
様式例11-2事業計画書

平成28年度 かしわ台あお ぞ ら 保 育 園 事 業 報 告

1 保育園の運営

(1)所在地

(2 

神奈川県海老名市中自ヶ谷 555番 地 の 6

)疋員 /英霊山月現イ士 /1泊 /りU1古
0歳児 1歳児 2歳児 3歳児

4月 6 12 12 11 
5月 6 12 12 11 
6月 7 12 12 11 
7月 7 12 12 10 
8月 日 12 12 10 
9月 8 12 12 10 
10月 8 12 12 10 
11月 9 12 12 10 
12月 9 12 12 10 
l月 9 12 12 10 
2月 9 12 12 10 
3月 9 12 12 10 

(3 ， .，刷 F

総数 保円土 司王手話 栄養士
4月 24 16 
2月 25 17 

※H27年度1月より産休1名その後育休

2保育目標

(1)保育時間

平日

土曜日

持末年始以外

思いやりのある優しし、子ども
明るく元気な子ども

けじめのある子ども

基本開所時間

8:30 ~ 16:30 

8:30 ~ 12:00 

一時預かりのみ
8:30 ~ 18:00 

4歳以上児 合計
28 69 
28 69 
28 70 
28 70 
28 71 
28 70 
28 70 
28 71 
28 71 
28 71 
28 71 
28 71 

調理 安全敗視員

4 2 
4 2 

延長・長時間保育時間

7:00~8 : 30 17:30~ 1 9:00 

7:00 ~ 8:30 1 2:00~18:00 



(2)保育内容等

アー運営基本方針

日曜・祝祭日も開園し、働く母親の需要に幅広く対応する0

.安全で楽しく健康な保育を行う。
・父兄の参加を積極的に受け入れて関かれた運営を行う。

イ保育方針

自立性、自主性、おもいやりなど成長してゆくうえでの基本的なカを学齢期までに
身につけさせる。

・食と遊びを通じて、心と体の健全な生育を図る。

ケ保育内容
・クッキング、を通し、食育に関心を持つ。

・テニス教室を通し、集団行動によるテニスに触れながら運動能力・集中力・持続力を高める。
・リトミックを通し、集中力を高め、ピアノの音・リズムや発令に応じ身体表現を楽しむ。
・茶道教室を通し、作法に親しみながら静的環境を楽しむ。
・戸外遊びの機会を多く持ち、自然に触れ親しむ。
・家庭では体験できlこくし、遊びなど経験する。(ホγィーへーインティング・泥んこ遊び等)
・畑でじゃがしもやさつま芋・野菜を栽培しながら生育に関心を持ちながら食育を育む。
・英語で遊ぼうを通し、英語に興味を持ち異文化に触れる機会を持つ。
・恩いを相手に伝えられる経験や機会を多く持つ。

エクラス編成

オ家庭連絡

園児別の連絡帳(毎日記入連絡)
園便り(月 1回全員配布)
月間献立表の配布
ホワイトボードにて 日の保育内容報告
運営委員会議事録の開示

3一時保育事業

-一時保育室「ぺんぎん組」を整備し、定員10名とし利用者のニーズに応える
4 保育施設

敷地 830、65m' 土地については借用(貸主相鉄興産株式会社 13年2か月の賃貸借契約)

建物。 467，42m' 建物については苓付

5年間計画
日IJ紙参照

6 施設挫備

(寄付の相手方株式会社カスタムメテ酔イカノレ研究所)
構造鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺1/1皆建

・感染症対策・・次亜塩素酸加湿器(乳児室設世)
・室内遊びの充実・・ジャンピング7 ット
-事故防止カメラ設置(園庭)
-壁紙張り替え(乳児室、増築棟)
・不審者対応・・7モノレック3台(アノレゾック)



