
令和元年度　事業報告

☆江南愛の家

月 日 行事 月 日 行事

4 お花見 3 健康診断

7 熊谷・江南ソフトボール大会参加 26 熊谷ふれあい広場

3～7 春期帰宅 27 ふれあいﾋﾟｯｸ

5 春期残留行事

12 青空給食 3 ﾊﾞｻﾞｰ ＊保護者参加行事

19 ふれあいﾋﾟｯｸ 3 福祉の心を育む事業 ＊江南中学校との

23 蕎麦打ちボランティア 10 芋煮会

20 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種

1 セルプまつり 23 アミカルコンサート

5 森林公園ハイキング 3.5.6 埼玉県障害者ｱｰﾄﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

25 納涼祭 15 教会慰問

30～31 夏の体験ﾎﾞﾗ 22 クリスマス会 ＊保護者参加行事

30 おもちつき

冬期帰宅 12/29～1/3

4 全日本障害者ＦＤ大会 冬期残留行事 1/17～18.20.24

8～9 ぶどう収穫 29 食事会

10 流しそうめん 18 健康診断

12～16 夏期帰宅 26 食事会

夏期残留行事 8/3.17.21～24.29.31 28 食事会

15 青空給食

11 ボランティア演奏会 中止 食事会

25～26 一泊旅行 ＊保護者参加行事

鬼怒川温泉　　138名

◇入所　　　　58名 ◇短大・専門学校より実習生受入　18名

◇通所　平均18名 ◇ボランティア受入　述べ54名

◇短期入所利用延人数　1,189名 ◇熊谷市障害者作品展出展

◇日中一時利用延人数　2,385名 ◇発障協利用者ボーリング大会・利用者部会

◇健康面～蟯虫検査・保菌検査 ◇熊谷市ごみゼロ運動参加

◇職員研修関係 ◇特別支援学校実習生受入

　・職場外研修　25回（延40人）

　・職場内研修　2回

☆新島荘

月 日 行事 月 日 行事

4 10 3 健康診断

5 4/27～5/6 春期帰宅 18 つくし日帰り旅行

蟯虫検査 3 ﾊﾞｻﾞｰ

保菌検査 20 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種

7 12 川本園日帰り旅行 22 クリスマス会

8 13～16 夏期帰宅 12/29～1/3 冬期帰宅

19～20 川本園一泊旅行 1

25～26 2 18 健康診断
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＊現在は玉井住宅に1名利用
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玉井自治会活動（毎月１回実施）

＊県営住宅を活用したGHとして2名定員増　4名→6名（H29.2より）
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9 愛の家一泊旅行　＊栃木県　鬼怒川温泉



☆相談支援センターあいのいえ

計画相談依頼件数　135名 （者125名　児10名）

＊身体障害　15名 ＊重度心身障害　1名

＊精神障害　28名 ＊発達障害 1名

＊知的障害　107名

＊指定難病　　1名 ※重複障害の方もいるため

＊高次機能障害　1名 　依頼件数とは一致しません

☆彩の国あんしんセーフティネット事業 ＊平成26年9月1日事業開始

・江南愛の家は埼玉県の中で第3ブロックに属する

・相談件数　　　　　　　　1件（内　現物支援1回）

・就労支援見学　　　　　0回　　　　　　　　　　　　　　



　　江　南　愛　の　家
（４月～９月）

ＮＯ．１

入所 通所 短期 日中
５８名 ２１名 延１１２名 延２０５名 入職式（１） 避難訓練（２０）

お花見（３） 災害訓練（２４）

4

月

５８名 ２１名 延９２名 延２０２名 春季残留行事（１） 面会（２６） 利用者保菌検査
青空給食（１２） （保護者総会） 災害訓練（２６）

避難訓練（２９）
5

月

５８名 ２１名 延９９名 延２０４名 セルプまつり（１） 面会（３０） 災害訓練（２６）
ハイキング（５） 避難・総合訓練（２９）

居室ワックス（２２）

6

月

５８名 ２１名 延１０３名 延２１８名 面会（２８） 避難訓練（２２）
納涼祭（２５） 災害訓練（夜間・１９）
体験ボランティア（３０．３１）

7

月

５８名 ２１名 延１０６名 延１９２名 全日本障害者ＦＤ大会（４） 夏期帰宅 居室ワックス（１３）
流しそうめん（１０） （１３〜１６） 布団丸洗い（１３.１４）
夏季残留行事（目的別外出） 布団乾燥（１５）

