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Ⅰ 法 人 本 部 

 

 

１．法人運営状況について 

令和元年6月から、理事6人全員が刷新し、スタートしました。はじめに理事と職員

の顔合わせ、理事長と職員の個別面談を行い、理事と職員の垣根のない体制を目指して、

松倉理事長を中心に法人事業運営を進めてきました。施設運営については、惠比壽施設

長を中心として事業運営を進めてきました。 

 

 

２．法令遵守並びに事業運営上の業務是正改善措置に対する取り組みについて 

令和元年12月10日に令和元年度指定障害福祉サービス事業者等の実地指導が宮城

県並びに大崎市により行われました。 

指摘事項に対し、①苦情解決、利用者からの苦情や利用者間トラブルがあった場合は、

ケース記録に必ず入力すること。苦情受付ファイルを作り記録することを職員に徹底し

た。②売上や商品の在庫の計上について、製造担当者が、入出庫表に製造・賞味期限・

出荷の月日、出荷先、種類、数量の記録及び管理を行うこと。現金及び商品を持出す場

合、経理係と担当者２人で金額を確認する。商品の持ち出しは、営業担当者と他の職員

が、持出分、また戻し分を２人で現物を確認し入出庫記録表に記録する。商品すべての

納品・販売については、経理係が随時経理システムに入力を行い、売上げの管理を行う

こととした。③就労継続支援B型利用者の計画・モニタリングについては、洩れなく作

成することとした。④食事提供体制は、利用者の厨房内での作業は、施設以外への給食・

弁当・店舗オーダーに関してのみと徹底した。これらを早速是正改善し、法人及び施設

職員がより一層、一体となり業務改善に取り組み、事業運営にあたることとした。 

 

 

３．新型コロナウィルス感染症対策に対する取り組みについて 

  令和２年２月に宮城県を通じての厚生労働省からの「社会福祉施設等における新型コ

ロナウィルスへの対応について」に基づき、職員、利用者への感染防止の周知用のチラ

シを配付、施設内への感染防止のポスターの掲示を行った。また、「社会福祉施設等で

の新型コロナウィルス感染症患者発生時の対応について」は、概要文書を全職員に配付

するとともに、事務室等へ掲示し、速やかに対応できるようにしている。 

利用者へは、朝礼等で手洗いとアルコール消毒、マスク着用を厳守するよう声がけを

継続的に実施している。来客者の対応については、マスクの着用厳守、入室前に玄関内

で手のアルコール消毒、検温を行い、来客用記録簿に氏名、日時と合わせて記入を促し、

感染防止の対策を行っている。 
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  ≪法人の取組≫ 

 

   １．サービスの質の向上 

     ① 職員の接遇、支援技術の向上 

      ・コミュニケーション術研修 

   ２．利用者の安全・安心の確保 

     ① 危機管理（リスクマネジメント）の強化 

      ・リスクマネジメント研修 

     ②洪水時等の避難確保計画作成し周知 

   ３．地域交流、関係機関・団体との連携 

     ① 地域行事への参加 

     ② 関係機関・団体との連携 

     ③ 支援組織等との連携 

   ４．人事育成の強化 

     ① 職員研修の充実 

      ・職場のモチベーション研修 

   ５．経営マネージメント力の向上 

     ① 法人制度改革への対応 

（1）事業運営の透明性の向上 

 ・ 財務諸表・現況報告書等のHP公開 

      （2）地域における公益的な取組について 

        ・高齢者配食サービス、指定障害福祉サービス事業所への配食 

     ②地域における公益的取組の推進と新たな福祉サービスの開発 

      ・受託：放課後児童クラブのおやつ提供サービス 

   ６．業務の合理化 

     ①事務事業の見直し 

     ②支援組織体制等の見直し 

      ・基準 利用者7.5人に職員（職業指導員）1人 

利用者6人に職員（職業指導員）1人配置 

     ③相談支援における権利擁護と虐待防止研修 

   ・虐待防止のための職員セルフチェックリストの定期的励行（当面毎月実施） 

④虐待防止に対する共通認識と問題意識の共有化 

  ・施設職員が提示した改善策と今後の対応策についての確認と検証 

⑤法令遵守・就業規則の励行 

  ・社会保険労務士を講師としてハラスメント対策研修を実施 
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４．評議員会・役員会（理事・監事）の開催状況について 