平成29年5月30日

平成28年度放課後等デイサービスおれんじ事業報告書

1 放課後等デイサービスの運営

(1)所在地 神奈川県横浜市泉区間津町2907-4

(2)月次延べ利用者数

平成28年4月 5月 6月 7月 8月 9月

164名 166名 184名 168名 167名 194名

10月 11月 12月 平成28年1月 2月 3月

172名 179名 164名 164名 170名 190名

(3)曜日別利用者数

月 火 7l< 木 金 | 平~~JiJ10名 10名 12名 7名 11名

(4)職員数 8名(管理者/児童発達管理責任者1名 常動指導員2名 /非常勤指導員5名)

(5)サービス提供時間

平日 午後 1時

午前10時

午後 5時

午後 4時学校休業日。祭日

(6)支援・指導等

平日プログラム

各学校より来所身の回りの整理〔靴を脱ぎ自分の名前の靴箱へ入れる。

鞄から連絡帳を出し連絡帳入れに入れる。

鞄を自分の口ッカーにしまう)・手洗いーうがい a検温自由遊び(学校の宿題等)。

各活動(公園・散歩創作運動・おやつ作り等)。

帰りの支度。

ネ兄臼プログラム

各ご家庭より来所身の回りの整理(鞄から連絡娠を出し連絡帳入れに入れる。

鞄を自分のロッカーにしまう)・手洗い・うがい・検温・自由遊び(学校の宿題等)。

祝日プログラム活動(午前)外出 送迎車で公園プール・買い物等

昼食 各自、自宅からお弁当、児愛職員全員で食べるe

祝日プログラム活動(午後)外出 送迎車で公図プール買い物等r

帰リの支度



(7)年間行事

平成28年4月 5月 6月
公園へお散歩・お花見 横浜八景島シーパラザイス 公園へ行く・散歩
アンパンマン，ミユージアム 油憂マリンバーウ お買い物体験
己どもの邑 津久井浜いちご狩り ヴレープ作り
横浜市民防災セン哲一 横須賀うみかぜ公園 おにぎり作り
カルピスぜリ一作り 柏餅作り 三食因子作り
バナナケーキ作ザ ちらし寿司作り アメリカンドッウ作り
お寅い物体験 ヲJン作り

白玉因子作り

7月 B月 9月
七夕 保土ケ谷公底プル 引地台温水プ Jレ
;由査マリンパーウ(水族館) 引地台温水プール 泊歪マリンパーヲ
保土ヶ谷公園プール 庭プーJレ お買い物体験
引地台温水プール usランド 豆腐ドーナツ作り
usランF 市電保存館 お月見因子作り
お買い物体験 スイカ割り体験 おにぎり作り
七夕ゼリー作り 豆腐白玉作り おはぎ作り
豆腐ドーナツ作り お買い物体験 チョコレートケーキ作り

10月 11月 12月
J、ロウィン 大池公霞 ヴリスマス
公国へ行〈・散歩 公園へ行〈散歩 大和ゆとりの森
横須賀うみかぜ公園 お買い物体験 usランド
大和ゆとりの森 おま主ラスヲ作り 横須賀うみかぜ公園
スイートポ子川乍り アメリカンドツウ作り 久里浜はなの国
お月見団子作り 。レープ作り スイートポテト作り
おにぎり作り おにぎり作り お滋ラスク作り
パンプキンケーキ作り カレー作り 亘乳ウリスマスケーキ作り

平成29年1月 2月 3月

お餅っき 豆まき ひな祭り
寒川神社(初語) 公園へ行く・散歩 木下大サーカス
永谷天満宮(初詣) お買い物体験 津久井浜いちご狩り
羽田空港 恵方巻作り 映画鑑賞体験
ファンヲジーキッズリゾート アメリカンドツヴ作り お買い物体験
lまんべん伊達巻作り パレンヲインチョコレートケーキ ちらし寿司作り
白玉固干 ピザトースト作り お好み焼音作り
恒三舎一アンザギ一作り マシュマロムース作り



