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平成 30年度の主な事業報告 

 

社会福祉法人 藤聖母園 

 

社会福祉事業 

 

法人本部 

 

当法人においては乳幼児から児童、高齢者そして障がい者を含めた幅広い事業展開を

行っている総合法人です。したがってその舵取りについては常に全体のバランスを図り

ながら当法人の基本理念である「一人ひとりが かけがえのない存在として 生きること」

を大切にし、その実現を目指して運営しております。 

 平成 4年ごろから地域の要望に応えるため、当法人施設の預かり事業として始めてき

たものが、その後、市の委託事業として平成 16 年度から当法人が継続して行ってきた

事業が「放課後児童健全育成事業」であり、一般的には「学童保育」と言われておりま

す。 

こうした中で平成 31 年 3 月の理事会において、当該事業について当法人としてはこれ

までその使命を十分果たしてきたことや現在の当法人所有の利用施設の老朽化などを

総合的に考慮検討した結果、2019 年度限りで市の委託事業を受けない決定をしたこと

は特記すべき事項であったと考えております。 

 一方においてこれまで休止中であったヘルパーステーション藤が平成 30 年 8 月から

訪問介護事業を開始することができました。 

 さて視点を変えて世界から見た我が国の人口についてでありますが、最近の人口統計

の 2016年版によると世界人口は約 74億 3千万人で、うち人口の多い国順では 1位中国

14 億 1 千万人、2 位インド 13 億 2 千万人、3 位アメリカ 3 億 2 千万人、そして我が国

日本は 10位で 1億 2千 700万人となっております。 

ＷＨＯ加盟国 194の国と地域の人口とを合わせ考えますと、日本の人口は国際的に見

て上位に位置しながらどうして人手不足なのか不思議に思われます。 

もちろん我が国特有の人口構造の変化をはじめ就労人口の減少・急速に進む高齢化の

伸展などの要因があり、単純には論じられないことなのかも知れません。 

 これまで人手不足の問題は東京や大阪のような大都市に限ってのことだと思ってい

ましたが、急速に地方へもその影響が及ぶに至って正直なところ困惑しているのが実情

であります。 

当法人においても退職した職員の補充採用の募集をしても応募者がなく、とりわけ介

護職、看護職、ヘルパー・世話人職、児童指導員職などで深刻な影響を受けた 1年であ

りました。 
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各施設・事業所の運営を任されている責任者である施設長の皆様には心から「お疲れ

さま」と申し上げ労いたいです。 

また、働きたい意思があっても資格がないため働けない方もおりました。確かに資格

も必要でありますが、もう少し資格基準の緩和策があってもよいのではないか。資格、

資格と資格に拘れば一層人手不足を助長することに繋がるでしょう。 

事務手続きは複雑になり、提出書類の多さに驚きます。国や自治体においてはもっと

現場に目を向け、行政改革を進め、事務手続きの簡素化に取り組むよう切に望むもので

あります。 

 

 

児童養護施設 藤聖母園 

 

児童養護施設は様々な理由により保護者がいない、保護者の適切な養育を受けられない

子を養護し、自立のための援助を行う施設です。 

児童養護施設藤聖母園はキリストの教えに基づいた愛の精神で、入所児童一人ひとりが、

かけがえのない存在であることを認識し、児童と職員との信頼関係を基礎に、共同生活の中

に家庭の機能を最大限に発揮して養育にあたると共に、その自己実現に向けて援助してい

ます。 

 

〇平成 30年度は、本体定員 71名（本体暫定定員 53名） 地域小規模養護施設 6名の定員

設定でした。年度当初は入所児童が 48名で児童ホーム 5ホーム、地域小規模グループケ

ア 2 ホーム、幼児ホーム 1 ホーム、地域小規模児童養護施設 1 棟で養育にあたっていま

した。しかし、年度途中ではありましたが幼児ホームは職員の退職や児童数の減少にとも

ない、通常のホームで養育することとなりました。年度中の入・退所状況は入所児童が 4

人、退所児童が 9人でした。 

〇児童ホームの支援体制は、各グループのリーダーを中心として、部署の主任を含めた複数

体制の強化とＯＪＴ・スーパーバイズを確立し組織的かつ丁寧な支援に努めました。 

〇食事作りを実施し家庭な雰囲気の中で食育を実施。冬休みや夏休みなどには、子どもたち

も地域のスーパーへ買い物に行き、各ホームでメニューを子どもたちと考えました。 

〇児童の支援状況にかかわる情報共有をスムーズに行うためネットワーク化の導入を実施

しました。導入当初は慣れずに日誌の打ち込みなども時間がかかりました。2～3 か月で

全職員が日々の児童の様子を把握し、情報共有することができました。専門職や調理員な

どのコメントも多く見られスーパーバイズの場にも繋がりました。 

〇学習指導員や学習塾の活用により学習強化を図り、受験生は全員公立高校に合格できま

した。 

〇施設の整備として、外壁（ブロック塀）の点検を実施し補修と整備。聖堂棟の外壁の劣化
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が見られたため補修と整備を行い安心・安全な生活ができるようつなげました。 

