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　○起　床・・・目覚まし時計や、チャイム音でほとんどの方が起きることができている。　
　　　□　寝具の片づけ
　　　□　トイレ誘導
　　　□　着替えの支援（着替えたものを洗濯に出す, 決められた曜日にシーツを出すな

どの支援を含む）
　　　□　洗面等の支援
　　　□　失禁等の片づけ

　○食　事・・・手洗い支援後、強酸性水でのうがい及び食前後テーブルの消毒を実施。
　　　　　　　　食事前に誤嚥予防の口の体操を実施。食事前後のあいさつの実施。
　　　　　　　　誕生日の方へ誕生日カードと和菓子を添えて祝う。
　　　　　　　　メニューを紹介し食材や食事にまつわるエピソードを話し、食事を　　　
　　　　　　　味わっていただけるように取組んでいる。
　　　　　　　　ソフト食を導入し、義歯の方や咀嚼が弱い方へ食事を楽しんでいただ
　　　　　　　けるように見栄えにも気を配っている。
　　　　　　　　し好調査を基に利用者のみなさんが希望したものを提供できるように
　　　　　　　取り組んでいる。また郷土料理を取り入れ、食事の楽しみを広げている。
　　　□　固い物など噛みきれない方へ一口大で提供。
　　　□　フォーク、スプーン、自助具の使用と工夫。
　　　□　肥満予防のための支援。
　　　□　誤嚥予防 健康のため、食前に口の体操を行なっている。
　　　□　バイキングやセレクトメニューで多彩な食事の提供。
　　　□　業務の効率化を図り、手作りおやつの提供。（養鶏班の卵を使用したキッチン
　　　 　班のクッキーやケーキの他栄養士、調理員の手作りケーキ等）
　　　□　行事食で季節感を味わっていただく。（ひなまつりのちらし寿司やクリスマ
　　　　スの際照り焼きチキン、農芸班で収穫した野菜の漬物など）
　　　□　調理実習を実施し、利用者自身が食べたいものを選んで、自分で作って食べ
　　　　る食事と調理の両方の楽しみを味わえるように取組んでいる。

　○排　泄・・・トイレ誘導が必要な利用者は適時に声掛け誘導を行い、また支援や介
　　　　　　　助が必要ない方へは本人の承諾を得て排泄前後の支援や介助を行う。
　　　□　就寝時のトイレ誘導（２２：００、２３：３０、２：００　５：３０）
　　　□　失禁の際は下着、衣類の着替えの支援、介助を行い、失禁によって着替えた
　　　　下着、衣類が水洗いできるように支援や介助を行っている。場合によっては、
　　　　シャワー浴を行い、清潔保持に努める。
　　　□　生理時の処理支援、介助
　　　□　便秘傾向、排便困難な利用者への対応と対策（排便チェックや薬によるコン
　　　　　トロールを行なっている）
　　　□　トイレ内にエアコンを設置し、特に寒い時期の深夜など使用し、温度差に　　
　　　　気を配るようにしている。
　　　□　夜間のトイレ誘導が困難な方はポータブルトイレを準備し排泄支援を
　　　　行なった。

　○入　浴・・・毎日行っている。
　　　□　利用者の状態を見守り、必要な際は承諾を得て支援、介助を行っている。
　　　□　浴室、脱衣場ともに安心で安全に利用していただけるように危険防止対策
　　　　（すべり止めマット、足ふき専用マット等）を行い、転倒防止などの事故防止
　　　　に取組んでいる。
　　　□　バリアフリー化、危険防止に取組んでいる。
　　　□　ヒヤリハットを活用し情報を共有することにより、危機管理を徹底している。
　　　□　エアコンを使用し、気温差に気を配っている。
　　　□　入浴の状態を観察し、個別に福祉用具が必要な際は検討し快適に入浴が出来
　　　　るように対応している。

令和3年度　生活介護・施設入所支援の取組報告



　○歯磨き・・・毎食後のブラッシング支援、介助
　　　□　入所者の方のメンテナンスの為の歯科通院を行っている。
　　　□　利用者の状態を見守り、細かい部分への支援、介助を行っている。
　　　□　夕食後は歯間ブラシ、デンタルフロス等を使って口腔ケアを実施している。
　　　　その際歯の状態確認や歯茎などの異変を確認するなど早めに対応できるように
　　　　取り組んでいる。
　　　□　義歯の利用者へ強酸性水を使用し口腔ケア専用のガーゼで拭き取りを行なっ
　　　　たり「ぐちゅぐちゅぺ」の口濯ぎを支援している。