2運営総括

B月27日(土)おれんじ緑園と合同で夏祭りを開催しました。保護者・ボランティアを含め70名の方々に

参加して頂き、事故・ケガ等無く行う事が出来ました。初めての合同夏祭りということもあり、反省点が残る

夏祭りとなりました。

平成29年1月14目、小正月に仔った合同お餅つきでは夏祭りの反省を活かし、{也害のある児童や落ち着い

て座っている事の出来ない児童をお預り出来るキツズルームを設け短い時間ではありましたが保護者・職員

との交流や保護者同士の交流の湯を作り親睦を深めることが出来ました。そしてまたいつも困った時に助け7

頂いているボランティアの方々にも参加して頂き楽しんで頂く事が出来ました。

今年度、おれんじでは初めて4名の卒業生を送り出しました。卒業式ギリギりまで進路先が決まらない

児童が居る中、ご家族の心配・不安の芦に応え相談・面談等を行い、卒業式前田までlこ全員が無事

作業所等の就労支援へ進む事が決まり、学校の卒業式に参列させて頂きました。

高校卒業後、障がい者の行き場が少ないという現実と作業所等の就労時間の問題等これからの課題を

ご家族と一緒に考え寄り添える法人でありたいと思っております。

来年度から待機児童の受け入れを行い、職員のスキルアップと共に貨の向上を図っていきたいと

思っております。



平成29年5月初日

平成28年度放課後等デイサービスおれんじ緑園事業報告書

1 放課後等デイサービスの運営

(1 )所在地 神奈川県横浜市泉区岡津町2909-1

(2)月次延べ利用者数(児童発達支援、放課後等デイ合算)

平成28年4月 5月 6月 7月 B月

48 47 58 60 60 

10月 11月 12月 平成29年1月 2月

64 68 58 58 64 

(3)曜日別利用者数(児童発達支援、放課後等デイ合算) 3月末日時点

|月 l 火| 水|木|金

|3名 I3名 I5名 I2名 I3名

9月

58 

3月

77 

(4)職員数 4名(管理者兼指導員1名児童発達支媛管理責任者1名・指導員2名)

(5)サービス提供時間

平日 午後 1時 ~ 午後 5時

学校休業日・祝日 午前10時 午後 4時

(6)支援・指導等

平日プログラム

各学校より来所・靴を脱ぎ自分の靴箱に入れる。

身の回りの整理、鞄から連絡帳を出し連絡帳入れに入れる。

鞄を自分のロッカーにしまう，手洗い・うがい・検温.

自由遊び(積み木、プラレール、バランスポール等)。

公園等への散歩、外出。

手作りおやつの提供.

帰りの支度。送迎サービス、ご家族によるお迎え。

祝日プログラム

各ご家庭より来所・靴を脱ぎ自分の靴箱に入れる。

身の回りの整理、鞄から連絡帳を出し連絡帳入れに入れる。

鞄を自分のロッカーにしまう手洗い・うがい検j塁。

午前 祝日プログラム活動(送迎車にて公園等へ外出入

昼食 0 ・各自、自宅からお弁当持参。児童。職員全員で食ベる。

午後祝日プログラム活動(送迎車にて公園等へ外出入



(7)年間行事

平成28年4月 5月 6月
平塚総合公掴 大池公園 領軍公園

市小麦電粉博物粘土館遊び ホームセン聖一買い物演習 てるてる坊主作り
野毛山動物園 踊場公置

文池公園ドライブ いずみ台公園 わんr:t<城
ホットケーキ作り
潜谷中央公園

7月 8月 9月
新横浜公園 プル 旦腐F ナッツ
折り紙で製作/海の生昔物 マリンJてーヲ 貨物列車見学
マリンバーウ 室内プレイランド 大和ゆとりの森
J ~シ7ィコヨコJ、マ 湘南台文化セン9- 大池公園