8 避難訓練（２３）
災害訓練（２９）

月

５８名 ２０名 延８８名 延１８８名 一泊旅行（２５～２６） 面会（２９） 避難訓練（１３）
災害訓練（総合・１９）

9

月

利用者数 利用人数

令和元年度　上半期事業報告書

月例・行事 定例 各種訓練・点検



　　江　南　愛　の　家
（１０月～３月）

ＮＯ．２

入所 通所 短期 日中
５８名 １９名 延６５名 延８５名 ふれあい広場（２６） 面会（２７） 消防設備点検（３）

ふれあいピック（２７） 災害訓練（夜間・２1）
10 避難訓練（２８）

月

５８名 １９名 延６７名 延７１名 バザー 面会（２４） 避難訓練（２１）
（保護者･施設合同主催・３） 災害訓練（２３）
芋煮会（１０）　　 インフルエンザ予防接種（２０）

11 アミカルコンサート（２３） 　　

月

５８名 ２０名 延６５名 延２８名 熊谷市障害者作品展（５．７．８）面会
教会慰問(１５） （クリスマス会同日）災害訓練（１６）
クリスマス会（２２） 冬期帰宅 避難訓練（１３）

12 年末大掃除(２６） （１２/２９〜１/３） 居室ワックス（３１）
もちつき大会（３０）

月

５８名 ２０名 延６６名 延７２名 残留行事（17.18.20.24.31） 面会日（２６） 災害訓練（２０）
食事会・通所（２９） 避難訓練（１０）

1
月

５８名 ２０名 延５８名 延６８名 節分（３） 面会（２３） 避難訓練（２０）
食事会・入所リハビリ班（２６） 災害訓練（総合・２７）

利用者・職員健康診断（１８）

2

月

５８名 ２０名 延７７名 延８０名 青空給食（１５） 面会（中止） 災害訓練（２３）
新任職員オリエンテーション（２４－２６） 避難訓練（夜間・

3

月

合計 延９４６名 延８５０名

利用者数 利用人数

令和元年度　下半期事業報告書

月例・行事 定例 各種訓練・点検



◇園内定例会議・行事
　◆会議　　
　　　＊行事委員会　　　　　 第１日曜日
　　　＊保健・給食委員会　 第1水曜日
　　　＊防火委員会　　　　　 第１木曜日
　　　＊生活委員会　　　　　 第1月曜日
　　　＊広報委員会　　　　　 第２水曜日
　　　＊倫理委員会　　　　　 第２金曜日
　　　＊安全衛生員会 第１金曜日
　　　＊リスクマネジメント会 第２木曜日
　　　＊管理会　　　　　　　　 第３木曜日
　　　＊水曜会　　　　　　　　 〃
　　　＊職員連絡会　　　　　 第４木曜日
　　　＊ケース会　　　　　　　 〃
　　　＊支援部会　　　　　　　 〃
　　　＊調理部会　　　　　　　 〃
　　　＊作業班会議　　　　 随時

