
 
 
 

 

令和 3 年度 
生活介護事業所ポポロ 事業計画（案） 

 
１．基本理念 

 障害者基本法第３条「個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい福祉サービス

を保障される権利を有する」という理念に基づき、障がいのある人がより豊かな生活を

送ることができるように、個々のニーズに応えながら、サービスの質を高め、生きがい

ある明るい活動の場としての充実を図る。また、地域社会の交流を大切にし、住民の理

解と参加、協力が得られる地域に根ざした福祉拠点としての活動を図ることを基本理

念とする。 
 
２．基本方針 

 「心のこもった生きがいあるサービスの提供」を基本とし、障がいがある方の想いを

受け止め、｢その人らしい生活｣が送れるように支援を行うことを基本方針する。 
① 利用されている方の生活に生きがいを持たせ、生活の向上と自立の促進を図る。 
② 利用されている方の身体的機能の維持・向上に努める。 
③ 利用されている方が安心と豊かな生活が送れるよう笑顔と真心で支援する。 
④ 利用されている方の人権の配慮とプライバシーの確保に努める。 
⑤ 利用者、家族、地域から信頼されるサービス事業所を目指す。 
 

３．施設の概要 
①名称 
生活介護事業所 ポポロ 

②所在地 
いわき市平下平窪字二丁目１番地５ 
TEL 0246-68-6564  FAX 0246-68-6584 

 URL http://popolo.i-hukuin.com/ 
③事業の種類 
生活介護事業 日中一時支援事業 

④事業の目的 
 利用者一人ひとりの能力と障がいの特性を十分の把握し、作業活動や創作活動、社

会生活活動の機会を提供し、日常生活能力の維持向上、及び自立と社会参加の実現を

図ります。また、活動の拠点を地域に置き、地域の社会資源としての貢献を図ること

を目的とします。  
   



 
 
 

⑤事業開始年月日 
平成 23 年１月 1 日 

⑥設置経営 
社会福祉法人 いわき福音協会 

⑦建物面積と構造 
  382.14 ㎡ 木造ガルバリウム鋼板ぶき平家建て 1 棟 
⑧営業日及び営業時間 

営業日：月曜日～土曜日  日曜日、祝日は休み。 
（お盆期間・８/１３～１５、年末年始期間・１２/２９～１/３を除く） 
営業時間：８：３０～１７：１５ 

 サービス提供時間：９：３０~１５：３０ 
⑨利用定員 
１日あたり 35 名 

⑩主たる対象者 
知的障がい者・身体障がい者 
 

４．事業内容 
（１）サービス提供にあたっての基本的姿勢と基本活動 

 ① 基本的姿勢 
 ・利用者一人ひとりの障がい特性や心身の状況等を把握し、利用者一人ひとりのニ 
  ―ズや希望する生活について理解するための適切なアセスメントを行う。 
 
 ・そのアセスメントを基盤として、利用者が、主体的に生活を送り、自己決定によ 
  る自立と自己実現に向けて支援を行うための個別支援計画を策定する。 
 
 ・個別支援計画に沿って、利用者の心身の健康・維持のための日常生活の支援を 
  保障しながら、提供する諸活動によって喜びややりがいを享受する。 
 
・友人や支援者等との対人関係を構築し、地域社会とのつながりの中で、利用者の 
自己実現のための主体的な生活を送るための場として、サービスを提供する。  
 

②  基本活動 
（ア）自立支援と日常生活の充実のための活動 
 心身機能の維持、向上、創造的活動や生産的活動等を通して楽しみややりがいを

感じること、さらに友人や支援者等との交流を通して対人関係や活動の幅が広が

ることを目指して支援する。 



 
 
 