ふれあい科学館 手作りアイス

10月 11月 12月
大池公園 スイートポテト ヲJン
すごるく作り キッズランF 電車見学
みかんぜリー 貨物列車見学 キッズランド
矢部池公園 稲荷台公園
貨物車見学 大池公園

1月 2月 3月
ヲJン 旦まき ピスコツアイ風ラスヲ
DVD鑑賞 DVD鑑賞 電車見学
バウンドケーキ 電車毘学 大和ゆとりの森

近隣公園にお散歩

2運営総括

-平成27年度末より利用者数は3名増加しておりますが現在に至るまで未だ定員を満たして

おりません。原因としましては平成28年1月まで児童発達支援管理責任者の不在による

新規利用ができなかったことが挙げられます。現在lま配置も完了しているため、お断り

をしていた利用者に再度見学に来てもらう等を行い、積極的な営業を行っております。

・行事報告としましては、おれんじと合同での夏祭り、お餅つきを行い、児葉はもちろんのこと

保護者機ともさらに親睦が深まりました。より親身な支援を行えるよう今後も保護者様との

連携を図っていきたいと思います。



平成29年5月29日

平成28年度放課後等デイサービスおれんじ中田北事業報告書

1 放課後等デイサービスの運営

(1)所在地 神奈川県横浜市泉区中国北2-4-1

(2)月次延べ利用者数

平成28年4月 5月

60名 61名

10月 11月

122名 1 31名

(3)曜日別利用者数 (3月末日〉

|月|火

|7名 I5名

6月

77名
12月

108名

水

6名

7月

87名

平成29年1月

111名

主
4名

B月

92名

2月

121名

金

7名

9月

106名

3月

132名

土

4名

(4)職員数 5名(管理者兼指導員1名児童発達支援管理責任者1名・指導員3名)

(5)サービス提供時間

平日 午後 1時

午前10侍

午後 5時

午後 4時土曜自

(6)支援・指導等

平日プログラム

各学校より来所・靴を脱ぎ自分の靴箱に入れる。

身の回りの整理、鞄から連絡帳を出し連絡帳入れに入れる。

鞄を自分のロッカーlこしまう白手洗いうがい検温。

自由遊び〔積み木、プラレール、バランスボール等)，

公園等への散歩、外出。

手作りおやつの提供。

・帰りの支度。送迎サービス、ご家族によるお迎え。

土曜プログラム

各ご家庭より来所靴を脱ぎ自分の靴箱に入れる。

身の回りの整理、鞄から連絡帳を出し連絡帳入れに入れる。

鞄を自分のロッカーにしまう手洗いうがいー検温。

午前 土曜プログラム活動(送迎車にて公園等へ外出入

昼食・ ・各自、自宅からお弁当持参。児童・職員全員で食べる。

午後土限プログラム活動(送迎車にて公園等へ外出)。

買い物体験か手作りおやつの提供

帰りの支度。送迎サービス、ご家族によるお迎え。



(7)年間行事

平成28年4月 5月 6月
飯田敏場 矢部池公園 本郷台7 スプラザ
矢部池公園 大和ゆとりの蘇 大池公園
おやつ作り 綾潮風車公園 和泉中央公園
買い物体験 大池公園 大和ゆとりの森

買い物体験 西が丘公園
ほうさいの島公園
和田公園

7月 B月 9月
ェ菱みなとみらい技術館 夏祭り 文相ゆとりの森
平塚総合公園 ズラシア動物置 矢部池公園
ズーラシ7動物歯 引地大プーJレ 相模原麻溝公園

相電生撲車命との}Iパ|星ふスれι地のあ博球い物博科館物学館館
お庭ブール 大池公園
光陵公園 買い物体験
平塚総合公園

飯田牧場 愛川公園

10月 11月 12月
愛川|公園 大池公園 三菱みなとみらい技術館
大池公園 総山公園 相模原公週
lまうさいの丘公園 本金牧沢プレイラ;，~ Iままぎんこども宇宙科学館