　　　　　　　　　　　　＊ﾘﾊﾋﾞﾘ班会議 随時
　◆特別委員会
　　　＊個別支援計画検討委員会
　　　＊日中活動検討委員会
　◆利用者自治会（クローバー）

◆行事
　　＊買物　 （毎月１回）
　　＊利用者自治会・誕生会　 （毎月１回）
　　＊散髪 （毎月１回）
　　＊外注食 （年３回）
　　＊選択メニュー （毎月　事前２回　当日４回）
　　＊誕生者メニュー （随時）
　　＊電話日 （毎月１回男女別）
　　＊絵画教室 （毎月１回講師来園）
　　＊他施設よりパン販売 （毎月１回）
　　＊音楽療法 （毎週火曜日講師来園）
　　＊理学療法 （毎週火曜日理学療法士来園）
　　＊精神科医来園 （毎月１回）
　　＊精神科へ受診 （毎月１回）
　　＊体重・血圧測定 (第４木曜日）
　　＊健康診断 (利用者及び夜勤をする職員～年２回　　

他職員１回）
　　＊調理員保菌検査 (毎月１回）
　　＊定期清掃（業者） (毎月1回ワックス）
　　＊居室ワックス(業者） (年３回）
　　＊短大及び専門学校より実習生受入 １９名
　　＊ボランティア受入 延　５４名（前期２７名、後期２７名）