 

  令和元年度は、理事長並びに業務執行理事の任期満了に伴う改選に関する件、欠員補

充評議員の選任候補者の推薦に関する件、温泉玉子製造事業に関する件を中心に、この

１年間 理事会5回、評議員会１回を開催しました。また、運営委員会を５回開催いた

しました。 

 

（１）理 事 会 

月  日 会議の内容 備 考 

令和元年 5月２１日 法 人 監 査 

理事長 

監 事   

2/2人 

令和元年 5月２８日 

 

第1回 理 事 会 

議案 〇平成３０年度事業報告について 

〇平成３０年度決算報告について 

○監査報告 

理 事   

5/6人 

監 事   

1/2人 

令和元年 6月１９日 

第2回 理 事 会 

議案 〇理事長並びに業務執行理事の任期満了に

伴う改選に関する件について 

理 事   

6/6人 

監 事   

1/2人 

令和元年 9月２８日 

第3回 理 事 会 

議案 〇欠員補充評議員の選任候補者の推薦につ

いて 

報告 〇理事長の職務執行状況報告 

   〇労働基準法第３９条の改定等 

〇洪水時等の避難確保計画 

理 事    

6/6人 

監 事    

2/2人 

令和元年12月２６日 

第4回 理 事 会 

議案 〇温泉玉子製造事業について 

報告 〇理事長の職務執行状況報告 

   〇職員就業規則の一部改正 

   〇宮城県・大崎市実地指導結果 

理 事    

6/6人 

監 事    

2/2人 

令和２年 ３月３０日 

第5回 理 事 会 

議案 〇補正予算（第一次）について 

〇令和２年度事業計画について 

〇令和２年度予算について 

報告 〇理事長の職務執行状況報告 

理 事   

5/6人 

監 事   

2/2人 
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令和元年１０月１９日 

新任評議員委嘱状の交付 

※任期：令和元年10月19日から 

    令和2年度決算に係る定時評議員会の 

終結時まで 

3人 

 

 

（２）評議員会 

月  日 会議の内容 備 考 

 

平

令和元年6月１８日  

第１回定時評議員会 

議案 〇平成30年度決算の承認について 

（監査報告） 

   〇次期理事・監事候補者について 

報告 〇平成３０年度事業報告について 

評議員  7/8人 

監事    1/2人 

 

 

（３）運営委員会 

月  日 会議の内容 備 考 

令和元年 ８月 ８日 第１回運営委員会 

○職員並びに理事紹介 

〇職員組織体制並びに事務分掌 

〇業務執行理事職務権限及び理事長専決

規程 

〇評議員の選考 

〇労働基準法第３９条の改正 

〇事業運営の課題 

理事  5/6人 

令和元年１０月３０日 第2回運営委員会 

○評議員選任・解任委員会の結果 

〇事業運営の課題 
理事   6/6人 

令和元年１２月 ２日 第3回運営委員会 

 〇事業運営の課題 理事  6/6人 

監事  2/2人 
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令和２年 ２月 ５日 第4回運営委員会 

〇事業運営の課題 

〇宮城県実地指導に伴う是正改善 

理事  6/6人 

監事  2/2人 

令和２年 3月 6日 第5回運営委員会 

○施設組織体制 

〇新型コロナウィルス感染症対策 
理事  5/6人 

 

 

 

５．評議員選任・解任委員会 

（１）委員  4人（外部委員 3人、監事 1人） 

   

