 

10月には浅間神社のハイキングコースで児童を見失い、児童が一人でわくわくに戻ってき

たという事例がありました。山頂で待っているであろう、連絡より先に児童を探そうという

思い込みと独自の判断が事故に繋がりました。きっとこうであろうという思い込みや、連絡

や相談をせず自分の判断で対応するのではなく、こうなるかもしれないという予測も考え、

何か事が起こったら速やかに連絡を入れることを確認し、散歩では一対一で外に出ないこと

を新たに対策として考え、支援に活かしています。 

＜わくわく＞ 令和元年 令和 2年 令和 3年 

<放課後等デイサービス> 
利用者数(人） 321 231 239 

件数（件） 1,933 1,620 1,867 

<児童発達支援> 
利用者数(人） 63 61 34 

件数（件） 284 330 370 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動のようす 



13 

②放課後等デイサービス･児童発達支援・生活介護（重症心身障がい児者対応）るんるん 

（くすくす 定員 5名、契約者 16名：児童発達 1名､放デイ 11名､生活介護 4名) 

ひとりひとりに合わせたプログラムで、集団での生活や遊びを共にし社会性を育てています。 

令和 3 年度は、4 名の利用者さんが生活介護の契約をしました。生活介護と放課後等デイ

サービス、児童発達支援が一緒に過ごす初めての年となりました。 

4月当初は、スタッフも利用者もぎこちない動きがありましたが、喜楽庭の高齢者さん、喜

楽園の皆さん、のびっこハウスの子ども達と関わりながら次第に落ち着いて過ごせるように

なってきました。 

散歩先では、通りすがりの方たちから「お散歩かね、今日は天気が良くていいね」と声を

かけていただくと、車椅子の上で身体をぴょんぴょんとゆすり、挨拶を返すことができるよ

うになりました。 

またご家族の方より、「高等部を卒業しても、生活介護を利用することでお友達に会えたり、

外出する機会が持てたり、生活を豊かにする 1 つになっています」という温かな言葉をいた

だき、生活介護の形を考える良い機会になりました。るんるんの利用者さん全体で、交流が

持てる時間がありました。中でもクリスマスケーキ作りでは、クリームを生地に塗ったり、

イチゴのトッピングなどを行いました。事情で口から食べられない利用者さんも工程を楽し

んで行いました。活動もできないのではなく、どうしたらできるかを考えてチャレンジする

ことがとても大切であることに気付きました。 

 ＜るんるん＞ 令和元年 令和 2 年 令和 3 年 

放課後等デイサービス 

(就学児 6歳～18歳) 

利用者数（人） 195 141 126 

件数（件） 1,230 901 742 

児童発達支援 

(未就学児 0歳～6歳) 

利用者数（人） 23 15 12 

件数（件） 123 30 12 

生活介護 

(高校卒業) 

利用者数（人）  0 46 

件数（件）  0 241 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

    

 

 

 

 

水遊び、気持ちいい♪楽しいね☆ 
製作苦手だけど頑張ったよ！ 

お化け屋敷こわかったよ 

 

クリスマス会してケーキも作ったね☆ 公園でシャボン玉したね☆ 

足湯でのんびりリラックス 
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③放課後等デイサービス・児童発達支援・生活介護(重症心身障がい児者対応)にこにこ      

     （事務所隣 定員 5名、契約者 11名：児童発達 1名、放デイ 9名、生活介護 1名) 

1 日 1日を大切に、日々、より多くの笑顔が溢れる楽しい時間を過ごせるよう努めています。 

令和 3 年度は昨年のコロナ禍を踏まえて、活動方法を変化した年となりました。変異を続

けるコロナウイルスの影響で、行動制限や感染予防が続きました。遊具や集団遊びでコロナ

前に使用していた物を、拭ける素材に見直し変更をしました。 

感触遊びも大事にして過ごしました。小麦粉粘土・ちぎり絵・絵の具塗り・芳香剤作り等、

個々に出来る工夫をして行いました。出来上がった作品を、家族へのプレゼントにしたり、

静清信用金庫さんにも展示させていただき、地域の方に見ていただく機会になりました。 

土曜・祝日・長期休みには、毎回お散歩へと出掛け、外気浴・体力づくりをしました。お

散歩中には、地域の方達に声を掛けていただいています。前年できなかった夏のプールは、

一対一の対応にして、痰吸引をすぐに出来るように準備をしました。緊急事態宣言が発令さ

れてからは、水遊びも形を変え、バギーに乗って、シャワーのトンネルを走り抜け、楽しみ

ました。 

ご家庭からは、家族や児童の小さな変化、職場・学校等コロナ状況の情報を相談連絡して

くださっています。濃厚接触者の可能性が少しでもある場合には、自主的に PCR 検査を行っ

てくださる方や、利用自粛をされる方もいます。学校での感染状況から、学校を欠席して朝

から利用され、他の利用児が来所する時間まで、利用をされる方もいました。今後も変化を

しながらコロナ禍での活動に対応していきたいと思います。 

 

 ＜にこにこ＞ 令和元年 令和 2年 令和 3年 

放課後等デイサービス 

(就学児 6歳～18歳) 

利用者数（人） 122 114 137 

件数（件） 841 937 1,037 

児童発達支援 

(未就学児 0歳～6歳) 

利用者数（人） 32 12 20 

件数（件） 187 56 76 

生活介護 

(高校卒業 18歳以上～) 

利用者数（人）  4 8 

件数（件）  4 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シャワー水遊び最高!! 

