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平成 29年度 就労継続支援事業所 B型 事業計画（案） 

すまいる B 

１．基本理念 
 ノーマライゼーションの理念に基づき、利用者の方が地域社会から隔離されること

のない「完全参加と平等」を目標に掲げ、障がい者ひとりひとりの人生の質（クオリ

ティ・オブ・ライフ）の向上と自己実現を目指し、地域の中で自分らしく幸福感や生

きがいをもって自立した生活が送れるよう支援していく。 
 

２．事業運営方針 
就労継続支援 B 型事業所は、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むこと

ができるよう、利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活

動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適

切かつ効果的に行うものとする。 
事業の実施に当たっては、関係市町村、他の障害福祉サービス事業者、その他の保

健医療サービス機関、利用者を取り巻く社会資源との連携を図り、総合的な福祉サー

ビスの提供に努める。 
 
３．支援方針 

（１）居場所支援 
 生活の場以外に地域の中で心のよりどころ・生きがいを持てるような居場所（サー

ビス事業所）としての役割を目指した支援。 
（２）生きがいづくり 
 就労や、その他の活動を通して生きがいを持って自己実現できるような支援を行う。 
（３）自己決定・自己選択・自己責任 
 安易な保護・管理をせず、利用者の方が自分自身の人生の責任主体となり、自己決

定・自己選択を行い、自分の人生を形成し、自立した生活が送れるよう支援する。 
 

４．事業所名および所在地 
（１）事業所名：就労継続支援事業所（B 型）すまいる B 
（２）所在地：〒088－3202 北海道川上郡弟子屈町鈴蘭６丁目１番５号 
（３）電話：015－486－7280（ｆａｘ同左） 
 

５．従業者の人数 
（１）管理者 １名（常勤・サービス管理責任者兼務） 
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所

の従業者に対し、法令等を参遵守させるために必要な指揮命令を行う。 
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  （２）サービス管理責任者 １名（常勤・管理者兼務） 
サービス管理責任者は、就労継続支援支援Ｂ型計画の作成のほか、利用者に

対する継続的なサービスの管理や評価、従業者に対する技術指導等サービスの

内容の管理等、その他利用者に関することを行うものとする。 
（３）生活支援員 1 名（常勤） 

 生活支援員は、日常生活上の相談、健康管理の援助、その他利用者の関する

ことを行う。 
（４）職業指導員 ２名（常勤） 
    職業指導員は、生産活動の実施、適切な就労継続支援の提供にあたる。 

 
６．利用定員 

２０名 
 

７．工賃 
時給１２５円 月末現金支給 
 

８．事業内容 
（１） 生産活動 

生産活動の機会の提供にあたっては、利用者の個性・体調・能力に応じ、過重

な負担とならないよう、支援していく。 
 

事業内容 
作業種名 製品・作業内容・支援内容 販売戦略 

ペットのおやつづ

くり 
①製品：犬・猫のおやつ（煮干し

入りクラッカー等）の生産・販売。 
②作業内容：午前を中心に生地づ

くり、成型、加工、袋詰めを行う。 
③支援内容：手先を使う細かい作

業なので、利用者の方が難しいと

ころは職員が補助したり、個々の

能力・体力に応じ、負担に感じな

いよう配慮し、楽しい雰囲気で作

業に取り組めるよう支援してい

く。 

・販路：道の駅、販売会 
・顧客ターゲット：犬・猫

を飼っている観光客、地域

住民。 
・商品の開発等：季節限定

商品や、弟子屈産の野菜を

使用し、弟子屈でしか買え

ない付加価値をつける。 
また、新しい商品の開発

や、売り上げの動向をみな

がら、量や、パッケージを

工夫し、試行錯誤してい

く。 
手芸製品づくり ①製品：アクリルたわし、小物、

バッグ、アクセサリー他。 
②作業内容：アクリルたわし、小

物、バッグ、アクセサリー他の製

品を製作、販売。 
③支援内容：季節ごとに作る製品

を変え、利用者の方の自由な想・

個性を生かしながら、販売できる

製品を一緒に考え、支援していく。

また、利用者の方が難しいところ

は職員が補助したり、個々の能 

・販路：道の駅・販売会 
・顧客ターゲット：観光客

や地域住民。 
・他手芸製品との個別化・

差別化：個性的なデザイン

や、様々な製品づくりに取

り組み、他では販売してな

いような珍しさ、面白さを

魅力にした製品づくりを

目指す。 



 