（２）開催内容 

月 日 内 容 結 果 

令和元年10月18日 
欠員補充評議員の選任 

（定款第6条第1項） 
評議員 3人選任 

    

 

6．主な事業並びに施設整備の状況 

  （１）職員の人事 

    ①正規職員に登用         （任用１人）4/1付 

    ②施設長兼サービス管理責任者   （昇格１人）4/1付 

    ③職業指導員（正規職員）     （退職１人）9/15付 

   

  （２）建物附属 

    ①作業室 ダクト・保温設備一式      998,800円 

    ②作業室 給排水設備一式（スチコン周り） 242,770円 

 

   （３）備品等の購入 

    ①インバーターエアコン  1台  104,544円 

    ②食器洗浄機       1台 1,169,300円（時間外労働等改善助成金 857,000円）  

     

（４）委託契約 

    ①.給食献立・栄養指導並びに保健指導業務委託 

      委託先     NPO法人ハッピートおおさき  代表 千島 優子 

      委託料     50,000円/月 
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    ②.労働保険事務等委託  

      委託先    社会保険労務士法人  TMC   栃木県塩原市 

      委託内容    職員の社会保険料等に係る書類作成及び徴収金の申告・納付及

び行政機関への手続き代行、労働基準法に基づく労使協定の作

成及び行政機関への提出代行、労働社会保険諸法令及び個別労

使紛争発生予防に関する相談指導等 

      委 託 料   60,500円/月 

              

    ③MSJコンピュータ会計による月次会計処理委託 

      委託先    車田正光公認会計士事務所 有限会社 車田総合経営 

      委託内容   月次会計処理のチェック、月次試算表の適正性チェック等のア

ドバイス、決算書作成（別途） 

委 託 料   60,500円/月 

    

    ④嘱託医業務委託料 

      委託先   大崎市民病院 田尻診療所 

      委託料   61,800円/年 

 

7．法人及び施設事業に対する寄付金等  ２５５，０００円 

施設事業運営に対してご支援をいただきました。  

     ○施設事業寄付金  １８０，０００円       匿  人    様 

○施設事業寄付金    ２５，０００円       田尻教会   様 

○施設事業寄付金   １０，０００円       取引業者     様 

○施設事業寄付金   ２０，０００円       大崎タイムス 様 

○施設事業寄付金   ２０，０００円       すずかけの里を支える会 様 

 

8．補助金等    ８５７，０００円 

労働能率の増進に資する機器（食器洗浄機）を導入することにより、固定作業時間

を減らし、日々の作業効率を高めるため勤務間インターバル制度を設け（就業規則に

休息時間を新設）、宮城労働局から助成金が交付された。 

 

 

■時間外労働等改善助成金   ８５７，０００円 
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Ⅱ 施 設 事 業 

 

１．はじめに 

 

令和元年度は、施設の職員体制が変わり手探りの中での事業運営となりました。 

支援者として職員一人ひとりが障害者支援に対する知識を高め、本来持っている利用者

の「強み」をいかに引き出し、本人の目標達成に向け、施設内でのケース会議、その情報

共有や外部研修の参加により知識の習得を目指してきました。 

秋には台風 19 号の影響で、すずかけの里まつりの開催が延期としましたが、11 月に

実施することができ、地域の方々をはじめ施設利用者も楽しいひと時を過ごしました。ま

た、台風で浸水の被害を受けた鹿島台の大沼ファームのサツマイモ畑に職員と利用者が２

日間、収穫作業のボランティア活動を行い、利用者は助け合いという貴重な経験をするこ

とが出来ました。 

１２月には宮城県と大崎市による実地指導があり、職員の利用者に対する支援の仕方や

書類の整備などについて指導されました。その後、指摘事項を是正改善し取り組みを行っ

ております。 

工賃については、これまでも支給額が課題となっておりました。4月当初、売り上げを

確保し現状のまま支払えるようにしていくと目標を立てましたが、大幅な売り上げ減少に

伴い１０月分の支払いより工賃の支給割合を変更、また就労時間の短縮をせざるを得ない

状況となりました。 

また、年明け2月中頃より新型コロナウィルスの影響が徐々に出始め、売り上げにも影

響が出てきました。3月には学校給食やケータリング、弁当注文等のキャンセルが相次ぎ、

厳しい状況のまま年度を終了することとなりました。 

 