感触遊び・制作活動の様子です。 

プールでリラックス♪最高です。 

お散歩気持ちが良いです。 
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④児童発達支援(知的障がい児対応)「のびっこハウス」 

（喜楽庭 定員 10名、契約者 15名） 

未就学の知的障がいを持ったお子さんが通所し、遊びや活動を通して丈夫な身体を作り、基

本的な生活習慣や社会性を育んでいます。 

令和 3 年度はコロナ感染症の対象が小さな子どもに集中し、併用する園でクラスメイトが

発症することが多く、濃厚接触者となり自粛を余儀なくされました。また、利用中にも発熱

し陽性が発覚することがあり、そのたびに職員も PCR 検査を受け、現場で臨機応変な対応が

求められました。幸い利用児からの感染はありませんでしたが、当たり前にやってきた子ど

も同士の触れ合いを減らし、手繋ぎを止めたり、抱っこを求めていた大好きな高齢者さんと

の接触を避けたり、食事中の着席の向きを壁側にしパーテーションを配置したり、感染症予

防対策をし、環境を整える努力をして緊張感のある日々が続きました。 

そんな中でも 5 月には実習生、夏には学生ボランティアさんと短時間ではありますが触れ

合ったり、喜楽庭施設の玄関先やお庭でエンジェルハウスの利用児と一緒に水遊びをしたり、

高齢者さんとクリスマス会や新年会、豆まきなど季節の催しを共に楽しむことができました。 

3 月末には、のびっこハウスではじめての卒園式を行いました。入所当時小さかった子ど

も達が身体も心も大きく成長したことを思い起こし、スタッフ一同感無量でした。近年、配

慮の必要なご家庭が多くなり、関係機関との密な連携が必須になりました。子どもと共に親

御さん自身が安定して生活し、ご家族全体の子育て環境が整うように来年度も丁寧に支援し

ていきたいと思います。                                                                                                      

 

＜のびっこハウス＞ 令和元年 令和 2年 令和 3年 

利用者数（人） 160 164 143 

件数（件） 1,260 1,500 1,251 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

七夕願いを込めて 

 

こいのぼりとお散歩へ 

サンタさんに会えました 

大好きなプール遊び 高齢者さんと一緒に新年会を行いました。 

お庭での初めての卒園式です 
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⑤居宅訪問型児童発達支援(重症心身障がい児対応)「のびっこハウス」        

（契約者 1名） 

令和元年 5 月から 24 時間人工呼吸器を必要とする外出が困難な重度の障がいのある児童の

居宅に訪問しています。 

コロナ禍での令和 3 年度は、昨年に引き続き感染状況をみながらご家族と相談し、支援を

自粛することも多くありました。 

居宅訪問がスタートしてから契約者 1 名でしたが、7 月に 3 歳のお子さんが契約し、初め

て契約者 2 名になりました。新規のお子さんは、産まれて初めて退院しご家族一緒の新たな

生活になりました。ご両親は家でも好きなことをする時間を大切にしてあげたい、遊びを通

して色々なことを経験させてあげたいと支援を希望されてスタートしました。小さな身体で

しっかりとやりたいこと、やりたくないことの自己主張をし、好きな遊びを繰り返し行い、

よく笑っていました。指もよく動くようになり出来ることも少しずつ増えてきましたが、支

援開始後 3 か月半で突然体調を崩して入院し、そのまま永眠されました。とても短い間でし

たが、おうちでの遊びの時間を共有することができ、ご家族とのお話や出会いに色々と勉強

させていただいた支援になりました。 

継続の利用児は、高校生になりました。好きなアプリゲームを中心に季節の制作を行いま

した。居宅訪問は週に 1 回 1 時間の支援です。とても貴重な時間なのでこれからも感染に十

分気を付けながら様々な楽しい体験ができるように支援していきたいと思います。 

 

<居宅訪問型児童発達支援> 令和元年 令和 2年 令和 3年 

利用者数（人） 11 9 12 

件数（件） 41 36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七夕飾りを作りました 

お誕生日おめでとう 新年会です 

絵本・触れ合い遊び大好きです。 
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（５）本事業（助け合い事業・制度外） 

①家事支援･介護全般訪問                （登録者 363名） 

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、「困った時伺

います」の考えの元にある助け合い活動です。家事のお手伝いや、ベビーシッター、一緒に

外出に行って欲しい、一緒に片付けをして欲しいなど、さまざまな依頼にお応えします。 

令和 3 年度は、引き続き新型コロナの影響で依頼件数が減少しました。数年続いていた、

てんかんセンターさんや、わらしな学園さんの入所中の方の支援も一昨年から停止したまま

です。定期的に家事支援に入っていたお宅も、新型コロナで在宅勤務となったことで終了と

なり、子どもさんの成長と共に利用がなくなった方もいました。 

そして 6 月には 18 年振りに料金の改定をしました。金額が上がったことでのキャンセル

などはなく、ヘルパーさんの時給が上がりました。ここ 2年ほどはドリーム会員の会員数は

少しずつ減ってきています。それが新型コロナの影響なのかは分かりませんが、会員の数で

はなく、困っている方に支援が出来ているかが大切だと思っています。 

それでも長く依頼がある方との信頼関係も築いていると思います。気持ち的に不安定な方

も明るく楽しい会話を心掛け、「今日もその声を聞くと元気になるよ」、「困った時のいきい

きさんだから、安心だわ」と言ってもらえます。何をして欲しいかなど常に考えながら話す

ようにしました。 

昨年の相談で多かったものが、ベビーシッターと食事作りでした。急な依頼が多い為、受

けてくれるヘルパーさんが少なく困っているのが今の課題の一つでもあります。ベビーシッ

ターは、新生児や幼児でも安心してまかせられ、そしてお母さんの相談にも乗ってあげられ

る経験豊富な方にお願いしたいので、そういったヘルパーさんを増やしていきたいです。 

レギュラーで入っている支援と違い、急な依頼は発熱などコロナの疑いがあったり、難し

い事情があったりするので、駆けつけてくれたヘルパーさんはとてもありがたかったです。

これからも急な夜間の転倒や、急な新規の依頼、急な体調不良などの多くの依頼にいつでも

応えられる体制でありたいと思います。 

 