〇「藤聖母園児童研修センター」を活用し集団生活の場から離れ小グループでのレクリエー

ション活動や調理実習の場として活用できました。職員間の情報交換や研修の場として

も有効活用しました。 

〇平成 30年度主な行事 

４月・地域交流お花見会 

５月・ホームピクニック・母の日の集い・浅虫水族館見学 

６月・父の日の集い 

７月・県養スポーツ交流会 ・大掃除（～８月） 

８月・ねぶた招待・女子高校生交流会（大清水など）・三沢ピクニック・各部署・キャ

ンプ・研修センター宿泊・職場見学 

９月・奥内児童館交流会・劇団わらび座公演・藤聖母園運動会 

１０月・共同募金・マリア祭・自治会ボウリング 

１１月・調理実習 

１２月・三沢クリスマス会 ・地域交流クリスマス会 ・小巾亭そばご馳走・サンタニ

コラオ ・自治会クリスマス会・年末感謝の集いと夕食会 

１月・年始の挨拶・韓国旅行（2名） 

２月・CAP研修会（児童・職員）・自治会スケート 

３月・卒業卒園感謝の集い・記念撮影・大掃除 

 

 

藤放課後児童会 

 

放課後児童会健全育成事業として、青森市から委託された藤放課後児童会では、保護者

が就労等により、昼間家庭にいない小学生を対象に、遊びを主とする集団活動を通じ、児

童の健全育成を図っています。 

平成30年度は、50人の児童が入会し、5人の指導員が子どもの支援を行いました。利用

状況としては、月曜日～金曜日の平日の年間開設日数は244日（月平均20日）、1日平均30

人の児童が、下校から平日・長期休日18：00（9月1日より18：30まで延長）、土曜日18：

00まで指導員の支援のもと、自由学習や遊びの活動をしました。また土曜日の年間開設日

数は47日、1か月平均40人の児童が活動しています。  

 

放課後児童会における活動内容放課後児童会における活動内容 

①児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定 

②遊びの活動への意欲と態度の形成 

③遊びをとおしての自主性、社会性及び創造性の向上 
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④児童の遊びの状況把握及び家庭への連絡 

⑤その他、児童の健全育成上必要な支援 

当年度実施した主な活動内容としては、お誕生会、夏休み中には遠足（青森競輪場）・

夏祭り・新聞エコバック作り・手作りおもちゃ作り・ドッチボール大会、冬休み中には本

の読み聞かせ、クリスマス会、プラ板とクリスマス飾りの作成、雪遊び、正月遊びなかよ

し会卒園会などを行いました。 

藤放課後児童会では、 

・元気にあいさつできる子 

・みんなと仲よく遊べる子 

・ホッと安らげる児童会 

を生活のモットーとして、児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定に努めながら、入会

児童の保護者との連携を密にし、健全育成を図っています。 

 

 

幼保連携型認定こども園 青森藤こども園 

 

本園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満 3 歳以上の子どもに対

する教育並びに 0歳からの子どもに対する教育・保育を一体的に行い、これらの子どもの健

やかな成長が図られるよう適当な環境を与え、その心身の発達を助長するとともに、保護者

に対する子育て支援を行うことを目的とします。 

 

定員 １号認定子ども 54名、2号認定子ども 42名、3号認定子ども 38名 計 134名 

現員 140名 （平成 31年 3月 31日現在） 

開所時間 7時 閉所時間 20時（延長保育時間 18時から 20時） 

 

〇4月、126名の園児で認定こども園2年目を開園した。平成30年度は一つの園舎で、園児全

員が一緒に始業日を迎え入園式を挙行できました。 

  二つの園舎で行われていた行事を一度に行う困難さはあったものの、職員の努力、保護

者の理解、協力の下、全行事を滞りなく終えることができました。また、二つの玄関､職

員室､事務室という不合理さや業務の調整不足等はありましたが、職員が協働で教育･保

育に取り組み、青森藤こども園の教育・保育が保護者の理解を得ることができたのは大き

な成果でした。 

○理念である園児「一人ひとりをかけがえのない存在」として、人格を尊重しながら個人差

に配慮した教育・保育を行うことができました。 

○施設整備として、園児の健康管理を考え、幼児棟の保育室へのエアコンの設置、乳児棟・

幼児棟の一体化のための電話回線やネットワークの架設、さらには、防犯対策としての防
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犯カメラの設置、幼児棟の自動ドア設置など、児童の安心安全に向けたハードウエアの充

実を図ることができました。また、経年による外壁の劣化への対応の工事も行うことがで

きました。 

〇主な事業としては、延長保育促進事業、障がい児保育事業、ふれあい保育事業、障がい

児円滑化事業、一時預かり事業（幼稚園型・一般型）があります。また子育て支援事業

では、未就園児の保護者を対象とした子育て支援、育児相談等を行い沢山の利用があり

ました。 

〇教育・保育を一体的に提供する施設である幼保連携型認定こども園の職員として、各々

の職位に応じて求められる資質向上のための研修にも参加しました。また、青森藤こど

も園の教育・保育の特色であるモンテッソーリ教育の基本的な考え方、手法等を園独自

の取り組みとして日々の教育・保育に生かす努力をしました。 

〇保護者支援として、未就園児童の保護者を対象とした保護者支援「ピッコロクラブ」を実

施、また、交通安全教室・パレードへの参加、藤ホーム･藤の園との交流等、地域社会と

の交流活動も積極的に行いました。 

〇小学校との連携による情報交換及び学区内中学校生徒のボランティア体験事業に協力し

ました。 

 

 

弘前大清水保育園 

  