 

２．事業毎の活動状況と販売額 

    

当年度は温泉玉子事業の転換期でありました。これまで製造は鬼首「かむろ荘」の源泉

を使用し行ってきましたが、令和２年４月から食品衛生法のハサップに対応した製造の環

境整備や製造管理記録を行うこととイセ食品㈱から告知されました。製造の環境整備を現

地かむろ荘の敷地内で行うことは難しいことから、当施設内での製造を検討した結果、当

初ボイルドエガー導入を検討しましたが、施設の電気容量が不足しているため、キューピ

クル設置をしなければならないと東北電力からの回答があり、４月までキューピクル設置

が出来ないこと。製造室の改修、試験製造、また温泉玉子の製造後の菌検査では、製造後

３０日後の菌の状況を確認しなければならないこと。４月から製造販売を行うためには、

３月中にこれらをクリアしなければならないため、ガス式スチームコンベクションを２台

導入しました。また、鳴子「あすか旅館」の飲める温泉水を無償提供していただき、温泉
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水使用の温泉玉子として引き続き製造にこぎつけました。また、ラベルには鳴子温泉イメ

ージキャラクター「なる子ちゃん」を採用、鳴子温泉玉子のイメージアップを図りました。

製造を鬼首から施設に切り替えた費用対効果は、次年度以降となります。しかし、これま

で特に冬季間は、鬼首まで保冷車で行って源泉で温泉玉子の製造を行う職員の安全性を考

えた場合、それを脱却したことはひとつの成果と言えます。 

 

令和元年１０月１日消費税の増税に伴い、全ての原材料、諸経費が値上げされることか

ら、当商品の販売価格の見直し、事業を進めてきました。岩出山のあ・ら・伊達な道の駅

は、利用客が多いことからコンスタントに毎月温泉玉子を納品、給食用食材として、餃子

等を石巻市学校給食センターに納品しています。しかし、多くの学校給食センターは毎月

納品とは至らないため、新年度の新たな販路として、登米市立の５つの学校給食センター

と契約を行いました。イベント販売の収益拡大に向けての試みとして、他社の「牛タン・

スペアリブ等」客の人気があり、利益率の高い商品を仕入れ販売を手掛け「ひとめぼれマ

ラソン大会」では、収益を得ました。イベント販売は、自社商品にこだわらない客のニー

ズに応えられる他社の商品を加工し販売する必要性があることを職員間で確認しました。 

 

 

（１）餃子・しゅうまい・コロッケ製造 

                         （単位：円） 

令和元年度決算 平成30年度決算 増 減 対前年度比 

12,274,611 14,125,368 ▲1,850,757 86.9％ 

 

 大崎管内、宮城県産の食材を活用し商品づくりを行ってきました。令和元年度は前年度と比

較すると菅野食品からの受注が４５％減少、全体では 12.8％減ったことが減収の大きな要因

で、学校等からの受注減少も合わせ対前年度 13.1％減となりました。原価率を下げるという

長年の課題をクリアすることが出来ず、利用者工賃にも影響するほど厳しい状況でした。 

 令和2年度に向け、原材料・経費を見直し無駄のない製造計画を立てながら、売れる商品づ

くりを行う必要があります。 

 

 

（２）温泉玉子製造 

                         （単位：円） 

令和元年度決算 平成30年度決算 増 減 対前年度比 

22,039,660 21,231,842 ▲807,818 103.8％ 

 