（イ） 創作的活動 
    自己を表現する喜びや、視覚や手指からの感覚的な刺激を通して、豊かな感性を

培うよう図っていく。また、利用者の特性に応じて、創作的活動を通して潜在的

な表現力や感性を引き出し、利用者の活動の幅を広げていく。 
 
    ・活動内容： 絵画・刺し子・さきおり・装飾活動・編み物 
 
 
   （ウ）生産活動 
    働くことを通して、心身機能の維持・向上や役割を担うことでのやりがい、働く

ことの楽しさ等を享受できることを目指す。また、利用者の障がい特性や心身の

状況に応じて、作業台、いす、作業に関する道具等の環境を調整し、合理的配慮

に則った対応を行う。 
 
    ・活動内容： パン菓子製造班 販売班（ステンシル・ラベル製作・貼り）手芸

班（編み物・刺し子）紙すき班 調理班（給食配膳・おやつ作

り・クッキー製造・パン給食調理）さきおり班 
 
 
   （エ）利用者の心身の状況に応じた支援 
    利用者一人ひとりの心身の状況に応じて、身体介助や医療的ケア等適切な支援を

行う。主に、支援員や看護職員による心身機能の維持・向上のための専門的支援

や、食事、排せつ等の日常生活のための支援を行う。また、日常生活上のバイタ

ルチェックや服薬の管理、健康に関する相談等の支援を適宜行う。 
 
    ・活動内容： ストレッチ・リハビリ体操・歩行訓練・散歩 ミュージックケア

（リズム体操）食前の口腔体操 買い物訓練  
          健康管理（血圧・体温・脈拍・体重）排せつ・生理介助・移動介助 
 
 
   （オ）障がいの状態に応じた支援 
    身体障がい、知的障がい、精神障がい、さらに発達障がいや難病など多様な障が

い特性に応じて、居住空間や支援プログラムの作成、コミュニケーション支援等

において、利用者が安心して過ごしやすい環境を整える。 
 
     



 
 
 

・活動内容： パーソナル作業テーブルと作業室の配置 パーソナルプログラム

視覚によるコミュニケーションツール（絵カード・文字カード・日

課プログラムカード） 
 
 
   （カ）社会参加・地域交流の機会の提供 
    障がいがあることで社会生活上の行動範囲や経験が制限されることがないよう、

社会経験の幅を広げていく。特に、地域社会への参加、交流の機会を提供し、地

域のなかで安心して生活できる環境を作ることを図っていく。 
 
    ・活動内容： 下平窪老人会とのスポーツ交流会  平窪子供会とのパン教室  

 （新型コロナウイルス感染状況により、未実施となる場合あり。）  
 
   （キ）地域の状況やニーズに応じた支援 
    所在地である地域における障がい者の生活状況や社会資源の状況等及び、地域に

おいて求められる障がい者支援にかかわるニーズに応じて、積極的に取り組むと

ともに、地域の行政、関係機関等との連携を取りながら、地域における役割を担

う。 
 
    ・活動内容 送迎 ボランティア・実習生受け入れ（クラリネット奏者・紙芝居

読み聞かせ 日常活動、イベントへの参加）地区防災訓練参加 
          （外部者の受け入れについては新型コロナウイルス感染状況によ

り、未実施、受け入れ不可となる場合あり。） 
 
 
   （ク）社会生活のための支援 
    利用者が社会のなかで様々な経験を積み、生活の幅を広げていくことや、社会の

なかでの役割や喜びや生きがいを創出するために、外出や地域で行われる活動へ

の参加等、社会生活のための支援を提供する。  
 
    ・活動内容： 平窪ショッピング 季節の行事外出（年間行事計画表１）土曜限

定外出活動（利用者１０名～１３名参加 付き添い４名～５名） 
          店舗での販売 他事業所への販売   
          （外出活動については新型コロナウイルス感染状況により、未実施

となる場合あり。） 
 



 
 
 