 当保育園はキリスト教精神に基づいた児童福祉施設として、人を大切にし互いに尊敬し合

い、優しい誠実な人として伸びやかに成長するよう援助します。また、くつろいだ雰囲気の

中で様々な経験を大切にしながら個性を伸ばし、豊かな人間性の基礎を培っていくよう努め

ます。 

 定員は 60名。平成 31年 3月 31日の現員は 64名でした。 

当園は豊かな自然に恵まれ、毎日、綺麗な草花に触れながら小鳥や虫たちと戯れています。

また、施設の体制としては、原則縦割り保育を実施しています。上の子が下の子のお手伝い

をし、下の子は上の子の行動を見て色々なことを学びます。また、敷地内の特別養護老人ホ

ームや障がい児施設との定期交流を実施し、沢山の人と接することが出来る様に取組んでい

ます。子ども達は町内会の散歩等も通して様々な世代間交流や「健常児と障がい児が共に育

つ」体験等をしています。 

 行事としては、交通公園での指導、電車体験、プラネタリウム・教会見学等様々な社会体

験により知識を広めたほか、七夕、ねぷた祭り、餅つき、豆まき、ひな祭り等日本の伝統的

な催しも体験させました。また、七五三やクリスマス、卒園式では、「カトリック保育園」と

しての特性を生かし、神父様にお祈りをいただき、保育の充実に努めました。 

 この他、特別保育事業としては、障がい児保育、延長保育、一時預かりを実施しています。
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当園では、毎月保育園開放日を設け、育児相談にも応じています。 

 また、火災と地震の避難訓練は毎月実施していますが、総合避難訓練も実施し、消防車と

ともに消防士や「火消し君」（着ぐるみ）を招聘するとともに、煙体験も実施し、防災に対す

る意識を高めました。また、当園では食育も重視しており、食への関心を深めたほか、食物

アレルギー対応として、除去食及び代替食を積極的に提供しました。 

 

 

若葉乳児院 

 

 平成 30 年度末に、青森県が県内の 3 か所の乳児院をフォスタリング機関（里親養育

包括支援機関）として位置付けました。従って、2019年度からは、当院も乳児院の本来

業務である入所中の乳幼児の養育の他に、里親のリクルートや里親支援関係の業務を行

うことになります。又、その後には、乳児院の高機能化及び多機能化・機能転換に向け

た推進計画の策定をする必要も生じて来ます。 

 

１ 乳児院の設置目的 

   家庭に恵まれない乳幼児に第二の家庭を提供し、引いては児童福祉事業の発展に 

  貢献すること。 

２ 定 員  

   10名（平成 30年度の暫定定員 8名） 

３ 現 員 

   9名（措置入所児 6名、委託一時保護児 3名）（2019年 7月 12日現在） 

４ 入所児の処遇の動き（平成 30年度） 

 ①入所児数  14名（うち、委託一時保護から措置入所への切換えが 6名、 

委託一時保護児が 3名） 

 ②退所児数  15名（うち、委託一時保護児が 3名） 

５ 主な事業   

①平成 30年度は、自己評価を行った。 

②平成 30年度は、小規模グループケアを 2グループ、実施しました。 

  4月に 1グループ、5月にもう 1グループです。 

６ 主な施設・設備の整備 

   平成 26年度～平成 27年度に施設の改築をしたので、当分の間は、施設・設備 

  の整備の予定はありません。 

７ 職員の活動状況 

①インフルエンザ等の感染症が施設内に蔓延し、職員はその対応に忙しい年度でし

た。 
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②神奈川県にある乳児院を、見学させてもらいました。 

③東消防署から講師を招き、「心肺蘇生法講習」を受講しました。 

④青森県社会福祉協議会から講師を招き、「職員マナーアップ研修」を受講しまし

た。 

８ その他の主な動き 

①保護者様からの要望が 1件でした。 

②子どもたちが職員と一緒に、地域の盆踊りに参加しました。 

 

 

養護老人ホーム 藤ホーム 

 

藤ホームは、老人福祉法に定められている養護老人ホームです。 

身体が弱ってきた、一人暮らしが困難(不安)になった、住む所がない、経済的な事情など

社会的な理由を含め、入所要件を満たしている原則 65歳以上の方が措置により入所され支

援を受けています。 

現在は措置施設であることに加え、一部介護保険サービスの利用が可能となり、特定施設

入居者介護事業「一般(内包)型」の指定を受け、入所している介護保険サービス対象者との

契約により、介護を提供できるようになりました。 

平成 30 年度末、主たる事業である養護老人ホーム入所者は、措置定員 55 名に対して現

員 51名でした。内、特定施設入居者生活介護事業契約者は 17名でした。青森市と高齢者生

活管理指導短期宿泊事業 (ショートステイ 1床)の委託契約を取り交わしていますが、30年

度も利用実績(依頼)がありませんでした。 

入所者は、毎日のように外出される自立の方から要介護(Ⅰ～Ⅴ)の方まで、年齢は 66歳

から 100 歳(平均年齢 85 歳 8 か月)、最長在園者は 32 年 7 か月(平均在園期間 6 年 5 か月)

の方々がおられます。様々な事情を抱えて入所されているお一人おひとりの状態に配慮し、

安全で安心できる生活の場の提供に努めています。入所者は、生活歴・生活環境・障害の有

無・入所に至る経緯が複雑であり、また介護を要する方の重症化が進んでいることで、家族・

関係機関との密な連携を心がけています。 

季節を感じられる恒例の諸行事に加え、一般の和・洋・中華のお食事処に分れて、一人ひ

とりが好きなものを注文できる外食会を継続実施する等、生活面での充実に努めました。 

入居者に対する整備面では、臥床時に病弱者が安楽な姿勢を維持でき、またベッドか

らの立ち上がり、ずり落ちを最大限考慮し、3モーターの低床ベッド 1台を購入したこ

とで、リスク回避、職員の介護負担軽減に繋がりました。また医務室入り口を引き戸に

したことで、これまで以上に廊下通行時の安全確保と、入所者が利用しやすい環境とな

りました。年度末に、階段昇降不自由者が 2階居室の行き来に使用しているエレベータ

ーが故障し使用不能となりましたが、制御基盤交換等により対応、復旧しました。 
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施設保全では、建物の老朽化予防、安心して生活できる環境の維持に向け、屋上防水