<家事支援・介護全般訪問> 令和元年 令和 2年 令和 3年 

利用者数（人） 902 646 605 

件数（件） 3,747 3,184 3,006 

 

 

 

 

 

 

 

 

月に 7～8 回ほど留守宅に伺って食事作りをします。 

冷蔵庫にあるものの中から献立を考え、この日は 5 品ほどを作りました。 

猫のお世話 ベットメイキング 
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②託児ルーム「エンジェルハウス」          （喜楽庭 定員 8名） 

エンジェルハウスは、短時間からお子様をお預かりする託児ルームです。 

コロナ禍の令和 3 年度も前年度に引き続き新規利用者の問い合わせや、一時預かりの利用

者の利用が減っています。エンジェルハウスでもコロナウイルスが子どもや家庭感染が流行

した時期には、スタッフや月決めの利用児に感染がありました。スタッフは検査を受け陰性

を確認しましたが、他の利用児に状況を説明し利用を自粛していただいたご家庭もありまし

た。室内の空間が広くない中で、本来の定員は 8名ですが、密にならないように 3・4名の利

用人数にしてお預かりをしてきました。感染者はありましたが、他に広まることなく保育が

できてよかったです。 

月決めは 0歳・1 歳・2歳と年齢が様々でした。それぞれの発達にあうように、大きい子は

のびっこハウスの子ども達と一緒に生活をしたり、小さい子はスタッフとゆったりとした時

間を過ごしてきました。子育ての悩みを聞く事もあり、アドバイスをしたり、できるように

なったことをお話したりして、とおうちの方とも成長を一緒に共有し喜び合うことができて

嬉しく思います。 

コロナ禍で人との接触が難しかったですが、感染状況や行事のやり方を工夫して、高齢者

さんと一時でも触れ合う時間が持てるように行事を工夫してきました。季節の行事・人との

関わり色々な経験ができたと思います。これからもコロナ禍は続きますが、家庭的で色々な

方との出会い・関わりがあるというエンジェルハウスの良さを大切にし、子育ての手助けが

できたらいいなと思います。 

 

＜エンジェルハウス＞ 令和元年 令和 2年 令和 3年 

利用者数(人) 

月決め保育 43 40 37 

一時預かり 146 91 50 

計 189 131 87 

件数（件) 

月決め保育 594 608 497 

一時預かり 454 214 91 

計 1,048 822 588 

 

 

 

 

 

 

 ボランティアさんと 

節分・ハロウィン・クリスマス季節の行事楽しみです 

大好きな水遊び 

散歩先で成人さんと一緒に 
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喜楽庭改修工事。(もちの木伐採等) 

③リフォーム部 
 

リフォーム部は、専門的な清掃、修繕等の家庭内の困り事に対応しています。現在はつばさ

静岡さんなどの定期清掃を主に不定期清掃も行っています。就労支援にもなっています。 

令和 3 年度リフォーム部つばさ静岡施設清掃では、オミクロン株流行の影響で、ショート

ステイ利用者から、入所者、職員に広がり、2度ゾーン隔離になりました。施設側からは、感

染症対策を今まで以上に注意して清掃にあたって下さいと伝達がありました。接触感染のサ

イクルを絶つ為の清掃、職員健康管理など、あらためて日々の清掃を大切に行いました。 

独居の方からの依頼が多く、皆さん共通して言われることは、以前はできていた事ができ

なくなった、高所作業が怖くなりお願いをした、などでした。依頼内容としては、庭木の高

所での剪定や、2階から重量物を下ろして処分して欲しい、雨樋が詰まってしまった、台風の

影響で屋根付近から音がする、玄関の照明器具が突然落ちてきたなど、困りごとは様々でし

た。 

7 月 8 月には、ホームアシストさんによる喜楽庭の大幅改修工事がありました。大きく育

ってしまったもちの木の伐採など、微力ながらお手伝いさせていただきました。 

清掃では、月に一度は床洗浄ワックスの工事依頼がありました。年末には例年のようにハ

ウスクリーニングを希望される方が多く、他部署職員にも手伝ってもらい対応をしました。

ワックス掛けは施工回数が多かった事もあり、ベテラン以外の職員も手順を覚え施工できる

ようになりました。 

      

＜リフォーム＞ 令和元年 令和 2年 令和 3年 

件数

（件) 

清掃部門 130 137 147 

工事部門 13 15 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つばさ静岡清掃、床の汚れも丁寧に清掃します。 

定期的に WAX 掛けをしています 

庭木の剪定、高所作業、様々な依頼に 

対応できるよう努めています 

家庭内清掃・年末大掃除にも伺います 
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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」 
 

令和 3 年度もお弁当のテイクアウトを中心に提供させていただきました。テイクアウトの

常連様も増え、電話での予約も多くなりました。この 1 年を通していろいろな方々に食材の

提供をしていただきました。自家栽培の野菜を届けてくださる方、自宅では消費しきれない

のでと届けてくださる方など、電話での問い合わせもありました。その中で定期的にお米の

提供をしてくださる方もいます。ここ数年続けていただいており、感謝と共に皆様に支えて

もらっていると実感しています。 

キッチンには常連様が何名かいらっしゃいます。来店されることで体調を崩されていない

か、困っている事はないかという状況を少し伺うことが出来ました。来店されない日は自然

にスタッフから何かあったのかなぁと心配する声があります。自宅へ様子を見に行ったり電

話するなどして確認をしています。 

食事のみではなく一人ひとりに寄り添えるキッチンでありたいと思っています。テイクア

ウト中心の提供でしたが、来店される方々との会話や笑顔に支えられた 1年でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

テント下で３密を避けて テラスでお弁当&喫茶 

もぐもぐ誕生日会 

              

 

人気のちらし寿司   

お弁当のテイクアウト販売

 