令和元年度は「安心・安全」の製品の提供を目標に進めてまいりました。繁忙期にはイセ食

品㈱との連携を密に図るとともに、他の製造部門からの協力により滞りなく出荷してきました。

利用者の作業に対する責任感と情緒の安定が良い製品に繋がり、クレームゼロに近い結果とな
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りました。 

これまでは、鬼首の「かむろ壮」での製造を行ってきましたが、令和2年度からスチームコ

ンベクションを使用した温泉玉子の製造を施設内で行うこととしました。これまで同様、原材

料・資材等のロスを抑えた「安心・安全」な温泉玉子の製造を行い、売り上げ向上に努めてま

いります。 

 

 

（３）店舗販売 

                         （単位：円） 

令和元年度決算 平成30年度決算 増 減 対前年度比 

11,046,390 14,021,471 ▲2,975,081 78.8％ 

 

令和元年度から「つばさ等」の事業所への昼食提供が終了し、収入が減少となってしまいま

した。弁当販売は地域の各行事・会議・子供会等から注文を受け、日曜日も大量発注は積極的

に販売を行ってきました。 

今後は、弁当販売のチラシの作成を行い、事業所等への販売につなげていきます。また、店

舗ランチ営業は、早急に新メニューを検討、展開し、集客率を目指していきます。 

週2回の餃子半額デーも、好評を得ていますので引き続き行っていきます。 

 

 

（４）受託事業 

                        （単位：円） 

令和元年度決算 平成30年度決算 増 減 対前年度比 

2,496,673 3,581,127 ▲1,084,454 69.7％ 

 

令和元年度、美里町放課後児童クラブの依頼が 5 件から 4 件に減った事と、毎年 11 月頃

に委託される塩釜市の酒造会社浦佐㈱からの柚子の搾汁は、柚子の不作により前年度よりも大

幅な収入の落ち込みとなりました。 

令和2年度では、食品を中心とした受託受け入れを広くアピールし、利用者の作業・工賃に

繋がるよう進めてまいります。 

 

 

（５）販売総額 

                         （単位：円） 

令和元年度決算 平成30年度決算 増 減 対前年度比 

47,857,334 52,959,808 ▲5,102,474 90.4％ 
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【年度別販売額の推移】           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．工賃の現状（前年度との推移）について 

基本報酬の算定が平均工賃での算定となり、月の就労が5日未満の利用者を算定人

数に含むことで、全体的な平均工賃額が下がり基本報酬の減収となりました。   

また、宮城県からの実地指導があり、工賃は事業収入から材料費、経費等を差引い

た後の収益で工賃を支払うこと。事業収入が対前年度 90.4％と減少したため、令和

元年度は23,424円、対前年度5,409円減の月額工賃となりました。 

製造原価率の引き下げ、製造にかかる需用費、管理経費の節約など改善すべき課題

があり、平均工賃を引き上げる経営努力を図ってゆく必要があります。 

 

   【利用者の工賃分布比率  就労継続 ４５人】  （平成31年6月１日現在） 

時給：円 510 400 395 345 320 315 310 300 270 260 255 250 200 

人 数 2 1 1 8 2 5 1 9 2 1 3 2 6 

割合％ 4.6％ 4.6％ 58.2％ 18.7％ 14.0％ 

 ※工賃分布の割合として、300円から345円までは25人、58.2％で全体の約6割を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

250～270

300～345

395～400

510

42,000

44,000

46,000

48,000

50,000

52,000

54,000

販売総額

販売総額 47,857 52,960 50,074 46,247 48,729 51,444

令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度 平成27年度 平成26年度
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           【目標工賃額（施設目標）】             （単位：円） 

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 令和元年度 

23,000 25,000  26,000 28,000 29,000 30,000 30,000 30,000 

 

            【平均工賃実績額】               （単位：円） 

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 令和元年度 

24,479 23,598  25,882  26,756  31,491  29,909  28,833  23,424 

対前年度 96.4％ 109.7％ 103.4％ 117.7％ 95.0％ 96.4％ 81.2％ 

 