市障電の下保公存司館 動物園 大和ゆとりの森
鹿沼公国 湘南台文化セン安一

毘山公園

平成29年1月 2月 3月

餅っき大会 ニッ池公園 お台場
かわさきこども夢パーヲ 矢部池公園

金こ相ど沢模も動原電物公車園園博物館岸根公園 おやつ作り体験
ソレイユの丘 大池公園
相模原博物館 ズーラシア動物園
電車とパスの博物館 三笠公園
金沢動物園 映画鑑賞

2運営総括

平成28年1月に関所したおれんじ中国北ですが、 現在では利用者様も徐々に増えています.

6月からの利用予定人数としましては、月曜日目名、火曜日6名、水曜日 11名、木曜日 10名

金 曜日8名、 土曜 目6名の利用状況となります。まだ、 1日定員の10名には届かないので

今後も保護者への紹介依領や学校への営業活動を推進するとともに、職員!s置や送迎車の充実を図り

保護者の要望に柔軟に対応できる体制を倦築し、刺用者の増加を図っていきます。



平成29年5月28日

平成28年度共同生活援助障害者グループホーム レオ事業報告書

1 共同生活媛助 障害者グループホーム レオの運営

(1)所在池 神奈川県横浜市泉区中田北2-4-1

(2)入居者数 (定員10名〉

月 H28.4月 H28.5月 H28.6月 H28.7月 H28.8月 H2B.9月

入居者数 8 9 10 10 10 10 

契約数 。 1 1 。 。 。
退去数 。 。 。 D 。 。

月 H28.10月 H28.1l月 H28.12月 H29.1月 H29.2月 H29.3月

入居者数 10 10 10 10 10 10 

契約数 D 。 。 。 。 。
退去数 。 。 。 。 。 1 

H29.03.25で1名退去・ H29.05.28で契約1名

(3)職員数 8名(管理者1名・サーピス管理責任者1名〕

世話人3名・生活支援員3名

(4)サービス提供時間・内容

サービス時間

(5)平日入居者の1日の流れ

365日 24時間

障がい者自立支録法対象となるサービス

①食事の提供

②生活等に関する相談・支援

③余暇活動・日中活動の支援

④健康管理

⑤家事その他預かり金管理就労学習

に関する相談支援

・起床 ・朝食・作業所へ出動(各自) ・各畠日中活動・昼食(各自)

・各自白中活動・帰宅(各自) ・帰宅(各富) ・自由時間

・夕食入浴・洗濯・自由時間・消灯

・自由時間1;1:、入居者、世話人とでトランプ、 1日の出来事を話する

(6)休日入居者の1日の流れ

-起床・朝食・洗濯・ 4畢除・ 自臨時間・昼食の貰い物・昼食・自由時間

・夕食・入浴・洗濯 ・自由時間・消灯



(7)共同生活援助年間行事

H28.04月 H28.05月 H28.06月 H28.07月

お花見と貝い物 誕生日会 お祭リ

箆生E会 ・お鏡り キャシドルナイト

H28.08月 H28.09月 H28.10月 H28.11月

お誕生日会 外食 お誕生日会 秋祭り

夏祭リ お誕生日会 お祭1)・ハロウィン

H28.12月 H29.01月 H29.02月 H29.03月

クリスマス会 餅付き大会 旦まき ひな祭リ

お誕生日会

(8)家庭連絡

・突発的な事が起きた時のみ、管理者が電話をする

(9)作業所連絡

-連絡ノートがある人は、ノートに記入

・電話連絡

②運営総括

・入居者数は、定員10名に対し3月25日1名退去があり

ましたが、5月28日に契約があり 10名になりました。

・毎月、お誕生日の方がいる月には、お誕生日会を

聞いております。先月ははじめて外食でのお誕生日会を

行いました。入居者様とても喜んでおられました。

他、入居者様の作業所のお祭りに参加しています。