5-3 
 

 力・体力に応じ、負担に感じない

よう配慮し、楽しい雰囲気で作業

に取り組めるよう支援していく。 

 

牛乳パック再利用

製品づくり 
①製品：牛乳パックを再利用した

パッケージ（受注によるもの）、ラ

ベル（生産品のラベル）、その他。 
②作業内容：牛乳パック切り、ラ

ベルはがし、ちぎり、紙すき等の

工程をそれぞれ分担し、作業を行

う。手先の不器用な人でも行える

作業内容。 
③支援内容：利用者の方が難しい

ところは職員が補助したり、個々

の能力・体力に応じ、負担に感じ

ないよう配慮し、楽しい雰囲気で

作業に取り組めるよう支援してい

く。 

・販路：受注先 
・新製品の開発：牛乳パッ

クを再利用した個性的な、

新製品を利用者の方とと

もに考えていく。 

仕入販売 ①製品：弟子屈生ラーメン 
②作業内容：仕入、値段付け、道

の駅納品、在庫確認 
③支援内容：利用者の方が難しい

ところは職員が補助し、個々の能

力・体力に応じ、負担に感じない

よう配慮し、楽しい雰囲気で作業

に取り組めるよう支援していく。 

弟子屈ラーメン 
・販路：道の駅、事業所販

売、販売会 
・顧客ターゲット：観光客、

地域住民 
・繁忙期はこまめに在庫確

認と仕入、納品を行う。消

費期限を確認する。 
 

木工、雑貨製品作

り 
①製品：木工・雑貨製品 
②作業内容：木工・雑貨製品の製

造、受注販売。 
③支援内容：利用者の方が難しい

ところは職員が補助し、個々の能

力・体力に応じ、負担に感じない

よう配慮し、楽しい雰囲気で作業

に取り組めるよう支援していく。 

 
・販売方法：事業所での販

売。受注販売。 
・顧客ターゲット：観光客、

地域住民。 
・他にはない個性的な製品

作りを行い、差別化を図

る。 
 
 

 
事業所に販売スペ

ースを作り、生産

品を販売する。 

①販売製品：弟子屈生ラーメン、

木工、雑貨、手芸品他 
②作業内容：販売作業、仕入、値

段付け、、在庫確認 
③支援内容：あいさつ、接客態度、

マナー、身だしなみ等適切に行え

るよう、知識、技術等の訓練を行

う。個々の能力を生かしながら、

過重な負担とならないよう配慮

し、意欲をもって仕事に取り組め

弟子屈ラーメン 
・販路：道の駅、事業所販

売、販売会 
・顧客ターゲット：観光客、

地域住民 
・繁忙期はこまめに在庫確

認と仕入、納品を行う。消

費期限を確認する。 
 
・ 
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るよう支援していく。 

新規事業の開拓 ①墓地、墓の清掃等新規事業への

取り組み。 
②作業内容：墓地、お墓の清掃。 
③支援内容：あいさつ、接客態度、

マナー、身だしなみ等や作業内容

について適切に行えるよう、知識、

技術等の訓練を行う。個々の能力

を生かしながら、過重な負担とな

らないよう配慮し、意欲をもって

仕事に取り組めるよう支援してい

く。 

・清掃・営業技術などの研

修。 
・営業・宣伝活動 
 
・ 

 
 