　○清　潔・・・身体的、環境的なものについて清潔保持の支援、介助
　　　□　洗濯：衣類は毎日洗濯を行う。寝具は週１回必ず行っており、必要な場合は
　　　　　　　その都度行っている。また、自分で洗濯を行いたいという希望のある方
　　　　　　　へは全自動式洗濯機、二層式洗濯機の使いやすい方を使っていただく。
　　　　　　　その際は洗剤の量の支援や、脱水の方法などを支援している。
　　　□　靴下、下着は入浴時に利用者と共に水洗いの支援を行っている。
　　　□　布団干し：天気のよい日に声掛けを行い利用者自身で行ったり、支援員が介
　　　　　　　　　助を行っている。
　　　□　散髪：移動福祉理容車（走れ！愛ランド号）を利用。また、理容店や美容室
　　　　　　　を希望する方に対してはその都度予約をして行っている。　　　　　　
　　　□　容儀指導：毎日実施。定期的に爪切りを行い、髭剃りは入浴時に支援を行っ
　　　　　　　　　ている。
　　　□　個人保管のコップ：使用した際はその都度洗う支援を行い、毎週日曜日には
　　　　　　　　　　　　　強酸性水を使用し消毒を行っている。必要な際はその都度
　　　　　　　　　　　　　塩素系消毒を行っている。
　　　□　体調不良や怪我などにより入浴ができない利用者に対しては清拭を実施し、
　　　　可能であればシャワー浴の支援、介助を行っている。
　　　□　居室掃除：朝の掃除の時間を利用し各居室の衣類整理や掃除を実施。不十分
　　　　な箇所は介助員が実施している。また定期的な換気も行っている。
         □　消毒：外から戻ってきた際の手指のアルコール消毒を支援している。
　　　　　　　  また、各洗面所に除菌用アルコールを設置している。

　○健康管理・・・利用者の健康状態を把握し、安全で健康な生活が送れるよう支援を
　　　　　　　　行っている。
　　　□　毎日の検温（朝、昼、晩）、脈拍測定、月１回の体重測定、血圧測定（必要
　　　　な方は毎日）を行っている。３ヶ月に１回の体脂肪測定（場合によって毎月）
　　　□　衣類の調節の支援、介助
　　　□　嘱託医による健康診断（年２回）
　　　□　定期検査・検診・健康診断：血液、尿、胃、腹部超音波、大腸がん
　　　　子宮がん、肺がん、骨粗鬆症、歯科検診（検診後の治療等）
　　　□　定期通院：精神科、内科、整形外科（リハビリ）、耳鼻咽喉科、眼科
　　　　歯科、皮膚科
　　　□　体力作り：帰りの会前後でのランニングやウォーキング（暖かい時期）、テ
　　　　レビ体操、体育活動を活用し、体力の向上を図っている。
　　　□　体調不良時は嘱託医が診察し早急に対応を行っている。
　　　□　肥満対策：栄養士による管理、余暇時間を使用しての運動等取組んでいる。
　　　□　リハビリ：理学療法士によるリハビリが必要な方は通院を実施し、理学療法
　　　　　　　　　士が定期的に来園しアドバイスや機能訓練等を学園内で実施している。
　　　□　服薬管理：服薬時に自分で服薬できる方は薬を落としたりなどはないか見守
　　　　　　　　　りを行なったり、服薬に対する介助や支援が必要な方へはしっかり
　　　　　　　　　飲みこめたかなどいずれも最後まで確認を行っている。
　　　□　鍼灸治療：腰痛などある方へ少しでも痛みの緩和のために鍼灸治療を医療機
　　　　　　　　　関へ依頼している。
　　　□　消毒：外から戻ってきた際の手指のアルコール消毒を支援している。



　○意思疎通・・・朝の会・終わりの会で発表を促し、自分の言葉が発することができ
　　　　　　　　るように支援を行っている。また、言葉の使い方についてもその都度
　　　　　　　　支援や助言を行っている。
　　　□　利用者が自分の言葉を発することができるような雰囲気つくりを行う。
　　　□　教養活動や余暇時間などを活用し、文字によって思いが伝えられるように書
　　　　字の練習を行っている。
　　　□　言葉で伝わりにくい方に対しては、写真や絵カード、タイムタイマーなどを
　　　　活用し、視覚に訴えコミュニケーションを図っている。

　○移　動・・・自力で移動が困難な利用者に対しては車いすを使用したり、歩行器を
　　　　　　　使用し、その際の介助を行っている。
　　　□　理学療法士と連携を図り補装具の使用でなるべく自力歩行を促している。

　○就　寝・・・職員が各居室を回り就寝前の支援を行っている。
　　　□　就寝前のトイレ誘導
　　　□　寝具の準備、着替え、衣類の整理、翌日の着替えの準備などの支援と介助
　　　□　深夜は巡回時間以外も必要に応じてトイレ誘導を実施　

　○教養活動・・・月２回実施。自立支援を念頭におき、利用者が自治会で「やってみ
　　　　　　　　たいこと」を提案しあい活動を実施している。
　　　□　書字練習、計算の練習などの支援、介助
　　　□　教養活動の一環として月１回調理実習の実施、ボランティアの方々と一緒に　
　　　　買い物の練習を行っている。

　○体育活動・・・月２回実施。体力づくりや気分転換など念頭におき、利用者が自治
　　　　　　　　会で「やってみたいこと」を提案しあい活動を実施している。
　　　□　各スポーツ大会の競技の練習の支援と介助
　　　□　園内・外（江口浜海浜公園、総合運動公園遊歩道等）の散歩の実施。
　　　□　日置市東市来総合福祉センターや皆田地区公民館からレンタルして、的当て
　　　　　ゲームや巨大ジェンガ、ストラックアウトを実施。