◆設備他
　　◎愛の家 ◎新島荘

◎玉井団地

令和元年度 事業報告書

ＮＯ．3



江南愛の家　　事業報告書（研修関係） 　　令和元年度（４月～９月）　Ｎｏ.4

5 みぬま福祉会竣工式・見学会 1 発障協新職研修会

5 強度行動障害支援者研修検討会議 2 社会貢献活動推進連絡会議

8.26 発障協初任者向けパック研修 4 次世代リーダー養成研修

11 発障協理事会 10 関ブロ大会

12.15.26 接遇研修 10 利用者親善ボーリング大会

17 熊谷市相談支援連絡会 16 嚥下摂食リハテーション研修

17 アミカルコンサート会議 17 熊谷市相談支援部会

19 関東入所部会 19 北関東・信越ブロック協議会会議

26 発障協評議員会 19 利用者支援委員会

7.27 接遇研修 19 事務職員連絡会

10 経営協正副会長・委員長・部会長会議・幹事会 22-23 全国知的障害関係施設長等会議

10 虐待防止権利擁護研修委員会 22.26 強度行動障害支援者養成基礎研修

11 埼玉福祉OB就職相談会 24 名栗園50周年式典

13 利用者支援委員会 26 組織強化委員会

14.21 チームリーダーキャリアパス研修 29 サビ管責任者基礎研修勉強会

16 深谷市の障害のある方の高齢化を考える講演会 31 あんしんｾｰﾌﾃｨ熊谷市連携会議

17 障害者支援施設部会 1.6 強度行動障害支援者養成基礎研修

19 ふれあいピック 1 発障協理事会

20 サポート協会監査 2 支援スタッフ委員会

21 ベーチェット協会理事会 2 障害者支援施設部会

22 共助会理事会 5 正副会長・委員長・部会長会議及び理事会

22.28 クレーム応対研修基礎編 6 虐待防止・権利擁護委員会作業部会

23 次世代リーダー養成研修 7 福祉人材センター運営委員会

24 幸仁会理事会・評議員会 9 外国人雇用に向けた研修

25 埼玉福祉実習指導者懇談会 19 あんしんセーフティネット事業ブロック会議

27 集団指導 20 松下基金運営委員会

28 経営協理事会・総会 21 自立支援協議会

28 青年部会 29-30 全国グループホーム等研修会

29 発障協理事会 30 福祉現場で必要な法律基礎知識研修

30 県サポ協会理事会 30 就労部会

31 全サポ協会総会 5 社会福祉施設経営指導事業連絡協議会

31 就労部会 5.6 青年部会県外研修

1 セルプまつり 6 埼玉福祉就職ガイダンス

2 親愛会40周年記念式典 9.18 あんしんセーフティ相談員専門研修

3 集団指導 11 サポ協第三者会議

3 アンガーマネジメント研修 11 経営協組織協会委員会

4 ふれあいピック手記大会説明会 12 ふれあい広場実行委員会

7 プレミアムセミナー 17 人材確保等にかかるプロジェクトチーム会議

8 就職フェア 19 利用者部会施設見学会

11 県サポ協会総会・支部長会 19 東京福祉実習連絡協議会

13.21 中堅職員キャリアパス研修 20 社会貢献活動推進協議会運営委員会

14.19 自立支援協議会 24 共助会理事会

19 東松山特別支援学校進路フェア 27 自立支援協議会熊谷市連絡会

19.20.28 発障協新任職員研修会 27 介護職員のための医療・薬の基礎知識

20 算定（提示決定）事務説明会 30 発障協理事会

25 感染症基礎研修

26 共助会理事会・総会

27 松下基金運営委員会

27 社会貢献活動連絡協議会

28 強度行動障害支援者養成研修検討会議

28 通所事業所部会企画会議

4月

5月

7月

８月

９月

6月



江南愛の家　　事業報告書（研修関係） 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｎｏ.５

9 アミカルコンサート会議 21 埼玉県北西部合同研修

11 ふれあい広場打ち合わせ 22 強度行動障害支援者養成研修検討会議

16 地域就職相談会熊谷会場 23 利用者支援委員会

16 自立支援協議会会議 28 正副会長・委員長・部会長会議及び理事会

16-18 松下基金国内視察研修（北海道） 29 施設長及び幹部職員研修会

22-24 全国知的障害福祉関係職員研究大会（鹿児島） 29 社会福祉関係者新年賀詞交歓会

23 財務管理担当者研修 29 支援スタッフ委員会

23 熊谷市相談支援部会 29 障害者支援施設部会

23 利用者支援委員会ブロックリーダー会議 4 発障協理事会

26 ふれあい広場 5 ふれあいピック春季大会説明会

27 ふれあいピック 7 共助会運営委員会

29-30 関ブロ大会（栃木） 10 虐待防止・権利擁護研修会

29-31 松下基金国内視察研修（熊本） 14 自立協広域相談支援事業所連絡会

31 虐待防止・権利擁護委員会作業部会 17-18 関東地区障害者支援施設部会研修会（川越）

1 精神障害に対応した地域包括ケアシステム研修 18 介護事業経営者セミナー

1 地域生活支援部会研修作業部会 19 自立支援協議会会議

5 経営協正副会長会議・理事会 20 サビ管研修演習担当講師勉強会

5 利用者支援委員会 27 全サポ協会理事会

7 発障協臨時委員会 3月 2 社会貢献活動運営委員会

7 口腔ケア研修 9 ベーチェット協会理事会

8 虐待防止・権利擁護研修従事者コース会議 13 共助会理事会

8 障害者支援施設部会 17 県サポ協会理事会

11 採用力アップ研修 23 発障協理事会

11 発障協中堅職員研修会

14 関東サポート協会ブロック会議

15 北関東・信越ブロック協議会セミナー

18 作文コンクール審査会議

18 社会福祉法人管理者研修

22 年末調整実務説明会

25 福祉サービス苦情解決セミナー

26 災害派遣福祉チーム員スキルアップ研修

27 支援スタッフ委員会

27 サビ管責任者等基礎研修

29 社会貢献活動推進協議会５周年記念式典

2 介護等体験事業実務説明会

5.1 利用者部会研修会

5 口腔ケア研修

6 相談支援部会

6 共助会セミナー「働きやすい職場づくり」

9 経営協働き方改革研修会

11 共助会理事会

11 施設見学会

11 摂食嚥下リハビリテーション

12 地域生活支援部会ホーム職員研修会

13 発障協理事会

18 青年部会

18 東洋大学実習報告会

19 自立支援協議会会議

20 医療と保険・福祉の連携研修指導者研修

14 利用者支援委員会作業部会

14 新職フォローアップ研修

15 社会福祉施設経営指導事業連絡協議会

17 神奈川県支援スタッフ委員会研修会視察

12月

1月

10月

1月

2月

11月