日替わり弁当 
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余暇活動楽しみにしています。 

⑤福祉有償運送 

公共交通機関をひとりでは利用しにくく、活き生きネットワークの会員登録と静岡市福祉有

償運送会員登録をされた高齢者(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、必要な場所への移送を行っています。 

令和 3年度は、昨年に続き不要不急の外出をされる方が少なく、通院通学以外の件数が減

少しました。しかしコロナ禍で日々のリフレッシュをしたいと、月に一度買い物を利用され

る方もいました。静岡市でも感染者が増加していく中で、いつもはお店で食べていた昼食

も、軽車両から大型車両へと利用を変え、車中にて食べていただきました。利用者さんから

は、安心して好きなことが出来て良かったと言われていました。 

通院目的での利用では、施設から病院へ毎週 3回利用をされた方がいました。施設側から

は、入室時の検温手指消毒の徹底をお願いされました。以前は施設内を通り、正面玄関から

の乗降でしたが、部屋に近い職員通用口での出入り、第 3駐車場での乗降など対応が変わり

ました。進行性の病気を持たれているため、必ず通院をしなければいけない方なので、運転

者はいつも以上に気を付けて運行をしました。 

新規問い合わせは 3件ありました。いずれも相談員さんからの問い合わせで、通学の為利

用を考えているとのお話でした。各部署の送迎と時間が重なり、車両の確保が難しく、他有

償運送団体・介護タクシーの紹介をさせていただきました。 

 

＜福祉有償運送＞ 令和元年 令和 2年 令和 3年 

会員登録者数（人） 46 40 41 

運転協力者数（人） 24 21 21 

車両数(台) 6 6 6 

 

運送目的別 

人数（人) 

通 院(人) 146 137 115 

通 学(人) 113 31 38 

その他(人) 333 184 179 

合 計(人) 592 352 332 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設から有償運送を利用して通院です。 

 

 

 

健康状況、アルコールチェックを 

行います。点呼後に出発です。 
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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）  

病気のお子さんの預け先がなくて仕事を休めない時や、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時など、働く親御さんの困りごとをサポートするため、支援するまか

せて会員の養成、まかせて会員をコーディネートして自宅に派遣します。 

病児保育の依頼は令和 2 年度よりは増えましたが、例年並みにはまだ戻っていません。依

頼の減少の理由としては、コロナ禍で働き方が変わってきており、リモートワークなど在宅

で仕事できる方が増え、仕事を休んで病児の看病をご家族で出来る環境が整ってきているか

らではないかと思われます。しかし、利用される方の多くはなかなか仕事が休めず、安心し

て預けられるということで何度も利用していただいており、当事業の必要性を強く感じます。 

おねがい会員の新規登録は92名で、このうち33名は出張登録会に参加しての登録でした。

出張登録会は年 4回行っており(5月、9月、2月、3月)、2月、3月は新入園や復職に備えて

登録したいという方が多かったです。 

支援スタッフ研修会は 2 回行うことができました(6 月、11 月)。感染症対策を万全にし、

講師の先生方のご協力もあり無事に開催することができました。参加者からは実際に AED な

どを体験することができとても勉強になった、いざという時の為にこのような研修は毎年受

けたい、など前向きな声をいただきました。 

機関誌「かけつけ TAI」を 2 回発行しました。今後も緊急サポートセンターを多くの子育

て世代の方に知ってもらい、利用に繋げていきたいです。 

 

＜緊急サポートセンター＞ 令和元年 令和 2年 令和 3年 

おねがい会員（人） 1,554 1,524 1,530 

まかせて会員（人） 204 200 197 

計（人） 1,758 1,724 1,727 

サポート実件数（人） 246 65 170 

 

 

 

 

 

 
 

  

出張登録会の様子 こどもの遊び、ペットボトルで 

トナカイを作りました 
実際の AED を使っての講習 
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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。 

新型コロナウイルスの流行に伴い減少していた利用件数ですが、令和 3年度は RSウイル

スと胃腸炎の流行が長期間続いたことで利用件数が戻ってきました。新規の利用者数も増え

ましたが、新型コロナウイルスの流行以前と比べると、同じ利用者が繰り返し利用したこと

で、件数に比べ利用人数は増えませんでした。新型コロナウイルス感染症は子どもへも感染

が広がり始め、病児保育室を利用した方が安心だから、と利用が長引くケースが増えまし

た。 

また新型コロナウイルス感染による休園の措置期間、預け先に困り、風邪症状で利用の申

し込みをされるケースが数件ありました。休園の間は感染拡大を防ぐためにもお預かりをお

断りしなければならないという心苦しい状況でした。保護者の方が戸惑いや不安を感じてい

る中でも、子どもたちは虹いろに来ることを楽しみにしてくれていたようでした。朝、「虹

いろ保育園に帰ってきたよ～」と保育室に走って行く自閉症スペクトラムの障がいを持つ 3

歳のお子さんや、母親が育休になり、2年半の間利用がなかった 4歳のお子さんは、今年 2

月に久しぶりの利用となった際に、ずっと虹いろに行きたいと話していたこと、昨年の七夕

には‟虹いろの先生になりたい”と短冊に願い事を書いたエピソードを教えていただき嬉し

く思いました。預ける側も預かる側も、より安心できるように詳しく聞き取りをさせていた

だいたり、ご家族にも体調の変化があればすぐに連絡をいただくなど、利用者さんにもご理

解をいただきました。 

また職員の勤務体制としては、月曜から金曜までを看護師 3名の交代制としたため、スタ

ッフ間での報告・連絡・相談を怠らないように心がけました。また、新型コロナウイルス感

染状況が常に変化するため、スタッフもその都度対応について話し合いを重ねるようにしま

した。 

 

＜虹いろ＞ 令和元年 令和 2 年 令和 3 年 

利用者(人) 204 41 76 

件数(件) 392 142 341 

  