　○地域活動・・・地域の行事や活動に積極的に参加している。
　　　□　駅前集落あやめ会は毎月参加させていただいている。毎回あやめ会の方々と
　　　　「お話」「赤ちゃんとのふれあい」「季節の行事（お花見など）」等を楽しみ
　　　　お誕生日にはプレゼントも頂いている。　　　

　○美化活動・・・毎月1回実施。居室掃除やエアコンのフィルター掃除、草刈りなど
　　　　               園舎内外の清掃に取り組んだ。

　○防災訓練・・・年７回実施。（地震想定、日中・夜間・深夜火災想定、不審者対
　　　　　　　　応、消防署立ち合い）

　○自治会活動・・・毎月１回行っている。利用者主体で実施される。意見や要望を取
　　　　　　　　　り入れる。

　○アニマルセラピー・・・毎週金曜日にアニマルセラピーを実施し、犬や猫な
　　　　　　　　　　　　　どの動物とふれあうことで癒しのひとときを作っている。

◯余暇活動・・・利用者の要望を取り入れたこ焼き作りやベビーカステラ作りを実施。



　　□　利用者の一人一人の身体状況に応じて適切な支援を行なうことを目的として、
　　「りせっと｣を設置。

　　　　今後、ハード面（浴室等）においても、利用者の状況に応じて、改善や対策を

　※　上記のような生活支援に、職員一丸となって取り組んでいます。帰省時等保護者
　　の皆様もご協力をお願いいたします。

　　　　行い、生活環境の充実を図る。　

　○「りせっと」

　　□　活動内容
　　　①言語聴覚士による食事の支援方法や日中の活動内で行われる支援に対する助言。
　　　②理学療法士による個別的指導と専門的なリハビリの実施。



１．実施概要　　　　（令和4年３月現在）

①管理者　１名　　　サービス提供責任者　１名　　　ヘルパー　16名(施設勤務等兼務者)

②サービス実施地域　日置市、いちき串木野市

③利用者　　　　　　知的障害者　4名　　　身体障害者　 7名(視覚障害者含む）

２．主なサービスの内容

①身体介護

　　　食事の介助、排泄の介助、衣類着脱の介助、入浴の介助、洗髪等の支援

※　難病、全身麻痺の方への在宅支援を実施した。

②家事援助

　　　住居等の掃除、整理整頓等の支援

③通院等介助

　　　自宅から病院までの移動、及び病院内での介助等(移動・見守り等）を実施

④行動援護

　　　自閉症・てんかん発作、行動障害がある方など常時見守りや危険回避が必要な方

　　   (判定基準10点以上）に該当する方の支援

⑤同行援護

　　　重度の視覚障害者の外出支援(移動・情報）や外出時の代筆・代読の支援

※　難病の方（網膜色素変性症や白内障、視野狭窄等）

※　鹿児島市内等での難病等活動（網膜色素変性症協会、視覚連等）における支援

⑥移動支援

　　　公的機関、病院、映画館、遊戯施設、商業施設等への道案内等（公共の交通機関を利用）

３．年間支援時間数（実施時間）

89

同行援護(視覚)

9252730304

同行援護
(外出時の同行:ＪＲ利用)

令和3年度　居宅介護等事業報告

④利用区分　　　　　障害支援区分：非該当～区分６

移動支援

5

総時間数(ｈ)

1596

行動援護
(プール利用時の支援)

居宅(家事援助) 居宅(身体介護) 居宅(通院等介助) 行動援護



共同生活援助（すてっぷはうす）取組報告

　平成２５年４月にすてっぷはうす、平成２９年４月にすてっぷはうす２が出来て１６名の利用者が、

皆田地区（皆田西自治会）に、住居を構え生活しています。　自治会活動（総会、美化活動、清掃活動、

防災訓練）等にはできるだけ参加し、地域の皆様の理解も深まってきているように感じます。

　すてっぷはうすを住まいにして、日中はふるさと学園の生活介護や、ふるさとのWAを利用していま

すが、土、日ともなると近隣の街へドライブを兼ねた買い物や食事をはじめ、近所の理容室に散髪に

一緒に作りながらの調理の訓練も楽しみの一つとなっています。

出かけたり、リハビリ等を行なっています。また、土、日の昼食は、自分達で食べたいものを職員と

う、「すてっぷはうす」でありたいと思います。

　ここ数年コロナウイルスの影響で、外出や帰省が制限され入居者の皆様のあいだでは、若干ストレスを

感じていらっしゃる方も多いようですが、みなさん元気で過ごしていらっしゃいます。

　今年も「行ってきます」「行ってらっしゃい」「ただいま」「お帰りなさい」の明るい声が飛び交



月
・ふるさとの森

・素材遊び(新聞紙、小豆、小麦粉粘土)
・運動遊び(サーキット、シーツ、エアーポリン、風船、ボールプール)

・音楽遊び(タンバリン、オーガンジー、鈴)

・身体測定
・ふるさとの森

・音楽遊び(タンバリン、鈴、オーガンジー)

・乗り物遊び(三輪車、四輪車)

・身体測定
・ふるさとの森
・ふるさと学園

・音楽遊び(タンバリン、オーガンジー)

・制作活動(染め紙、ハサミ、シール、クレパス)

・乗り物遊び(スクーターボード、四輪車、三輪車)