 
   （ケ）食事提供 
     1 週間ごとに弁当の種類を変え、マンネリにならないよう利用者の要望を取り 

れ、状況に応じて食べやすく提供する。 
手作りの焼き立てパン給食やバイキング形式、ファーストフード店の雰 
囲気を味わいながら楽しむ。 
 

     ・活動内容： 給食 季節行事食 アレルギー・食事制限食対応 ポポロパン

給食 ポポロレストラン（バイキング）、ポポロでショッピング 
 
 
   （コ）送迎 
      玄関から玄関までの安心・安全な送迎を心がけながら実施。 
 
   （サ）相談及び援助 
      利用者及び家族からの相談について誠意をもって応じ、可能な限り必要な援

助を行うよう努める。 
 
（３）安全、衛生管理 

① 非常災害・防犯対策 
・日常生活における防火・防災機材の点検・整備の強化、並びに防災訓練（火災、地

震、台風水害等想定）を実施し、関係機関・団体への通報及び連絡体制を明確にす

るとともにそれらを定期的に周知する。 
   ・重大な災害の発生や台風の接近等により危険が見込まれる場合は、利用者の安     

全確保のために避難所、早退等状況に応じて適切な対処を行う。 
   ・利用者が犯罪に巻き込まれないように、事業所として適時防犯マニュアルの見直し

等防犯への取り組みを行い周知する。 
   ② 緊急時対応  

・事故やケガ、健康状態の急変が生じた場合は、速やかに保護者、協力医療機関及び

主治医に連絡を行う等の必要な措置を行う。 
・緊急時における対応方法について、緊急時対応マニュアルの定期的見直しと周知 
 を徹底する。 
③ 苦情解決・虐待・差別防止への取り組み 

 ・事業所利用者からサービスに関し、苦情の申し出があった場合、速やかに対応し 
その解決を図る。また、苦情解決委員会を活用し、利用者により良いサービスを 
提供する。 



 
 
 

 ・事業所には、苦情解決責任者・苦情受付担当者を置き対応する。 
 ・意見箱を設置し、苦情・要望・意見などを受け付ける。 
・事業所内に苦情解決委員会のポスターを掲示し、第三者委員を掲示する。 

   ・利用者に対する虐待を防止するため、虐待防止委員会の設置、事業所には虐待防 
止責任者・受付担当者を置き対応するとともに、虐待、差別防止啓発のための研 
修や虐待防止チェックリストの実施等具体的な防止への取り組みを行う。 
（ポポロ虐待防止担当を設置。月 1 回虐待防止アンケートの集計、分析し再発

防止のための会議、研修を実施、職員への周知を徹底） 
 

④ 安全確保 
・事業所内外の安全を確保し、事故防止に努める。 
（ポポロ虐待防止担当による月 1 回リスクマネジメント会議において事故報告・

ヒヤリハット集計し再発防止のための会議を実施、職員への周知を徹底する。） 
・送迎車両の管理を徹底し、常に人命尊重を旨として、安全運転に努める。 
（送迎前の運転者の健康状態チェックシート、送迎前後の車両点検チェックシー

ト、交通安全教室年１回所内研修） 
⑤ 衛生・健康管理 
・感染症（新型コロナウイルス・インフルエンザ）予防や健康維持のため、手洗い

やうがいの施行、マスクの徹底、消毒、室内、車内の空気清浄（オゾン除菌装置）

等による感染拡大防止に努めるとともに、その都度マニュアルと防止策の見直

しを行う。 
・昼食の提供に係る設備及び菓子・パン製造に係る設備の衛生管理を徹底する。 
・利用者の健康チェック等、健康管理に必要となる器械器具の管理を適正に行う。 
・感染症または食中毒の対応や排泄物または嘔吐物に関する処理方法について、 
具体的対処方法の習得と対応マニュアルの周知徹底を行う。 

 
（４）職員関係 

①職員構成 17 名 
・所長（管理者）1 名 
・サービス管理責任者 1 名 
・主事 1 名 
・看護師 1 名 
・支援員 10 名（常勤７名 非常勤 3 名） 
・調理員 2 名（非常勤） 
・嘱託医 1 名 

 ②職員研修 



 
 
 

・専門知識や技能習得のための各種研修へ積極的に参加し、併せて内部研修を定期

的に行い、また、職員は自己啓発に努める。 
・リモート研修の導入 
（表２） 
 

（５）広報 
   ・施設の事業内容を広く地域に発信し理解を深めていただく。 

    ・ホームページ・ブログ（月 1 回更新） 
・事業所内ポポロ通信（月 1 回発行） 

 
 （６）施設整備等関係 
    ・利用者の特性に応じたサービスの提供を行うため、活動場所の拡大、安全で快適

な生活が送れるよう環境整備に取り組む。 
     従たる生活介護事業所建設予定（みそのホーム跡地） 

社会福祉施設等施設整備費国庫補助金申請 
      
                                 
表１ （年間行事）コロナウイルスの状況を見据えながら、前年の実施状況 

を踏まえ計画。 
月 行 事 内 容    

   4 開所 10 周年記念祝賀会 

いわき海浜自然の家に行こう（お花見会） 

誕生会 

5 

 