 エアコンクリーニング中 コロナ禍で怪我が増えました  くっつぎすぎですよ～ お熱下がったかな？ 
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③アクティブシニア介護分野就業促進事業 

「アクティブシニア参入促進～介護分野魅力発見講座」（静岡県健康福祉部介護保険課） 

元気な中高年齢者(アクティブシニア)が介護の仕事に興味・関心をもち、介護分野へ参入す

ることを目的に、介護事業所等への就労を目指すきっかけとなるよう講座「アクティブシニ

ア参入促進～介護職の魅力発見講座」を開催しました。 

当初、静岡 3回・浜松 2回・三島 2回・計 7回計画していましたが、第 4回(1月 13日)

まで開催後、県まん延防止等措置の状況を踏まえ、委託先と確認して以降 3回は中止となり

ました。開催した 4回の参加者は 42名、1回当たり参加者は 11名となりました。 

講座では、「介護分野の仕事とは」と題して、及川ゆりこさん(日本介護福祉士会会長)より、

介護の仕事についての説明、得意分野が生かせたり、及川さん自身がやりがいや喜びをもっ

て介護職に携わっていることなどについて、お話していただきました。 

「シルバー世代のパワーと必要性」では、杉本代表理事より、シニア世代の介護職員がど

のような環境で、どのような仕事を行っているか等、具体的イメージをもっていただくよう

にお伝えしました。そのなかで「アクティブシニア活動事例紹介」として、各部門(訪問・通

所・周辺業務等)のシニアスタッフとの質疑応答形式で、参加者が不安に思っていること、疑

問に思っていること等について Q&Aしました。また、「活動事例 DVD」では元気に活動する様

子を視聴してもらいました。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
参加者アンケートには、短時間だったが介護分野の仕事に興味を持った、楽しかった、自分なり

に活動に踏み出すきっかけになった、等の声が寄せられました。 

 

 

 

                                     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(手をつなぐ育成会さん(ｹｰｷ)) 

   

介護現場の仕事とは シニア世代のパワーと必要性 

シニア世代の活躍の様子をインタビュー形式で紹介しました。 
 

アクティブシニア(事例紹介)DVD 
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 2．人材育成・能力向上支援 

①いきいき研修会 
 
新型コロナ感染症緊急事態宣言発令が解除された期間、感染対策ガイドラインに沿って、要

望の多かったテーマについて 4回開催しました。 

権利擁護と虐待防止への対応、レクリエーションワーク、重症心身障がい児者の心得、

令和 4年の活動に向けた抱負。 

その他、部門別事例検討会、支援の知識・技術の向上、コミュニケーション技術、法令遵守

等を予定していましたが、来年度以降に延期としました。 
 

＊4/16    権利擁護と虐待防止への対応（古井慶治さん、アイセル 21、参加 33名） 

・新型コロナ感染症拡大のなか高齢者･障がい児者・乳幼児への虐待の事案等と対

処方法等について解説していただきました。介護現場で虐待等なにか気になる

ことがあったら、即、報告し早めに関連機関等に相談することが深刻な虐待の

リスク軽減に繋がることを学びました。 

<受講後のレポートより>利用者・児童の健康や安全を守れるよう観察し、いつも

と違う様子や気になったことがあったら、すぐに報告・相談することを心掛け

たいと思います。 
 

＊10/29  福祉レクリエーションワーク～高齢者・障がい者・子育て支援バージョン 

(田井中正志さん､アイセル 21、参加 46名) 

・運動不足やストレスを感じている利用者さんも見られるなか、感染リスク対策

をしながら楽しめる室内レクをご紹介いただきました。各部門スタッフが簡単

にできるエクササイズを和やかに学びました。 

<受講後のレポートより>自分も楽しく心身が軽くなりました。今日学んだレクリ

エーションを利用者さんと一緒に楽しみ、フレイル予防の効果につなげられた

ら嬉しいです。 
 

＊11/19  重症心身障がい児者支援の心得（小林不二也さん、アイセル 21、参加 38名） 

・重症心身障がい児者福祉の変遷、親子関係の特徴、障がい児への家族の願い、

支援従事者の事例等について、情熱的にお話ししてくださいました。自身の、

重症心身障がい児者支援の信条「十のスタッフの心得」を披露してくださいま

した。 

<受講後のレポートより>「スタッフの 10 の心得」を手帳に書き写して支援に活

かしたい思います。「人は一人ひとり個性があり、能力にも差がある。そのこと

を受け入れたものでなければ、障がいを持つ利用者の支援者としては失格であ

る」この言葉を意識して日々活かしていきたいと思います。 
 

＊12/17  令和 4年の活動に向けた抱負（杉本代表理事、アイセル 21、参加 51名) 

     ・コロナ禍で、各部門が日々緊張感をもって連携・協力しながらなんとか乗り切

っている状況が続いています。活き生きネットワークらしく助け合い、工夫し

て、利用者さんの笑顔を保てるよう支援しています。来年も「活き生きネット

ワークの良いところ、これからやりたいこと」等について考え合い、全員の思

いを共有し合いました。 

 
(手をつなぐ育成会さん(ｹｰｷ)) 
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②いきいき介護職員初任者研修(介護職員初任者研修(通信制)) 

福祉分野の担い手発掘、人材育成・能力向上支援施策として、介護職員初任者研修を開講し

ました。10 月 27 日静岡県介護保険課から事業所指定を受け、11 月 12 日から事前自宅学習

(38時間)、１月 12日から通学学習(いきいき研修室、16日間、92時間)を開講しました。 

受講生は 8 名。すでに介護職に就いていたり家族介護の経験のある方もして、意欲的な良い

雰囲気の通学学習となりました。講師は、活き生きネットワークのスタッフ 10名、理事・評

議員さん 4名、外部看護師さん 2名がそれぞれの分野を担当していただきました。16名の講

師が所定のシラバス(テキスト)に添いながらも、自身の経験や失敗談、介護職への思いやや

りがいなども話していただきました。1月 27日からまん延防止等重点措置発令され、会場を

活き生き研修室から、アイセル 21と喜楽庭に変更しました。演習では接触しての実技が増え

るため、広い会場で換気やフェイスガード着用等、感染防止に一層の注意をしながらサポー

トを進めました。また、濃厚接触者となった受講生もいて、講師等と調整しながら補講(4日)