・防災訓練(昼間)
・身体測定

・ふるさとの森
・音楽遊び(オーガンジー、タンバリン、鈴) ・ふるさと学園
・乗り物遊び(三輪車、四輪車)
・運動遊び(風船、サーキット、シーツ、スーパーボール、ウォータースライダー、エアーポリン、ボールプール)

・身体測定

・ふるさと学園
・乗り物遊び(スクーターボード、三輪車、四輪車)

・音楽遊び(タンバリン、エビカニクス、オーガンジー)
・夏のお楽しみ会
・そーめん流し
・防災訓練(消防署立会による総合訓練)

・制作活動(敬老の日、シール、クレパス)
・運動遊び(エアーポリン、ボールプール、ボールスライダー)

・音楽遊び(わいわい音楽祭、エビカニクス、オーガンジー)
・外遊び(砂場、公園、しゃぼん玉)
・乗り物遊び(四輪車、三輪車)
・素材遊び(小豆、小麦粉粘土)
・クッキング(団子入りフルーツポンチ)
・身体測定

・ふるさとの森
・外遊び(芋ほり、公園) ・ふるさと学園
・乗り物遊び(四輪車、三輪車)
・運動遊び(エアーポリン、ボールスライダー、トランポリン、サーキット、シーツ、長縄、フラフープ)

・制作活動(タンポ、シール)

・素材遊び(小麦粉粘土)

１０月

９月

・ふれあい講演会
・防災訓練(不審者対応訓練)

4月

・素材遊び(小豆、新聞紙、小麦粉粘土)

・ふるさと学園

・運動遊び(サーキット、エアーポリン、トンネル)

・制作活動(クレパス、ハサミ、シール)

・運動遊び(スーパーボール、エアーポリン、一本橋、シーツ、ボールプール)

・制作活動(シール、クレパス)

・制作活動(七夕、のり、ハサミ、クレパス)

・ふれあい遊び(わらべうた)

・運動遊び(エアーポリンすべり台、ボールスライダー、ボールプール、サーキット、トランポリン、かくれんぼ)

・感触遊び(油粘土)

・ふるさと学園・制作活動(シール、ハサミ、クレパス、スタンプ)

令和3年度ふるさとの森おはな事業（行事・活動）等報告概要

・外遊び(しゃぼん玉)

行　　　　事
行　　事・活　　動　　名　 実　施　場　所

・外遊び(散歩、しゃぼん玉、砂場、公園)

5月

6月

７月

・ふるさとの森

・乗り物遊び(四輪車、三輪車)

・素材遊び(小麦粉粘土)

8月

・ふるさと学園

・外遊び(ジャガイモ掘り)

・ふるさとの森

・就学説明会

・身体測定

・素材遊び(小豆、色水、片栗粉)

・素材遊び(紙吹雪)



・防災訓練(昼間)

・素材遊び(新聞紙、小麦粉粘土) ・ふるさとの森
・感触遊び(油粘土) ・ふるさと学園
・外遊び(公園)
・音楽遊び(エビカニクス、オーガンジー、タンバリン)
・運動遊び(エアーポリン、サーキット、かくれんぼ、トンネル、スーパーボール、ボールプール)

・制作活動(シール、フェルト、両面テープ、クレパス)
・身体測定
・秋まつり

・ふるさとの森
・乗り物遊び(三輪車、四輪車) ・ふるさと学園
・運動遊び(エアーポリン、トンネル、ボールプール、ボール、風船、シーツ) ・肥薩おれんじ鉄道
・音楽遊び(オーガンジー、タンバリン、鈴)
・制作活動(クレパス、木工ボンド、ハサミ、シール)
・クッキング(ロールケーキ)
・クリスマス遊び
・読み聞かせグループ「花さき山」
・身体測定
・冬のお楽しみ会

・ふるさとの森
・制作活動(シール、凧糸、ハサミ、クレパス、マジック) ・ふるさと学園
・運動遊び(エアーポリン、シーツ、トンネル、長縄、バランスボール)

・音楽遊び(オーガンジー)
・カード遊び(絵合わせ)
・乗り物遊び(三輪車、四輪車)
・FURUSATO　BASE
・防災訓練(地震・風水害)
・身体測定
・節分(豆まき) ・ふるさとの森
・運動遊び(エアーポリン、シーツ、ボールスライダー、長縄、サーキット) ・ふるさと学園
・制作活動(クレパス、両面テープ、アイロンビーズ)

・乗り物遊び(四輪車、三輪車、スクーターボード)
・音楽遊び(タンバリン、オーガンジー)
・ふれあい講演会
・防災訓練(昼間)
・身体測定

・ふるさとの森
・制作活動(アイロンビーズ、シール) ・ふるさと学園
・乗り物遊び(三輪車、四輪車、スクーターボード)
・外遊び(花見、公園)
・運動遊び(エアーポリン、ボールプール)
・音楽遊び(オーガンジー、タンバリン)
・ごっこ遊び(一年生、電車)
・素材遊び(紙吹雪、小麦粉粘土)
・卒園式
・身体測定

・素材遊び（小豆、新聞紙、小麦粉粘土）

・身体測定

１０月

３月

２月

1月

12月

・正月遊び（だるま落とし、かるた、こま、凧）

11月

・大運動会
・音楽遊び(わらべうた、エビカニクス、ミッキー体操、アンパンマン体操)