【達 成 率】 

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 令和元年度 

106％   94％ 99.5％ 95.6％ 105.8％ 100.9％ 96.1％ 78.0％ 

 

 

４.  イベント等出張販売回数及び参加者数    

 

 ※令和 元 年度：イベント回数20回 延べ22日 約160人 

※平成30年度：イベント回数3０回 延べ33日 約170人 

 

月 日 イベント名 場 所 参加者 

4月20日 

4月21日 
加護坊さくら祭り 加護坊山四季彩館駐車場 職6・利2 

4月28日 菜の花フェスティバル 川渡温泉河川敷公園 職2・利2 

5月26日 食ってみら㏌美里 美里町トレーニングセンター 職3・利4 

7月28日 田尻福祉会 夏祭り かごぼうの里 職2・利1・ボ3 

8月2日 古川花火大会 市民プール駐車場 職5・利1 

8月3日 

8月4日 
古川まつり リオーネ古川 職7・利4・ボ3 

8月13日 本小牛田祭り 牛飼公園 職3・利1・ボ2 

8月24日 たじりのおまづり 田尻総合体育館 職3・利1・ボ1 

8月25日 ジャンボ肉まつり㏌たじり 田尻総合体育館 職4・利2・ボ1 

9月8日 岩出山政宗公まつり 大崎市岩出山商店街 職2・利2 
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9月15日 健康まつり 古川民主病院駐車場 職2・利1・ボ1 

10月5日 駅東サークル発表会 美里町駅東地域交流センター 職3・利2 

10月6日 ゆとりーと交流フェスティバル 美里町駅東地域交流センター 職3・職2 

11月3日 美里ひとめぼれマラソン 美里町トレーニングセンター 職4・ボ1 

11月3日 田尻文化祭 大崎市田尻沼部公民館 職3 

11月10日 美里町民文化祭 美里町文化会館 職3・利1 

11月16日 古川支援学校文化祭 志田地区公民館 職1・利2 

11月23日 田尻ふれあいまつり 田尻農村環境改善センター 職2・利1 

11月24日 すずかけの里まつり すずかけの里 職・利全員 

1月14日 田尻どんと祭 田尻総合体育館グラウンド 職3 

 注：参加者  職：職員  利：利用者  ボ：ボランティア 

 

 

5． 支援学校等からの実習等受入件数  

 

古川支援学校をはじめ、金成支援学校、東北福祉大学、田尻中学校から実習の依頼

があり受け入れを行いました。支援学校からは卒業後の進路選択の一つとして、また

大学生の実習は資格取得を目指し、将来は福祉の仕事に就く目的からのものでした。 

 これからも実習依頼には積極的に対応するよう努めてまいります。 

 

月日（曜日） 実習団体等 受入人数 備 考 

5月8日(水) 

5月9日(木) 
大崎市立田尻中学校 2人 現場実習 

6月17日(月) 

6月21日(金) 
古川支援学校 1人 現場実習 

8月6日(火) 

8月9日(金) 
東北福祉大学 1人 現場実習 

10月21日(月) 

10月25日(金) 
古川支援学校 1人 現場実習 

10月21日(月) 

11月1日(金) 
金成支援学校 1人 現場実習 

 

※令和元年度実習人数   6人   延べ 24日  
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６. 視察研修団体・手作り体験等の受入れ  

    

   地域の各種団体をはじめ、大崎管内からの施設見学等がありました。視察者からの

感想として、すずかけの里で働く利用者の真剣さと目の輝きが素晴らしいとの評価を

いただいています。 

※１３団体 １６８人 

月 日（曜日） 訪 問 団 体 等 備 考 

6月3日（月） 古川北学区 手作り餃子体験 

6月6日（木） 古川支援学校高等部 施設見学 

7月20日（土） 長根子供会 手作り餃子体験 

7月23日（火） ひだまり 施設見学・昼食 

7月26日（金） ばっけの家 施設見学・昼食 

8月20日（火） 不動堂手をつなぐ育成会 施設見学 

10月3日（木） 鹿島台民生員 施設見学 

10月30日（水） よつば農園 施設見学 

11月20日（水） 田尻小学校2年生 施設見学 

1月21日（火） JAみどりの 施設見学・昼食 

 