やリモート授業を行いました。3 月 19 日の修了式まで休講することなく、8 名全員が笑顔で

修了となりました。現在 6名が活き生きネットワークで活躍されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4/16 権利擁護と虐待防止への対応 10/29 福祉レクリエーションワーク 

11/19 いきいき研修会 小林不二也さん 

  

 

講座のようす 

実技演習のようす 
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③資格取得・外部研修の支援 
 

職員ひとり一人が介護等の実践的な知識と技術を習得し、現場の実務に活かすことができ

るよう団体として支援を行っています。 

職員の申し出等により、資格取得支援、外部研修を行いました。 
                                  

  <資格取得者>(13名) 

介護職員初任者研修(5名)             介護福祉士国家試験(1名) 

実務者研修(2名)                      同行援護従業者養成研修一般課程(1名) 

甲種防火管理新規講習者(1名)       児童発達支援管理責任者更新研修(3名)   

居宅介護支援専門員更新研修(1名) 

  これにより、在籍職員 111 名(正規 31 名)の内、介護職員初任者研修 80 名、介護福祉士

26名、保育士 20名、実務者研修 9名、幼稚園教諭 7名、ケアマネジャー3 名、社会福祉

士 1名他が福祉関連の資格保持者となりました。 
 

<外部研修(対面研修・Web 研修・書面研修)> 

静岡市認定調査員ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修(ｹｱﾏﾈ)  薬剤師の活用について(ｹｱﾏﾈ) 

ゲートキーパー研修(ｹｱﾏﾈ)       事業継続計画・BCP研修 (ｹｱﾏﾈ)  

高齢者虐待の防止(ｹｱﾏﾈ)           難病医療従事者研修会(訪看) 

しずおか在宅医療勉強会(訪看)     しずおか倫理カフェ(訪看) 

小児訪問看護研修(訪看)        在宅ターミナル研修(訪看)   

在宅高齢者の褥瘡・栄養管理対策(訪看) 摂食・嚥下とﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞｾﾐﾅｰ(訪看) 

静岡市番町市民活動ｾﾝﾀｰ研修会(事務局) 静岡市障がい者協会研修会(自立支援) 

静岡県ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ協会研修会(事務局)    ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ講習会(緊ｻﾎﾟ) 

こども虐待防止に向けた講習会(のびっこ・にこにこ)  

在宅重症心身障害児者対応多職種連携研修(のびっこ・にこにこ) 

新型コロナ禍、目に見えない SOS研修(のびっこ) 他 

 

④外部の委員会、協議会等への参加 

NPO・福祉関連団体等が主催する協議会･連絡会のメンバー会員として参画し、各分野の関

連機関の方々等との情報交換、意見交換に参画しています。令和 3年度は、会議・研修会

は、延期・中止もありましたが、一部リモート等で参加しました。 

<外部委員会、協議会メンバー(Zoom・書面参加等> 

静岡市放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ連絡協議会    静岡市児童発達支援事業所連絡会 

安東地区福祉推進協議会         静岡市社会福祉協議会           

静岡県訪問看護ステーション協議会    静岡市番町市民活動ｾﾝﾀｰ入居団体審査会   

静清信用金庫総代会           静岡市番町市民活動ｾﾝﾀｰ運営委員会     

静岡県公益法人認定等審査会(委員)    (学法)国際ことば学院(監事)        

静岡県肢体不自由児協会理事(理事)    しずおか男女共同参画推進(専門部会)    

福祉移動サービスネット静岡(監事)    (特非)静岡県ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ協会理事会(理事)    

安東中１年生職場訪問(講師)       静岡県立大学地域産学連携特別授業(講師) 

  静岡県ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ協会ｻﾏｰｼｮｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ受け入れ(21名) 

    常葉大学保育学部保育実習生受け入れ  

 



28 

 3．理事会・総会、安全衛生委員会等 
 

①総会・理事会 
 
*総会は、議決権を持つ正会員（理事･監事､評議員）出席により､定款に定められる事項 

の議決を行っています。 

・通常総会は、事業報告及び活動決算報告（毎年 5月頃） 

・予算総会は、事業計画及び活動予算･補正予算等の決定（毎年 3月） 

*理事会は、理事及び評議員出席により毎月定例開催。 

・奇数月は、理事･評議員全員による、報告事項・審議事項(土曜 10時) 

・偶数月は、理事･評議員（外部の方）による審議事項・情報交換(木曜 18時半) 

・令和 3年度は 11回開催しました。 
 

4月 22日（木）理事会(喜楽庭 10名)   

  報告事項 ・活動状況報告 

      ・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の対応について 

  協議事項 ・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症予防対策についての通達 

(全国緊急事態宣言を受けて)  
 

5月 29日（土）理事会・通常総会(ﾍﾟｶﾞｻｰﾄ 7F 29名)  

理事会にて審議可決後、通常総会に付議・決議しました 

  議案   ・第 1号議案「令和 2年度事業報告案」承認の件 

・第 2号議案「令和 2年度決算報告案」承認の件 

  (理事会にて承認後、総会議案として議決) 
 

6月 24日（木）理事会(喜楽庭 14名) 

報告事項 ・活動状況報告 

 協議事項 ・定款変更登記案(第 5条事業） 

書面表決による臨時総会開催について(7/5表決)  
 