・感触遊び(油粘土)



月

・ふるさと学園グランド
・東市来総合グランド

・ひもとおし、おはじき遊び(手指の巧緻性・目と手の協応動作)

・造形(傘袋・壁面制作)

・椅子取りゲーム

・買い物訓練(社会体験）

6月

・森シネマ(DVD視聴)

・箱の中身は何だろうクイズ

・おはなし会(紙芝居・絵本の読み聞かせ、手遊び歌)

・綱引き遊び

・ハンカチ遊び、鋏遊び、小麦粉粘土(手指の巧緻性)

・シャボン玉遊び
・音楽遊び(ダンス)

・母の日プレゼント制作(季節の行事)

・畑活動(サツマイモの苗植え・草取り)
・箸遊び(焼肉ひっくり返し)

・音楽遊び(ダンス)
・おはじき遊び、鋏遊び、小麦粉粘土(手指の巧緻性)
・アニメビンゴ

・ふるさとの森
・ふるさと学園グランド

・お店屋さんごっこ

令和３年度ふるさとの森ひろば事業（行事・活動）等報告概要

行　　　　事・活　　　　　動
行　　事・活　　動　　 実　施　場　所

・散歩、土手登り・階段登り

・粘土遊び、壁面制作(造形)
・魚釣り遊び、ボウリング遊び

・玩具遊び

・ふるさとの森

・おはなし会(紙芝居・絵本の読み聞かせ、手遊び歌)
・サーキット遊び、ストレッチ(身体作り)

・おやつ作り(フルーチェ)

・塗り絵

４月

・森シネマ(DVD視聴)
・勉強会(迷路・算数)
・カード遊び(トランプ：七並べ）
・運動遊び(転がしドッジボール・サーキット・ニュースポーツ・大判オセロ)

・園外活動(貝殻拾い・公園遊び)

・アニメビンゴ

・インタビュー双六

・防災害避難訓練(自主：火災想定)

・音楽遊び(ダンス）
・畑活動(ソラマメの収穫)
・カード遊び(トランプ・カルタ・ペア探し)
・造形(壁面制作）
・運動遊び（けいどろ・ケンケンパ・綱引き・風船・大判オセロ)

・父の日プレゼント制作(季節の行事)

5月

・ふるさとの森
・ふるさと学園グランド

・長崎鼻公園
・畑

・畑

・ほっともっと湯之元店



・ふるさとの森

・箱の中身は何だろうクイズ

・防災害避難訓練(自主：火災)
・地域文化祭の作品制作(手形)

・片栗粉遊び

・カード遊び(音楽カルタ・よく聞くカルタ)

・運動遊び(椅子取りゲーム・風船バレー・ニュースポーツ・氷鬼・警泥）

・カード遊び(影絵カルタ)

８月

・鋏遊び、お箸遊び、キャップ(手指の巧緻性)

・畑活動（サツマイモの収穫）

・不審者対応訓練

９月

・夏のお楽しみ会

７月

・運動遊び(陣地入れ・大判オセロ・風船・転がしドッジボール)
・文字カプセル

・カード遊び(トランプ)

１０月
・ハンカチ遊び

・ちぎり絵

・ふるさと学園グランド

・影絵遊び

・粘土遊び

・風船遊び

・ふるさとの森

・運動遊び(ニュースポーツ・ボウリング・綱引き・輪投げ・リレー)

・ふるさと学園グランド
・畑

・お店屋さんごっこ
・勉強会(算数）

・森シネマ（DVD視聴）

・ふれあい講演会

・音楽遊び(ダンス)

・スライム遊び

・おはなし会(紙芝居・絵本の読み聞かせ、手遊び歌）

・おはなし会(紙芝居・絵本の読み聞かせ、手遊び歌） ・ふるさと学園グランド
・お店屋さんごっこ ・図書館(吹上・中央)
・園外活動(公園遊び・図書館・社会資源探し・土手登り・買い物訓練) ・串木野ダム公園

・アニメビンゴ、カード遊び(トランプ)
・コスモス市来店
・東市来総合グランド

・ふるさとの森
・ふるさと学園グランド

・串木野なぎさ公園

・運動遊び(サーキット、ニュースポーツ、転がしドッジボール、輪投げ)

・箱の中身は何だろうクイズ
・テレパシー遊び
・鋏遊び、金魚すくい(手指の巧緻性)
・ステンドグラス作り、壁面制作、塗り絵(造形)
・園舎回り草取り
・七夕飾り作り、七夕祭り(季節の行事)
・園外活動(公園遊び・図書館・社会資源探し）

・図書館(中央)
・消防署立会避難訓練　

・ペーパークラフト、折り紙(手指の巧緻性）
・水遊び、絵の具遊び、金魚すくい、魚釣り、うちわ作り(季節の遊び)

・洗濯遊び

・ふるさとの森

・敬老の日のプレゼント制作

・貼り絵、ステンドグラス作り(造形)

・福笑い

・新聞紙遊び

・塗り絵遊び
・ひろば運動会



・塗り絵

・色分け遊び(ペットボトル蓋の弁別)
・文字カプセル遊び(果物・乗り物)
・ステンドグラス作り、壁面制作(造形)