 

７．利用者自治会活動について  

 

利用者相互の親睦と調和を図る目的とし、仲間意識・連帯感・協調性を養える場と

して自主的な活動等を支援してきました。 

昨年度に引き続き、忘年会は平日の作業後に昼食も兼ねて行い、利用者全員が参加

できる会となりました。 

また、ハッピート大崎の協力をいただき、恒例の長海苔巻きづくりを行い、自分た

ちでつくりあげた長海苔巻きに舌鼓を打っていました。 

 

 ※活動回数  ５回 

実施年月日 行事内容 場  所 参加者 

5月19日(日) フライングディスク県大会 仙台 利用者 

6月7日(金) すずらん会お楽しみ会 改善センター 利用者・職員 

12月7日(土) カローリング交流会 
美里町中埣 

コミュニティセンター 

利用者・職員 

退職者の会 

12月24日(火) 忘年会 ロマン館 利用者・職員 

1月31日(金) 長海苔巻き作り すずかけの里 
利用者 

ハッピート 
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８．健康管理について 

 

毎年1回、利用者と職員全員を対象とした健康診断を実施し、その診断結果に基づ

き、毎月ハッピート大崎の栄養士、保健師による健康相談と健康管理を個別に実施し

ました。 

その中で、気になる診断結果や症状のある利用者に対しては、家庭と連携を取りな

がら利用者の健康管理・栄養管理に取り組んできました。 

作業開始前には、部門毎に利用者一人ひとりの検温、体調面や衛生面のチェックを

行い健康状態の把握に努めました。 

また、11 月にはインフルエンザの予防接種を全職員と利用者を対象に行い、集団

感染の発生を予防することができました。 

また、各家庭において健康管理に対する意識の高揚を図るためのチラシを作成し、

配付しました。 

 

 

９．地域社会との連携について（行事・ケータリング・奉仕活動等）       

  

   ※活動回数  25回 

月日（曜日） 行 事 内 容 場 所 参 加 者 

4月11日(木) 加護坊山クリーン作戦 田尻加護坊山 職1・利2 

4月11日(木) 田尻観光協会総会 田尻加護坊山四季彩館 職1 

4月23日(火) 大崎商工会田尻支部総会 大崎市田尻 職1 

4月27日(土) 倫理法人会田尻地区会 すずかけの里 職1 

5月22日(水) 社会貢献委員会 すずかけの里 職1 

6月20日(木) 田尻まちづくり協議会 田尻総合支所 職1 

6月24日(月) 福祉夢まつり実行委員会 大崎合同庁舎 職1 

7月24日(水) 福祉夢まつり実行委員会 大崎合同庁舎 職1 

7月29日(月) 更生保護女性部七夕飾り作り すずかけの里 利3 

8月21日(水) 福祉夢まつり実行委員会 大崎合同庁舎 職1 

8月22日(木) 田尻社協ヒアリング 虹の里 職1 

9月19日(木) 福祉夢まつり実行委員会 大崎合同庁舎 職1 

9月27日(金) 田尻観光協会役員会 スキップセンター 職1 

10月9日(水) 福祉夢まつり実行委員会 大崎合同庁舎 職1 

10月23日(水) 福祉夢まつり実行委員会 大崎合同庁舎 職1 

10月28日(月) 金婚の集い実行委員会 スキップセンター 職1 

11月13日(水) 金婚の集い実行委員会 スキップセンター 職1 

12月7日(土) 金婚の集い準備 沼部公民館 職1 
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12月8日(日) 金婚の集い 沼部公民館 職1 