7月 31日（土）理事会(ｱｲｾﾙ 21 26名) 

  報告事項 ・活動状況報告  

      ・部門別活動状況報告  

協議事項 ・施設移動と人事異動について 

   ・介護職員初任者研修事業者申請案(実施要項)について 

   ・新型コロナ感染症対策 
 

9月 25日（土）理事会(ｱｲｾﾙ 21 23名) 

   報告事項 ・活動状況報告 

      ・部門別活動状況報告    

       ・介護職員初任者研修の実施について 

協議事項 ・新型コロナ感染症対策について 

     ・フリーマーケットの開催について 

 

 

 
 

5/29 通常総会・理事会(ﾍﾟｶﾞｻｰﾄ､29 名) 

9/25 理事会(アイセル 21､出席 21 名) 
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10月 26日（木）理事会(喜楽庭 15名) 

 報告事項 ・エフエム清水 Voice of SDGs～2030を目指して-視聴 

     ・活動状況報告 

     ・いきいき介護職員初任者研修の募集開始 

     ・フリーマーケットの開催について 

  協議事項 ・ｱｸﾃｨﾌﾞｼﾆｱ介護分野就業促進業務企画提案募集の対応について 

       静岡県介護保険課、11月 11日ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 

      ・喜楽庭認知症対応型通所介護事業所もちの木の休止について 

      ・喜楽庭の庭の整備、スロープ等の改修について 
 

11月 27日（土）理事会(ｱｲｾﾙ 21 24名) 

  報告事項 ・活動状況報告 

・部門別活動状況報告 

協議事項 ・令和 3年度ｱｸﾃｨﾌﾞｼﾆｱ介護分野就業促進業務について 

 令和 3年 11月 16日契約(県介護保険課) 

 (11/30～2/3 全 7回開催) 
 

12月 16日（木）理事会(喜楽庭 12名)     

 報告事項 ・活動状況報告 

     ・認定 NPO法人更新現地調査 

  協議事項 ・令和 4年度役員改選案について 

       (令和 3年度末任期満了に伴う役員改選) 
 

1月 22日（土）理事会(ｱｲｾﾙ 21 24名) 

  報告事項 ・活動状況報告 

      ・部門別活動状況報告 

      ・コロナ感染症対策状況について 

  協議事項 ・令和 4年度に向けた活動のありようについて 

重点施策の検討 
 

2月 24日（木）理事会(ｱｲｾﾙ 21 16名) 

  報告事項 ・活動状況報告 

      ・新型コロナ感染症対策状況について 

  協議事項 ・デイサービス喜楽庭の一部休業について 

      ・理事・評議員の改選、内部執行役員について 

      ・新型コロナ羅患者等への支援について(支援金等) 
 

3月 26日（土）理事会・予算総会(B-nest 26名)  

  理事会にて審議可決後、予算総会に付議・決議しました 

 議案   ・第 1号議案「令和 4年度事業計画案」承認の件 

     ・第 2号議案「令和 3年度補正予算案」承認の件 

・第 3号議案「令和 4年度当初予算案」承認の件 

・第 4号議案「理事及び監事選任案に関する件」承認の件 

 

 
 

3/26 予算総会(B-nest 26 名)  

1/22 理事会(ｱｲｾﾙ 24 名)  
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②安全衛生委員会 
 
安全衛生委員会は、労働安全衛生法に基づき職員の安全と健康の課題や要因等について情

報を共有し､快適で安全な職場環境に改善を進める委員会です。 

＊令和 3年度は、主なテーマとして新型コロナ感染症対策について、継続的に進めました。

職員の健康状況(職場巡回、健康診断結果等)､ヒヤリハット･事故報告､施設改修､健康診断

結果等について 12回開催しました。 

・4月 5日（月）  

①新型コロナ感染症対策について 

 他県への移動申請報告ルール 

 PCR検査料金補助 

②4/24フリマの感染対策の検討 

③コロナ禍での自衛避難訓練の方法(喜楽庭､くすくす他) 

 ④定期健康診断付加健診(腹部エコー)の推進 

 ⑤ヒヤリハット 1件 
 

・5月 17日（月） 

①職員の健康状況(入院手術の予定者) 

②熱中症予防啓発 

③部門別新型コロナ利用者、職員へのお願い通達(警戒レベル 5となり) 

④新型コロナワクチン接種の日程 
 

・6月 14日（月） 

①職員の健康状況(メンタルヘルス不調) 

②障がい部門移設の検討 

③ワクチン接種進捗状況(2回目に入って) 

④ヒヤリハット 2件 
 

・7月 12日（月） 

①職員の健康状況(傷病手当申請手術後復帰職員の状況) 

②抗原検査簡易キット配布(使用方法) 

③ワクチン接種の進捗状況(職員全員 2回目終了） 

④県外移動届(3件) 
 

・8月 16日（月） 

①職員の健康状況(通勤途中の体調不良) 

②まん延防止等重点措置の対応について 

③ヒヤリハット１件 
 

・9月 13日（月） 

①職員の健康状況(通勤途中に救急搬送され入院) 

②静岡県緊急事態宣言期間延長(8/20～9/12)に伴う対応 

③県外移動届 2件 

 



31 

・10月 18日（月） 

①職員の健康状況(救急搬送職員の治療への関わり) 

②利用時の PCR検査陽性の対応 

③11/16フリマ感染安全対策について 

④インフルエンザ予防接種開始(10/18～11/19) 

⑤事故報告 1件、ヒヤリハット 1件 
  

・11月 15日（月） 

①定期健康診断の検査進捗状況 

②事故報告 3件 (労災処理)  

③苦情報告１件 
 

・12月 13日（月） 

①苦情のあった職員について、就業規則に照らして検討(訪問支援をしなかったにも

かかわらず支援と報告) 

②オミクロン株の感染状況(ワクチン接種) 

③職員の退職後の人員体制(人事案) 