工事を実施したことで、天候不良時の雨漏りがなくなりました。厨房内天井・壁面の塗

り替え工事により、異物混入の懸念を払拭し、明るい調理場で料理が一層引き立つよう

になりました。 

養護老人ホームは身の回りのことを自身でできる方を対象とした「自立を支援する施設」

です。加齢に伴い介護を要する方も年々増えていますが、無理のない範囲で自身が持てる力

を活かし、意欲的に活動し続けられるよう、日常生活における関わりを心がけています。 

 

 

ヘルパーステーション藤 

 

ヘルパーステーション藤は、藤ホーム入所者への介護サービス提供体制の変化により、平

成 27年度に休止していましたが、地域で生活している要介護者への介護サービス提供事業

所として、8月 1日に再開しました。 

介護保険法に基づいた、訪問介護事業並びに、介護予防訪問介護相当事業では、要介護・

要支援状態にある高齢者に対して、心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じて、住みな

れた地域で自立した日常生活、社会生活を安心して営み続けられるよう、入浴・排泄・食事

の介護・調理・洗濯・掃除等の家事・その他生活全般に渡る援助を行いました。年度末現在

15 名の利用者(要支援 3 名、要介護 1…7 名、介護 2…3 名、介護 3…1 名、介護 4…1 名)と

契約し、サービスの提供を行っています。 

また、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による共生型居宅

介護・共生型重度訪問介護の指定申請により、障害のある方が可能な限り居宅において、そ

の有する能力に応じ自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、身体その他の状

況及びその置かれている環境に応じて、入浴・排泄・食事の介護・調理・洗濯・掃除等の家

事・外出時における移動中の介護及び生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわ

たる援助を行えるようになりました。訪問介護員の充足に伴い、事業の更なる周知、サービ

スの提供に向けた活動に繋げ、事業の発展を目指します。 

 

事業の実施にあたっては、関係行政機関、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、

相談支援事業所、保健・医療・福祉サービス事業者との連携に努め、ケアマネージャー、相

談支援専門員の作成した支援計画に従ってサービス提供を行っています。 

 

 

特別養護老人ホーム・短期入所生活介護事業所 藤の園 

 

 当園は、全室個室ユニット型の施設であり、移転改築してから 12年が経ちました。入居
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定員数が長期入居者と短期入居者合わせて 66 名定員です。職員数は 58 名で、この内介護

職員が 35名、国家資格(介護福祉士)取得者数は 29名になります。 

 長期入居者の平均介護度が 4.0で、前年度と変わらず推移しております。また、入居者の

充足率は前年度より 3％上昇し 94％台でした。その要因としては、長期入院者数の減少が考

えられ、日頃から状態観察を行い、迅速に対応をすることで大事に至らなかったと思われま

す。 

 福祉業界では、介護職員等の人材不足が課題となっており、職員の離職防止のために待遇

の見直しや調整、職員研修の充実を図っております。また、処遇改善加算を更に有効的に活

用するようにし、関係職員には積極的に外部研修に参加して頂き、更なるスキルアップを目

指してきました。 

 今年度は、併設のデイサービス事業所や居宅介護支援事業所との連携も行い、地域の方々

が短期入所生活介護事業所をご利用される機会も多くなりました。 

今後も併設事業所同士で連携を密にして協力し、情報共有をしっかりと行い、多くの方々

にご利用して頂けるように頑張っていきたいと思います。 

 

 

地域密着型通所介護事業所 デイサービスセンター藤の園 

 

 当事業は、平成 31年 2月で開業 1年を迎えました。特別養護老人ホーム藤の園に併設し

た地域密着型通所介護事業所です。利用定員 18 名で職員総数（兼務職員含む）は 10 名で

す。少しずつ利用者数も増えており、現在の登録者は 25名。1か月の延べ延利用者数が 169

名となっております。 

 利用者数が少数であることを活かし、積極的に外出行事等を実施し、利用者の方々と地域

に出る事で、楽しいひと時を感じて頂けるように努めています。 

 また、地域に密着した事業所を目指し、戸山地区の中学校・高校の生徒との交流や、年に

2回行われる戸山地区代表者・利用者・利用者家族との意見交換会など、地域に開かれた事

業所になるように今後も地域包括支援センターや居宅介護支援事業所などと協力し、更な

る利用者の獲得に努めたいと思います。 

 

 

特別養護老人ホーム・短期入所生活介護事業所 弘前大清水ホーム 

 

 本園は、昭和 48年 2月に設立され、46年が経過し、定員 80名、短期入所２名、現員

79名（平成 31年 3月 31日現在）で、平均要介護度は 4.08ある。キリスト教カトリック

精神を基本理念として、利用者に対する人間尊重の待遇を大切にし、その社会的責任を果

たしています。平成 30年度の施設利用者及び短期利用者の実績は、１日平均 78.58名
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で、ベッド稼働率は、95.8％でした。 