１１月

・アニメビンゴ

・すごろく遊び、３ヒントクイズ

・畑

１２月

・アニメビンゴ

・音楽遊び(ダンス)

1月

・串木野ダム公園

・ふるさと学園グランド
・照島神社

・畑活動(水やり・草取り)

・クッキング(ホットケーキ)

・ふるさとBASE(昔の遊び)

・箱の中身は何だろうクイズ

・お箸遊び、おはじき遊び、(手指の巧緻性)

・塗り絵、粘土遊び、片栗粉遊び
・ひろばクリスマス会、年賀状作り(季節の行事)
・冬のお楽しみ会(肥薩おれんじ鉄道乗車・クリスマス会)
・園外活動(初詣・公園遊び買い物訓練)

・タイヨー湯之元店
・お箸遊び(手指の巧緻性)

・防災害避難訓練(自主：地震)

・運動遊び(風船・輪投げ・転がしドッジボール・大判オセロ・ボウリング)

・クッキング(クッキー作り)

・すごろく、凧作り・凧揚げ、福笑い(季節の行事)

・勉強会(国語)

・園外活動(公園遊び)
・おはなし会(絵本・紙芝居の読み聞かせ・読書)

・貼り絵、粘土、ステンドグラス、壁面制作(造形)

２月

・魚釣り遊び
・新聞紙遊び
・節分行事(季節の行事)
・ふれあい講演会(科学で遊ぼう)

・お箸遊び(手指の巧緻性)

・運動遊び(玉転がしリレー・サーキット・ボウリング・輪投げ)
・ふるさと学園グランド
・吹上浜海浜公園

・数字遊び(数字探し)

・ふるさとの森

・ふるさとの森
・ふるさと学園グランド

・ふるさとの森
・ふるさと学園グランド

・運動遊び(的当て・新聞紙ボッチャ・ボウリング・転がしドッジボール)

・カード遊び(音楽カルタ・トランプ)
・勉強会(国語)
・魚釣り遊び

・矢印体操
・インタビュー双六
・秋まつり作品制作
・勤労感謝の日のプレゼント制作(季節の行事)
・法人秋まつり

・お店屋さんごっこ
・音楽遊び(ダンス)

・おはじき遊び、ハンカチ遊び、お箸遊び(手指の巧緻性)

・カード遊び(トランプ)

・魚釣り遊び、矢印体操

・運動遊び(転がしドッジボール・大判オセロ・ボウリング・リレー・輪投げ)

・園外活動(公園遊び・買い物訓練) ・肥薩おれんじ鉄道

・寺山公園
・タイヨー湯之元店

・ふるさとの森



・園外活動(公園遊び)

・カード遊び(トランプ)

・金魚すくい遊び

・イラストタッチ、ジャスチャーゲーム
・音楽遊び(ダンス)
・ひな祭り行事(季節の行事)
・激励会(お別れ会)

・遊湯館

・ふるさとの森
・ふるさと学園グランド

・丸山公園

・串木野ダム公園
・観音ヶ池公園

３月

・おはじき遊び、キャップ遊び、お箸遊び(手指の巧緻性)

・運動遊び(綱引き・転がしドッジボール・大判オセロ・ボウリング・陣地入れ)

・新聞紙ボッチャ

・アニメビンゴ、塗り絵、粘土、片栗粉、ハンカチ遊び、壁面制作

・お花見(串木野ダム公園・観音ヶ池公園)