④年末年始の休業について 
 

・1月 17日（月） 

①職員の健康状況(入院手術職員、体調不良の職員) 

②新型コロナ濃厚接触者の対応方針(県立中央特支他)について 

③ヒヤリハット 1件 

④県外移動届(4件) 
 

・2月 14日（月） 

①職員の健康状況(手術後自宅療養職員の経過) 

 ②新型コロナ濃厚接触者となった職員の対応(3名) 

    ③こども園、学校休校時の緊急サポートセンターのコーディネートについて 

    ④ヒヤリハット 2件 
 

・3月 14日（月） 

①ワクチン接種状況(3回目接種ほぼ終了(95名)) 

②濃厚接触者となった利用者さん、職員の自粛状況(利用者 3名、職員 3名) 

③自粛職員部門の人員補充の対応について  

 

③連絡調整会議 
 
＊連絡調整会議は、各部門リーダーが課題を持ち寄り、連携・協力して活動を進めてい

ます。利用者さんに普段通りお過ごしいただけるよう、柔軟な対応を考えながら、運

営方法の改善に努めました。月 1回 12回開催しました。 
    
  ＊事務局会議を随時開催し、全員で運営対策等について情報共有を図りました。 
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 4．主催行事、情報発信活動、SDGs参加 

①交流行事の主催 

＊令和 3年度も恒例のクリスマス会、交流運動会、餅つき、研修旅行、寄り合い日等のイベ

ント開催は自粛して中止としました。 

＊フリーマーケットは、催事ガイドライン(静岡県)に添って 2回行いました。駐車場でコン

パクトな開催でしたが、ご近所さん会員さん等が来場くださりました(4 月 24 日 174 名、

11月 221名)。受付で検温し名前や電話番号を記入リストバンドをつけて来場。お子さん

連れや高齢者さんもみなさんも笑顔で楽しくふれあうことができました。 

沢山の物品提供や、運営のご協力をいただき感謝します。 

＊各部門では、季節行事や誕生会等、創意工夫をしながら楽しむことができました。 

 

                                     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

②自衛消防活動 
 
甲種防火管理者 8名による施設ごとの自衛消防隊が編成され､各施設ごとのコロナ禍での避

難訓練・安全確保等をの訓練を所轄消防署に届け出し実施しました。 

コロナ禍での自衛消防避難訓練を 2回(4月･9月)行いました。コロナ感染防止を施しながら

の部分的な訓練で、安全確保、各施設から一時立ち寄り所までの避難、安否確認手順､伝令

方法等々について訓練し確認しました。これからも施設別に継続的に検討を進めていきま

す。また、一時避難時の備蓄品のメンテナンスをしました（水・食料・簡易トイレ等） 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

(人形焼)) 

(㈱ﾐﾎﾐさんより 

(人形焼)) 

フリーマーケットのようす(活き生き駐車場) 

 

 

わくわく避難訓練 

 

にこにこ避難訓練 

 

発電機テスト(重心部門) 喜楽庭避難訓練 

 

ｴﾝｼﾞｪﾙのびっこ避難訓練 
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③発信・広報活動 
 
会員の皆様に活動の様子や予定等をお伝えし、活き生きネットワークの活動をより身近に感

じていただくよう、定期的に発信しています。            

＊ほっと通信 No.115～119の 5号発行(4/5、6/15、8/31、10/25、1/25) 

＊緊急サポート機関誌「かけつけ TAI」を 2回発行しました(8/3、1/27) 

＊ホームページをメンテナンスし、活動の様子を発信しました。 

「活き生きﾈｯﾄﾜｰｸ日々の出来事｣ﾌﾞﾛｸﾞによる日々の様子を発信(ブログ更新 15回) 

 

④ＳＤＧｓへの参加啓蒙活動 
 
活き生きネットワークは、令和 3 年 2月 1 日に SDGs を推進する事業所として宣言しました。

当団体は 5つの目標を掲げ、「誰も置き去りにしない社会」づくりを目指すことを宣言してい

ます。静清信用金庫さんの Shizuoka SDGs Community(SSC)の発足に参加しました。静岡市の

SDGs宣言事業所の情報交換・意見交換等により SDGsの普及活動等に協力していきます。 

また、エフエムしみず Voice of SDGsの出演依頼があり、活き生きネットワークの SDGsの取

り組みについてお話しました(10/4～10/25、4回) 

 

＊「すべての人に健康と福祉を」  

さまざまな家庭内の困りごとのサポートを通して、「誰も置き去りにしない」健

康と福祉の地域活動に取り組んでいきます。  

＊「住み続けられる街づくりを」  

  住み慣れた所で生涯を通して暮らせるよう、高齢者・障がい者・子育て支援・

本来事業（助け合い活動）を通して、生涯を寄り添う活動を進めていきます。 

＊「ジェンダー平等を実現しよう」 

 「しずおか男女共同参画社会づくり宣言事業所(静岡県男女共同参画推進事業

所)」登録し、男性も女性も個性と能力を十分に発揮しいきいきと活躍してい

ける活動を推進していきます。   

＊「飢餓をゼロに」   

  みんなの居場所&こども食堂「もぐもぐキッチン」は、日替わり弁当を提供し

栄養バランス改善・居場所づくりの応援をしています。また、食材卸業者等か

ら食材の提供を頂き､食材ロス削減に努めていきます。 

＊「パートナーシップで目標を達成しよう」。 

  活き生きネットワークの活動は、さまざまなＮＰＯ・関連団体、人と人との連

携・協力によって進めています。これからも、多様なパートナーシップにより

さまざまな活動の挑戦を進めていきます。 

 

 

 

 

 

H29 年 2

月 1 日ｵｰ

 

SDGs 宣言書 

静岡市 SDGs 宣言証 

10/4～25 エフエムしみず出演(全 4 回) 

 