平成 30年度も直接待遇職員体制を維持すべく、日常生活継続支援加算など 13項目の加

算申請を行い、利用者のサービスの質向上に努めました。また、職員体制を継続的に確保

し、介護報酬の維持と直接待遇職員をはじめ各種職員の待遇改善に努めており、職員の平

均勤続年数は 11年 11か月です。 

利用者の方の最高齢者は 106歳で 100歳以上 2名、90歳以上が 33名、最低年齢者は 51

歳、平均年齢 87.2歳です。利用者の殆どが施設で最期を迎えており、看取り介護に重点

をおき、「これが最後の食事、これが最後の関わりになるかも」と普段から日々の関わり

を大切に利用者の生活の質と尊厳を重視したケアに努め、パストラルワーカーを中心に傾

聴ボランティアの方、そして全職種が協働し、スピリチュアルケア（全ての人に対する魂

“心の深み”への配慮）を根底としたターミナルケアを行いました。利用者の方の重度化

に伴う医療ニーズの増加に対応するため、看護・介護を統合化したケア主導的な体制を目

標に医療依度、介護度ともに重度化する利用者の方の日常健康観察、予防的ケア、疾病発

症時の対応、看取りまでを、看護、介護の両職種が円滑に協働して実践できるように努め

ました。 

職員の養成については、介護サービスの質を維持し、高めていくためには、職員の確保、

養成、資質の向上は不可欠なものです。研修については、年度当初に各職員の希望を調査し

て、外部研修に参加し、園内研修で報告することによって、各々の現場でどのように生かさ

れているのか確認できるようにしました。平成 30 年度は 82 の研修会に延数 118 人の職員

を派遣しました。また約 42回以上に及ぶ会議、会合、認定、調査活動、講師、外部評価等

に職員を派遣し、関連する分野の情報収集に努めました。 

 

 

藤聖母園デイサービスセンター 

 

 当デイサービスセンターでは、デイサービス事業（通所介護事業）、配食サービス事業（青

森市から受託）、青森市介護予防・日常生活支援総合事業（介護予防通所介護相当事業、健

康運動チャレンジ事業）を柱に実施しました。 

〇デイサービス事業の利用定員は 1日 35人で、年間営業日 253日、通所介護事業、介護予

防通所介護事業、同相当事業の合計で、述べ利用者数 7,153 人（1 日平均 28，27 人）と

なり前年度より利用率が減少しました。 

〇健康運動チャレンジ事業を行い、計 35日開催、述べ 72人（登録者数 3人）の参加者で、

前年度比半数以下の実績となりました。 

〇青森市の配食サービス事業では年間 253 日実施し、宅配実数は、述べ 666 食（一食 350

円）で、1日平均 2.6食と前年度を上回る実績でした。 

〇配食サービス対象外の方に対して、そのニーズに対応するため、「藤夕食サービス」を 1
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食 500円で提供し喜ばれました。 

〇またデイサービスの機能訓練にサブ担当者を設け体制を強化しました。さらにボランテ

ィアや実習生を積極的に受け入れるとともに、学校教育サポーターでの中学生の職場体

験受入も行いました。 

 

 

藤聖母園在宅介護支援センター 

 

 当在宅介護支援センターは、老人福祉法による在宅高齢者の福祉に関する相談を 24時

間対応で行う事業所であるとともに、青森市中央地域包括支援センターのブランチとして

の役割を果たすことを目的としています。 

平成 30年度は各種老人保健福祉サービスに関する広報、相談対応や介護保険の代行申

請、施設入所の相談、困難事例への対応等の活動を行いました。 

 また、ロコモ（筋肉、骨、間接等の運動器に障害が起き、歩行や日常生活に何らかの障

害をきたした状態）の予防となるロコモ体操の普及啓発活動に取り組むとともに、それぞ

れの地域が自主的にロコモ体操を行えるよう活動リーダーの発掘・育成を行いました。 

〇介護相談件数⇒述べ 306件（対応内訳：電話 98件、来所 68件、訪問 140件） 

〇青森市主催連絡会議（12回）、中央地域包括支援センター主催の地域ケア会議（6回）

に出席 

〇ロコモ体操啓発活動⇒79回開催（勝田奥野地区、新奥野地区、筒井地区等） 

〇勝田奥野地区、筒井地区の縁側事業への協力（19回） 

〇地域における介護予防ネットワーク構築活動として、情報提供、資料作成、回覧板配

り、ロコモ体操、脳トレーニング、敬老会健康相談コーナー、夏祭りでの介護予防活動

を行いました。 

〇青森しあわせネットワーク事業への対応（経済的支援 9件） 

 

 

児童発達支援センター 弘前大清水学園 

 

弘前大清水学園は、児童発達支援事業、保育所等訪問支援事業、療育支援事業、こどもの

発達相談室などを通して、家庭から日々通園している障がい幼児に、適切な療育環境のもと

で発達支援を実施するものです。 

 

 児童発達支援事業の定員は 30名で、平成 30年度は 40名でスタートしましたが、年度途

中の契約、契約解除も含め、最終的には 45名の契約数となりました。 

 当施設では、子どもたちの集団活動を通して健全な成長を育むとともに、一人一人の能力、
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特性に応じた発達課題に対するきめ細かな支援を行うことを目的に様々な活動を行ってい

ます。 

 通園にあたっては、通園バス 3 台で津軽保健福祉圏域の 8 市町村から広く受け入れを行

っており、毎日送迎を行っています。 

 