月

・ふるさと学園グランド

　自由制作）

・ひろば２畑

　自由制作）

・ふるさとの森ひろば２

　カード・新聞紙あそび・すごろく・片栗粉遊び）

　自由制作・アイロンビーズ）

　折り紙・射的ゲーム・カード・片栗粉あそび・風船バレー・

5月

７月

・制作（アイロンビーズ・折り紙・母の日・プラバン・壁面作品・

・室内活動（新聞紙あそび・DVD鑑賞・ペットボトルキャップあそび・

　トントン相撲・カード・片栗粉あそび・すごろく・風船バレー・ビンゴ）

・制作（記念日制作・ペーパークラフト・折り紙・アイロンビーズ・

・室内活動（粘土・トントン相撲・すごろく・スライム・DVD鑑賞）

・制作（ステンドグラス・暑中見舞い・プラバン・壁面作品・

・室内活動（スライム・魚釣りゲーム・ペットボトルキャップあそび・

　コイン落とし・箱の中身ゲーム・粘土・ビンゴ・すごろく・DVD鑑賞・

　シール遊び・かるた・トントン相撲・風船スクイーズ・福笑い）

6月

・制作（折り紙・壁面作品・プラバン・アイロンビーズ・うちわ作り・

　ペーパークラフト）

・室内活動（スライム・箱の中身クイズ・DVD鑑賞・粘土・塗り絵

・屋外活動（転がしドッチボール・縄跳び・リレー・ニュースポーツ）

・畑活動（そら豆収穫）
・防災避難訓練（自主）
・クッキング

８月

・畑活動（そら豆収穫）

・屋外活動（転がしドッチボール・縄跳び・リレー）

・防災避難訓練（自主）

令和３年度ふるさとの森ひろば２事業（行事・活動）等報告概要

行　　　　事・活　　　　　動
行　　事・活　　動　　 実　施　場　所

・戸外遊び

・自由遊び（レゴブロック・パズル・お絵かき・トランプ等）

・ふるさとの森ひろば２

・自由遊び（レゴブロック・パズル・お絵かき・トランプ等）

・屋外活動（転がしドッチボール・縄跳び・リレー）

４月

・音楽タイム

・自由遊び（レゴブロック・パズル・お絵かき・トランプ等）

・自由遊び（レゴブロック・パズル・お絵かき・トランプ等）

・防災避難訓練（自主）

・音楽タイム

・ふるさとの森ひろば２
・ふるさと学園グランド

・夏のお楽しみ会

・制作（アイロンビーズ・折り紙・母の日・プラバン・壁面作品・
　自由制作）

・クッキング（ホットケーキ）

・音楽タイム

・室内活動（すごろく・トランプ・粘土・風船バレー・スライム・
　トントン相撲・福笑い）

・戸外遊び

・個別活動（学習・読書・写し絵等）

・個別活動（学習・読書・写し絵等）

・個別活動（学習・読書・写し絵等）

・屋外活動（転がしドッチ・ニュースポーツ・紙飛行機あそび）

・ふるさとの森ひろば２
・ふるさと学園グランド

・ふるさとの森ひろば２
・ふるさと学園グランド

・戸外遊び

・戸外遊び
・自由遊び（レゴブロック・パズル・お絵かき・トランプ等） ・ふるさと学園グランド
・個別活動（学習・読書・写し絵等）

・個別活動（学習・読書・写し絵等）

・屋外活動（転がしドッチ・紙飛行機あそび・）
・七夕行事
・戸外遊び



　射的・トントン相撲・スライム・カード）

　箱の中身クイズ・粘土）

　自由制作）

　風船バレー・DVD鑑賞・カード）
1月

・制作（プレゼント作り・ペーパークラフト・アイロンビーズ・

　十五夜制作・プラバン）

・室内活動（すごろく・風船バレー・ペットボトルキャップあそび・

・防災避難訓練（自主）

・ふるさとオリンピック（運動会）

・屋外活動（障害物リレー・へびじゃんけん・玉入れ・野球・転がしドッチ）

・畑活動

・室内活動（カード・スライム・風船バレー・すごろく・射的・DVD鑑賞・

・戸外遊び

・ふるさと学園グランド

・制作（プラバン・年賀状・ビーズ色分け・アイロンビーズ制作・

　カード・粘土）

・屋外活動（しっぽとり・へびじゃんけん・ニュースポーツ・

・ふるさとBASE

・ふるさとの森ひろば２

・防災避難訓練（自主）

・制作（ペーパークラフト・秋まつり作品作り・テープ制作）

・クッキング

・畑活動

９月

１０月

・室内活動（ピンポン玉遊び・カード・風船バレー・新聞紙あそび・

　すごろく・ペットボトルキャップ）

・屋外活動（転がしドッチ・なわとび・野球・へびじゃんけん・

　ニュースポーツ・だるまさんがころんだ）

・自由遊び（レゴブロック・パズル・お絵かき・トランプ等）
・個別活動（学習・読書・写し絵等）

・屋外活動（なわとび・ニュースポーツ・野球・転がしドッチ・）

・自由遊び（レゴブロック・パズル・お絵かき・トランプ等）
・個別活動（学習・読書・写し絵等）
・音楽タイム
・制作（プラバン・ビーズ色分け・アイロンビーズ制作）

・戸外遊び

・クリスマス行事

・戸外遊び

・室内活動（すごろく・かるた・風船バレー・風船スクイーズ・

・ふるさと学園グランド
・ふるさとの森ひろば２

・個別活動（学習・読書・写し絵等） ・肥薩おれんじ鉄道（川内～阿久根）

・冬のお楽しみ会

・自由遊び（レゴブロック・パズル・お絵かき・トランプ等）
・戸外遊び

１２月

・ふるさとの森ひろば２

・個別活動（学習・読書・写し絵等）

１１月

・ふるさと学園グランド
・ひろば２畑

・自由遊び（レゴブロック・パズル・お絵かき・トランプ等）
・個別活動（学習・読書・写し絵等）

・屋外活動（ニュースポーツ・野球・なわとび・転がしドッチ・）

・ふるさとの森ひろば２
・ふるさと学園グランド

・ふるさとの森ひろば２
・ふるさと学園グランド

・戸外遊び

・音楽タイム

・防災避難訓練（消防署立ち合い）

・自由遊び（レゴブロック・パズル・お絵かき・トランプ等）

　なわとび・野球・転がしドッチ）