 

ポポロでショッピング 

避難訓練（炊き出し訓練） 

クラフト教室①（オリジナルカレンダー作り） 

誕生会 

  6 

 

クラフト教室②（オリジナルうちわ作り） 

公園または体育館で遊ぼう 

     誕生会 

７ 七夕まつり 

ポポロでショッピング 

誕生会 

８ 夏祭り 

ふれあい交流会（小学生との交流会） 

誕生会 

９ 防災の日 避難訓練（炊き出し訓練） 

クラフト教室③ 

ポポロでショッピング（買い物訓練） 

誕生会 

１０ 下平窪老人会とスポーツ交流会（みはま体育館） 誕生会 



 
 
 

ハロウィン収穫祭、撮影会 

１１ いわき海浜自然の家に行こう（紅葉狩り） 

ポポロでショッピング（買い物訓練） 

クラフト教室④（オリジナルカレンダー作り） 

誕生会 

１２ クリスマス会・忘年会 誕生会 

１ 初詣・新年会・正月遊び 誕生会 

２ 節分（豆まき） 

バレンタインお菓子作り 

ポポロでショッピング（販売・買い物訓練） 

 

誕生会 

３ ひな祭り 

一年を振り返る会（お祝い弁当） 

誕生会 

   

 
 表２（職員研修）外部研修については、なるべくリモート研修を選択し参加。 

外部研修 内部研修 
・社会福祉施設従事者研修（初任者他） ・外部研修報告 
・苦情解決研修 ・接遇マナー研修・ 
・福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程 ・介護（排泄・食事・車椅子移乗）研修 
・看護職員研修 ・救急蘇生及び AED 使用法講習 
・専門分野研修 ・防災研修・BCP 研修 
 ・法人研修 

 
 

《中・長期的な事業所ビジョン》 
 

（１） サービス向上への取り組み 
① 利用者本位のサービス提供 

・意思決定によるその人らしい生活を送れるよう支援の実施。 
・定期的に利用者満足度調査を実施、サービスの改善につなげていく。 

② 福祉サービスの質の確保 
・第三者評価の受審 

（２） 経営基盤充実への取り組み 
①  計画的な収入・支出 

・事業所の定員・稼働状況を都度分析し、状況に応じて適正な収入の確保に

向けて改善策を実施する。 



 
 
 

 R5 年 40 名定員（補助金決定の場合）  
 

（３） 施設設備整備への取り組み 
① 人員の増加に伴い、障がいの特性に合わせた活動場所の構造化＝従たる事業

所建設（補助金決定の場合） 
    （高齢者・重度者・発達障害者のための安心して活動できる場所の確保） 

② 人員増加に伴い、送迎車両の整備 
 

   （４）人材の確保育成への取り組み 
     ① 人材の確保育成 
       ・職員のキャリアアップを支援し、人材の定着に繋げる。 
       ・次世代育成 
       ・働きやすい職場づくり 
 

年度 ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 
 定員数 

 

決定場合 

30    

 

  

 

40 

   

 

    

  

 

     

 

 

      

 

 

 

   

増数 

 
決定場合  

1 名 1 名 ０ 

 

2 名 

０ 

 

2 名 

０ 

 

2 名 

０ 

 

2 名 

０ 

 

０ ０ ０ 

 

収入  

(千円） 
決定場合 

80,000 81,727   
 
85,106 

  
 
88,48５ 

 
 

91,939 

 
 

95,393 

 
 

 

      

支援員 常勤９ 

非常勤 3 

 
 

        

施設等 従たる事業所建設

のための補助金申

請 

〈補助金決定の場合〉 
令和 5 年度定員 40 名に変更。段階的に 2 名ずつ新規利用者を獲得し、令和

8 年度までに利用定員 10 名増を目指す。 
 