 年間の行事では、運動会やクリスマス会等を保護者の参加のもとに開催したほか、餅つき

会は親の会と当学園の共同企画として取り組み、保護者との連携を強め信頼を深める機会

となりました。更に、子どもの発達支援を広く地域の関係機関が連携して取り組むことを目

的に、当大清水学園が主体となって毎年行っている「障がい幼児療育研究会」と「学園祭」

は、施設の持つ機能を広く地域に開放する機会となっているほか、地域との交流を通して

「障害児療育」に対する理解を深める大切な機会となっています。 

 保育所等保門支援事業は、保育所等における障害児や発達が気になるお子さんが、集団で

の活動に適応するための専門的な支援が必要な場合に、当学園のスタッフが保育所等を訪

問して児童に直接的な支援を行う事業です。平成 30 年度は、2 名の訪問支援員により、年

間 7 名の契約児童に対し、延べ 94 件の訪問支援を行いました。訪問支援を実施する中で、

集団での困り感と具体的な支援が明確になり、就学に向けて児童の理解につながっている

ほか、相談先が得られたことで安定した育児にもつながっているものと思われます。今後に

向けては、訪問先である保育園や幼稚園に事業の理解を一層深めるとともに、集団に馴染め

ず困っている障がい児やその保護者に本事業の周知を図って行く必要があります。 

 

 障害児等療育支援事業は、外来療育等支援事業の通称「ポッポ教室」を従来から重点的に

実施してきていますが、平成 30年度は、弘前市が平成 28年度から独自に実施している「ひ

ろさき子どもの発達支援事業」と弘前市以外の市町村を対象として県が実施する「障害児等

療育支援事業」の 2本立てで実施しました。この事業は、市町村の乳幼児健診のフォローの

場として各市町村の保健関係部署との連携ののもとに実施しているものです。この事業は、

障がいの認知から受容に至る過程の大切な時期に関わる事業であり、職員の力量が問われ

る事業でもあります。平成 30年度は、外来療育事業のほか、訪問療育（出張療育）指導事

業として市町村の保健師との協働で移動ポッポ教室や巡回相談、施設支援一般指導事業に

よる保育園や幼稚園、小学校などの教員への支援を行いました。 

 

 一方、弘前市の単独事業である「ひろさき子どもの発達支援事業」は、「子どもの発達サ

ポート事業」と「保育所等巡回サポート事業」が主な事業内容となっています。 

 「子どもの発達サポート事業」は、弘前市内にある児童発達支援センター3か所に委託し

て実施されています。中でも、外来療育等支援事業については、ポッポ教室の目的や事業形

態を引き継いだ形となっており、ポッポ教室と子ども発達相談室あわせて 193回、延べ 739

件の相談・指導を行いました。また、出張療育等支援事業については、頬者にとってより敷
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居が低く、気軽に利用しやすい場所で受け入れることを目的に市内千年交流センターと商

業施設ヒロロの 2か所で、年間 61回、延べ 134人に対して相談指導を行いました。 

 また、「保育所等巡回サポート事業」は、保育所等を巡回して必要な支援を行い、発達が

「気になる」段階から支援を行うための事業であり、市内３カ所の児童発達支援センター、

弘前大学子どものこころの発達研究センターが弘前市からの委託を受け、巡回支援を希望

する保育園、幼稚園へ巡回訪問して指導、助言を行うものです。平成 30年度、当学園では

市内 12 か所の保育園、幼稚園に対して巡回サポートを実施し、年間延べ 23 件の施設への

支援と 4件の保護者支援を行いました。 

 

 今後も引き続き、地域との連携を密にしながら、児童発達支援センターの役割の大きさを

再認識するとともに、地域の期待に応えるために職員一丸となって努力して行きたいと考

えています。 

 

 

放課後等デイサービス事業所 療育支援センターおおしみず 

 

当事業所は、放課後等デイサービス事業(20 名定員)と市町村地域生活支援事業の任意事

業である日中一時支援(10 名)を実施しています。対象児童は、小学 1 年生から高校 3 年生

までの学齢期の障がいを持つ児童です。契約者は 44名でスタートしまた。 

 放課後等デイサービスは、学校の授業終了後や休業日において生活能力の向上のために

必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与するための事業です。国で示したガイ

ドラインに基づいて一人一人ニーズと状態に沿った個別の支援計画を元に展開されていま

す。 

 それぞれの活動の目標として小学生の幅広い体験を積む活動、中学生はより発展的な活

動にそして高校生は自分の役割や活動後の達成感を味わえることを目指して将来の自立へ

の土台作りや余暇活動の拡大、充実を図れるよう段階的なプログラムを企画し、提供してい

ます。 

 事業所は、弘前大清水学園と棟続きであり、平成 21年から現在の建物で事業を実施して

います。職員は、外部、内部の研修を進め、各人の専門性が高められるよう研鑽をつんでい

ます。 

 

 

弘前大清水希望の家（多機能型事業所） 

 

◎多機能型事業所（生活介護事業・就労継続支援Ｂ型事業） 定員 35名  現員 48名 

・生活介護      定員 25名  現員 36名 
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・就労継続支援Ｂ型  定員 10名  現員 12名 

 

◎当施設の目的 

 当施設は障がい者自立支援法に規定された障がい福祉サービス事業として生活介護事

業及び就労継続支援Ｂ型事業を行う多機能型事業所です。 

生活介護事業では、利用される方が自立した日常生活又は社会生活を営むことができ

るよう、入浴、排泄及び食事の介助、創作的活動や生産的活動の機会を提供するものです。 

就労継続支援Ｂ型事業は利用される方が自立した日常生活又は社会生活を営むことが

できるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動を通じて、その知識

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です。 

 