・制作（干支作り・折り紙・季節の制作・ビーズ分別・
　アイロンビーズ制作）
・室内活動（正月遊び・福笑い・すごろく・ことばあそび・

・音楽タイム



　アイロンビーズ制作・壁面作品・自由制作・折り紙・）

　転がしドッチ）

・音楽タイム
・制作（ビーズ分別・アイロンビーズ制作・プラバン）
・室内活動（すごろく・粘土・風船バレー・カード・ビンゴ・DVD鑑賞）

２月

３月

　ドッチボール・キックベース・ボール当て鬼ごっこ・春探し・野球・

・ふるさとの森ひろば２

・自由遊び（レゴブロック・パズル・お絵かき・トランプ等）

・室内活動（カード・新聞紙あそび・DVD鑑賞・粘土・スライム）

・自由遊び（レゴブロック・パズル・お絵かき・トランプ等）
・個別活動（学習・読書・写し絵等）

・ふれあい講演会

・防災避難訓練（自主）

・戸外遊び

・制作（パタパタパズル作り・プラバン・ビーズ色分け・

・屋外活動（ニュースポーツ・へびじゃんけん・なわとび・

・ふるさとの森ひろば２
・ふるさと学園グランド

・ふるさと学園グランド
・ふるさとの森

・屋外活動（へびじゃんけん・野球・転がしドッチ・なわとび）

・戸外遊び

・個別活動（学習・読書・写し絵等）

・防災避難訓練（自主）
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    ＜令和３年度作業内容＞ 

    〇農芸作業：そら豆、甘藷、里芋、ピーマン、きゅうり、ゴーヤ、かぼちゃ、しいたけ 

          梅園管理 等 

    ○加工作業：梅干し、ゆかり     

○木工製品：鍋敷き、傘立て等    

○門松作製 

○クラフトテープを使ったかご作り 

     

    
 



 
〇製菓活動：クッキー８種類（ココナッツ、ローズレッド、塩、ショコラ、 

                （桑茶、カモミール、ほうじ茶、ごまきなこ） 

                    ☆ごまきなこは新作です！  

          パウンドケーキ４種類（ココナッツ、黒糖ジンジャー、きんかん、レモン） 

                    ☆黒糖ジンジャー、レモンは季節限定   

      ふるさと学園誕生会ケーキ作製（2ヶ月に一回程度） 

〇創作活動：Ｔシャツペイント、アートイベント出展作品つくり 

    

〇委託作業：株式会社 春一番（東市来町） ミニトマト、玉ねぎの出荷準備 

          伊集院物産（伊集院町）  金ごまの選別 

＜委託作業について＞ 

       東市来町にある春一番と伊集院町にある伊集院物産より作業を委託されています。 

    ○ 春一番では、東市来町美山にあります会社に月・金の週 2回伺い作業を行います。昨年度は葉

物の袋詰めを行いましたが、今年度は主にミニトマトと玉ねぎの出荷準備を工程別に役割を分

担し、流れ作業で取り組みました。  

        全員がすべての工程を経験しその様子を見ながら工程別に分担を決めました。ただ、得意分

野だけを担当するのではなく、苦手なことにもチャレンジできる機会も設けます。なるべくそ

の日の情緒と意欲に合わせ「やれる時！」にチャレンジさせるようにし、成功体験となるよう

配慮しています。このチャレンジの時は、春一番の社員の皆さんも職員の声掛けにあわせ、励

ましやお褒めの言葉をくださるようになり、さらに彼らに達成感を与えてくれます。このよう

に、春一番の社員の皆様は「手伝い」ではなく「従業員のひとり」としてみてくれています。 

 

          

 

     〇 伊集院物産からはごまの選別作業を委託されています。今年度は金ごまの選別に取り組みまし

た。ごまの選別作業は、色や形を見て選別していきます。小さなごまをピンセットを使い選別

する作業ですので大変そうに思われますが、自分のペースで行える作業なので皆さん好んで取

り組んでくれます。 



 

 ＜工賃について＞   

  ふるさとのＷＡの独自の評価表を基準に評価を行い、その評価の結果と出勤日数を掛けた金額が 

 工賃になります。  

  Ｒ３年度の工賃は昨年とあまり変わらず、約１２,０００円～約８,０００円の工賃となっております。 

出勤日については、月に利用できる決められた日数や本人の意向にも応じていましたが、今年度は職員配置

の難しさから利用者様の希望に添えないこともあり、工賃を増やしてあげられず申し訳なく思っております。 

  

＜最後に…＞ 

  令和元年７月からスタートしたふるさとのＷＡは、「特性を活かす」をモットーにこれまで取り組ん

できました。 

昨年は誰かの得意分野が別の誰かの苦手分野をフォローし、ひとつの作業をやり遂げることができ

ることを実感した二年目でありましたが、三年目はそれぞれがそれぞれの得意分野に磨きをかけ、お

互いを認め合い、一緒に取り組む姿が多くみられました。また、園外に出て取り組む委託作業のおか

げで、「作業終了時間がきたから終わり」という感覚を「この仕事が終わるまで取り組む」という、「作

業」から「仕事」という認識に変えることもできました。 

  ４月からは１名の新しい仲間が加わり、男性 10 名、女性４名、職員３名の計１７名で新たにスター

ト致します。 

  これまで通りに「特性を活かす」をモットーに、彼らの得意分野が光る機会をＷＡの中でも 

地域の中でも、作りたいと思っています。 

  ふるさとのＷＡが利用者の皆さんにとって「挑戦」「経験」「楽しみ」がいつでもあふれる場所に   

 なるよう頑張ります！ 

        ふるさとのＷＡ 鳥越 真由美 

 

    