1月18日(土) 賀詞交歓会 沼部公民館 職4・利1 

1月28日(火) 田尻観光協会役員会 スキップセンター 職1 

2月17日(月) 社会貢献委員会 古川商工会議所 職1 

3月2日(月) 田尻桜まつり実行委員会 田尻総合支所 職1 

3月16日(月) 田尻桜まつり実行委員会 田尻総合支所 職1 

3月23日(月) 田尻観光協会役員会 田尻総合支所 職1 

   注：参加者  職：職員  利：利用者 

 

 

１０．危機管理対策について 

 

「すずかけの里」における洪水時等の避難確保計画を 8 月に作成し、全職員に役

割・避難誘導、避難場所を確認するとともに、洪水時避難経路図を貼付しました。ま

た、消防計画を作成、自主点検、消防設備の点検は、年２回専門の会社に依頼し実施

し、消防署からの査察に対応できる安全に努めてきました。 

製造に関しては、従事者の腸内細菌の定期的検査、健康管理、器具の保守点検等食

品の安全にも十分に分配慮しました。また、施設内外のそ族・昆虫等防除作業を毎月

専門業者に実施し、ネズミ等の駆除、施設内殺菌消毒を実施し、衛生管理の徹底を行

いました。 

利用者の通退所時の交通安全についても送迎車両の定期的な点検と、自転車通所者

への安全意識の高揚にも努めました。 

  

  

１１．職員研修について 

 

全体会議・ケース会議を定期的に開催し、内部の意思統一と事業調整を主体に利用者へ

のサービスの向上に取り組みました。宮城県社協主催の各種研修を職員が受講し、専門的

な知識の習得、向上を図りました。職員の意識改革と職場環境の改善を図るとともに、

３月１９日に全職員を対象としたハラスメント対策研修会を TMC 社会保険労務士か

ら講師を招き実施しました。 

 

また、食品衛生法上で今後義務化となるHACCP導入に向けた研修へも２人が受講し、

対応出来るようにしました。 

 

実施月日 研修名 場 所 参加者 

5月19日(日) きょうされん宮城支部総会 仙台シルバーセンター 平山 
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5月29日(水) OJT指導者研修 仙台エレクトロンホール 佐々木 

6月28日(金) 集団指導 県庁 鎌田 

8月5日(月) 就労ワーキング 大崎市図書館 惠比壽 

8月28日(水) 介護職員等処遇改善セミナー 宮城野区中央市民センター 安部 

9月5日(木) 就労ワーキング 大崎市図書館 惠比壽 

10月1日(火) 

10月2日(水) 
新任職員研修 パレス宮城野 佐藤 

10月2日(水) クレーム対応研修 フォレスト仙台 平山 

10月9日(水) コミュニケーション技術・対人援助技術研修 宮城県管工事会館 岩渕 

10月9日(水) TMC研修会 仙台サンプラザ 安部 

10月28日(月) 福祉サービスの苦情解決に関する研修会 仙台アエル 惠比壽 

10月31日(木) 栗原市障がい者就労セミナー 栗原市 惠比壽 

11月22日(金) 労務管理セミナー 仙台アエル 安部 

12月12日(木) HACCP研修 大崎市古川合同庁舎 平山 

1月17日(金) HACCP研修 大河原町 平山・佐々木 

1月23日(木) 食品衛生責任者講習会 大崎市古川合同庁舎 佐々木・岩渕 

2月12日(水) OJT指導者フォローアップ研修 宮城県管工事会館 佐々木 

2月18日(火) ロジカルシンキング研修 宮城県管工事会館 平山 

3月19日(木) ハラスメント対策研修 すずかけの里 全職員 
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10/23、28 すずかけの里の職員・利用者 

＜大郷町にある大沼ファーム農園にて＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【収穫作業の様子】 

 

 

 

 

 