○生活介護事業 

生活介護事業を利用している利用者では、加齢によるＡＤＬの低下、認知症、肥満等

による持病等年々深刻化している中でそれへの対応が課題となってきています。利用

者の高齢化とともに保護者の高齢化も同時進行しており、保護者の持病等もあり在宅

生活の維持に課題を抱えて来ている家庭も増加の傾向にあります。事業所としてこれ

らへの対応が大きな課題であり、早急な具体的な対応策が求められています。また、身

体障害者の方も４名を受け入れています。当事業所としては、どのような障害を持って

いる方でも出来る限り受け入れ、全ての人に光をもたらす事が出来る事業所を目指し

ていく必要があります。 

 

○就労継続支援Ｂ型事業 

主な作業内容としては、味噌作業、リサイクル作業（ダンボール、新聞、雑誌、

アルミ缶等の回収）、調理作業（マドレーヌ作り）を行っています。 

現在、利用者の作業工賃額は県の平均工賃額と比較してもまだまだ低い水準であ

り、就労継続支援Ｂ型とはいえ、就労面での自立にはほど遠い状況です。 

利用者の状況を考えると、工賃支給のみが就労支援の目的ではなく、利用者が社会

性を身に付けるための支援も合わせて行う必要があるなど様々な課題があるとはい

え、利用者に合わせた作業方法の直しや、作業の効率性を高める努力は常に求められ

ることから、その方策等についての検討が必要です。 

 

◎日中一時支援事業  定員 5名  現員 43名 

 

○日中一時支援事業 

  日中において活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練その他市

町村が認めた支援を行うものです。 
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 障害者総合支援法により、通所施設の利用者一人当たりの利用日数が 1 か月 22 日まで

という制限が課せられている。そのため、1 か月に 22 日以上通所している利用者は、22

日を超えた分は利用できないこととなっているため、その救済のためにも実施しています。 

 

 

弘前大清水希望の家（短期入所事業） 

 

◎短期入所事業  定員 ４名 

 

○短期入所事業 

平成 30 年度 5 月以降、稼働する為の人員が確保する事が出来ず、今現在は受け入れ

が出来ない状況です。 

 

 

ブルイエルの家（共同生活援助事業） 

 

オタワ愛徳修道女会より寄付していただいた建物を共同生活支援(グループホーム)として 

平成 30年 11月 1日より開所しました。 

 

◎共同生活支援事業   定員５名  現員５名(男性２名、女性３名) 

 

◎運営方針 

〇キリスト教精神に基づき、利用者一人ひとりがかけがえのない存在として、地域において

自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の支援、その

他知識及び能力の向上のために必要な支援をします。 

〇障害を持っている方々が、明るく適切な環境のもとで様々な活動を通して相互に交流し、

常に利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立って適切な援助・支援を行うこと

を基本方針とします。 

 

◎事業の運営状況 

①一人ひとりを大切に、利用者や保護者と相談した上で、個別支援計画を作成し、より良い

サービスを提供出来るようにしました。 

②共同生活をする上でのルール、利用者間の意思の相違等への理解、協調性、自主性、責任

感を養いながらも、共同生活を送れるよう利用者の立場に立った適切な支援を行います。 

③利用者個人のプライバシーを遵守し、個々の活動へも積極的に支援を行うようにしまし

た。 
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◎今後の対応 

〇当初は新しい環境に慣れるため、土日は開所せずにスタートしましたが、この 4月からは

土日も開所しています。 

〇職員が一堂に会する機会が少ないため、日々の利用者の様子や変化等を支援員、世話人を

含めしっかり伝達し、統一した対応が出来るようにしていきます。 

〇地域社会へも積極的に参加し、地域の一員として生活して行くようにします。 

 

 

障害児・者サポートセンター大清水 

 

当センターでは、障害児相談支援事業、特定相談支援事業、一般相談支援事業の 3事業

を行っています。 

○障害児相談支援事業 

児童福祉法に基づく障害児通所支援を利用する児童、又は保護者に適正な相談及び利

用計画を提供することを目的としています。  

・生活全般に係る相談 

・障害児支援利用計画作成 

・訪問によるモニタリング 

・その他、必要な相談支援等 

 

○特定相談支援事業 

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを利用する障害者若しくは障害児、又は

保護者に適正な基本相談支援及び計画相談支援を提供することを目的としています。 

・生活全般に係る相談 

・サービス等利用計画作成 

・訪問によるモニタリング 

・その他、必要な相談支援等 

 

○一般相談支援事業  

入院、入所中の方への支援を行う地域移行支援、地域での生活を維持していくための支

援を行う地域定着支援や日常生活の支援等を行い、社会参加と自立の促進を図ることを

目的としています。 

１）地域移行支援 

・サービス提供方法の説明及び相談 

・サービス等利用計画作成 
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・訪問によるモニタリング 

・地域における生活に移行するための活動に関する支援 

・その他、必要な支援等  

 

２）地域定着支援  

・サービス提供方法の説明及び支援 

・サービス等利用計画作成 

・訪問によるモニタリング 

・地域定着支援台帳の作成及び変更 

・緊急事態における支援 

・その他、必要な相談支援等 

 

 

藤ヨゼフハウス（共同生活援助事業） 

 