（２）健康の維持・増進への取り組み 
   成人病予防、体力づくり、けがの予防、肥満予防等のため、朝の朝礼後のラジオ体

操と、午後から健康体操を行う。 
 
（３）レクリエーション活動 
    障がいの特性や体力などの面から長時間の作業は困難であるため、午後からは心

身の疲れを癒したり、元気を回復するための取り組みとしてレクリエーション活

動を行う。  
      

内容：①心身の疲労回復のための休憩 
       ②トランプ・オセロ・将棋・かるた・ジェンガ・カラオケなどを通し、他    

者との交流・気晴らし・楽しみを見つける。 
       ③ドライブ 
       ④図書館や、公民館などの展示物の見学などの文化活動。 
 
（４）町・ボランティア団体・医療保健等関係機関との連携活動（健康推進行事） 

        弟子屈町保健福祉課健康推進係、ボランティア団体、社会福祉協議会、釧路総合振

興局保健福祉部との連携活動として健康推進活動を行う。ふまネット体操、がんば

るーん体操、健康にかかわる講習会など行っており、今年度も実施予定。 
      
       
     （５）地域の行事・イベントへの参加交流。 
 
     （６）季節感を取り入れた行事活動 
        花見、お食事会、忘年会、お楽しみ会、新年会、豆まき、ひな祭り、お疲れ様会な

ど。 
    
     （７）利用者ミーティング 
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        週１回、利用者ミーティングを行い、来月の料理やおやつのメニューやドライブま

たはスポーツの内容などを皆で決めたり、すごろくを使い、ゲーム感覚でお互いの

親睦を図り、自己表現の機会及び共に同じ悩みや体験を共有・共感しあうことによ

り、励まし合ったり（ピアカウンセリング）、自己の課題に気づいたり、その課題の

解決する力を引き出す（エンパワーメント）ことを目的に行う。 
 
     （８）健康状態の把握・服薬支援 
        来所時に、血圧測定や顔色、聞き取りを行い、健康状態について把握し記録する。

また、服薬の管理・支援を行う。 
     
     （９）アセスメント、定期的な個別支援計画の評価・モニタリング、個別支援計画会議の

実施。 
 
     （１０）サービスの質の向上のための取り組み 
         サービスの質の向上を図るため、法人本部研修や社内研修、外部研修の実施を行

う。 
 
     （１１）消防避難訓練の実施（年２回） 
 
     （１２）虐待防止、苦情対応の窓口、責任者の設置 
        利用者等の人権擁護・虐待防止・苦情解決等のため、責任者の選定及び必要な体制

の整備、成年後見制度の利用支援、苦情解決体制の整備を行うとともに、虐待防止

を啓発・普及するため、従業員に対し研修の実施等を行う。    
     
９．日課 
 
10：00～10：30 来所、バイタルチェック、健康状態の確認、朝礼 
10：30～10：35 ラジオ体操 
10：35～11：00 作業・各自の体調に合わせて休憩・水分補給。火曜日は料理 
11：00～11：10 休憩・水分補給 
11：10～11：30 作業・各自の体調に合わせて休憩・水分補給。火曜日は料理 
11：30～12：00 片づけ・掃除・昼食買い出し 
12：00～13：00 昼食・服薬・休憩 
13：00～15：00 健康体操またはドライブ・レクリエーション 
15：00～15：10 掃除・休憩 
15：15～16：00 送迎・帰宅 
 
１０．年間行事・レクリエーション活動予定 
 
  月 

4 避難訓練・ドライブ・スポーツ 
5 お花見・ドライブ・スポーツ 
6 バザー・ドライブ・スポーツ・健康推進行事 
7 焼肉・ドライブ・スポーツ 
8 救急救命講習・ドライブ・スポーツ・健康推進行事 
9 他事業所見学・ドライブ・スポーツ 
11 ドライブ・スポーツ 
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12 クリスマス会・ドライブ・スポーツ・健康推進行事 
1 新年会・ドライブ・スポーツ 
2 節分まめまき・ドライブ・スポーツ・健康推進行事 
3 ひな祭り・ドライブ・スポーツ・健康推進行事・お疲れ様会 

  
 

 
 
以上 