当事業所は、利用者様の意思及び人権を尊重し、障害があっても地域の中で暮らしたい

思いのある障害者に対し、地域社会の中にある共同生活住宅で暮らすために必要な食事提

供、金銭管理等の支援や介護サービス包括型として障害支援区分関係無に利用者の状況に

応じて生活支援員を配置するなど、軽度者及び重度・高齢者が自立生活と社会参加を目的

とした支援を提供しています。 

各ホームの定員は、第 1ホームから第 11ホームで合計定員は 60名。 

平成 30年度中、入居者 5名、退去者 1名と平成 30年度末入居利用者現員は 53名。 

今年度は住環境の改善を図って第 10ホームを新築しスプリンクラーを設置した将来を見

据えた建物が 10月末に完成しています。また借上げ物件も 1棟増やし障害特性や障害支援

区分等各々の視点から全ホームの入れ替えをおこない 12月 1日から新たな生活をスタート

しています。 

利用者の対応については、高齢者や医療ケアを必要とする利用者が増え、健康管理や緊

急対応に留意し、安心して生活できるよう緊急連絡体制を強化。 

行事については、地域でのサークル活動の情報提供を行い、積極的に参加できる機会を

増やしたほか、余暇支援として県外 1泊旅行、日帰り旅行への支援、お花見会、当事業所

の行事では納涼会やクリスマス会を実施したほか、町会でおこなわれている新年会にも参

加しています。 

また、職員は自己の資質向上のため、各種研修に積極的に参加しました。 
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相談支援事業所 藤 

 

 平成 30 年 6 月 1 日より、相談支援事業所を開設し、3 事業を運営しています。事業の内

容は以下の通りです。対象者は、知的障がい、身体障がい、精神障がい、難病をお持ちの方

（児童を含む）です。 

〇特定相談支援事業 

 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを利用する障害者もしくは、障害児、又は保

護者に基本相談支援及び計画相談支援を提供します。 

 ・生活全般に係る相談 

 ・サービス等利用計画の作成 

 ・モニタリング 

 ・その他、必要な支援等 

  

〇一般相談支援事業 

 障害者総合支援法に基づく、地域移行支援、地域定着支援を提供します。 

 １）地域移行支援 

  施設入所支援、精神科病院、矯正施設等に入院、入所している方の退院、退所後の生活

場所や日中活動の場所を見学、体験の機会を提供します。地域移行支援計画を作成し、退

院、退所に向けてスムーズな支援を行います。（標準利用期間 6か月） 

 ２）地域定着支援 

  地域で単身生活、もしくは家族の支援が望めない方に地域定着支援台帳を作成し、相談

対応、緊急時の訪問支援を行います。（標準利用期間１年） 

 

〇障害児相談支援事業 

児童福祉法に基づくサービスを利用する障害児又は保護者に基本相談支援及び計画相談

支援を提供します。 

 ・生活全般に係る相談 

 ・障害児支援利用計画の作成 

 ・モニタリング 

 ・その他、必要な支援等 

 

 

青森藤チャレンジド就業・生活支援センター（生活支援等事業） 

 

（１）事業の設置目的 

センター事業は障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、障害者の職業生活におけ
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る自立を図るため就業及びこれに伴う日常生活、又は社会生活上の支援を必要とする障害

者に対し、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関との連携を図りつつ、身近な地域において

必要な指導、助言その他の支援を行うことにより、その雇用の促進及び職業の安定を図るこ

とを目的としています。 

 

（２）生活支援事業登録者数 

年度末登録者数  身体 56人、知的 201人、精神 146人、その他 1人、計 404名 

 

（３）登録者に対する主な支援内容 

①日常生活上の相談に対する助言・支援 ②健康管理への助言・指導 

③衣食住に関しての助言・指導  ④余暇に関しての助言・情報提供 

⑤消費行動に関する助言・指導・支援 ⑥人間関係の調整・助言 

 ⑦各種事務手続きへの助言・支援 ⑧緊急時の対応 

 

（４）手段別支援件数  

区  分 
登録者への支援方法 

電 話 家庭訪問 職場訪問 来 所 他機関訪問 その他 

延人員 86 52 58 86 70 20 

延回数 428 82 96 174 111 36 

 

（５）当該年度において離職に至った者の状況 

離職者数 
離職理由 

人間関係 体調不良 職能不適合 家庭の事情 転職 その他 

21人 3人 4人 2人 2人 8人 2人 

（その他：専門学校進学。生活の乱れにより就労継続が困難。） 

 

 

 

公益事業 

 

藤の園居宅介護支援事業所 

 

 当事業所は、平成 30年 2月 1日に開業して、ようやく 1年が経過致しました。特別養護

老人ホームとデイサービスセンターに併設して活動しています。当法人内の居宅介護支援

事業所の職員の方々やその他の関係機関等の方々からの指導の基、日々業務を行っていま

す。職員総数（兼務職員含む）は 4名です。 
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 現在の契約利用者数は、要介護者 30名、予防介護者 2名となっており、開業して 10か月

程度で、契約利用可能者数の上限に達することが出来ました。支援させていただいている利

用者の方々には、住み慣れた地域で生活できるように、総合的な支援を行うように今後も努

めて行きたいと思います。 

 また、「青森しあわせネットワーク」の拠点事業所としての役割も大切にし、相談や食糧

支援等を行い、社会貢献活動の一助となるように努めたいと思います。 

 

 

弘前大清水ホーム居宅介護支援事業所 

 

 当事業所は平成 30年 3月 1日に特別養護老人ホームの中に開業し、地域の方々、大清水

ホームを支えてくださっている多くの方々の声をうけ、新規に立ち上げた事業であり、同法

人内の各施設職員の皆様のご協力と、ご指導により一年が経ち周囲の方々に少しずつ名前

を周知して頂き、活動しています。 

 在宅の方の困りごと相談で多く見られたのが、老人ホームに入居したい人、一人暮らしの

方の相談、老人ホームと在宅の中間施設の必要性を問う声と地域の実情を知ることができ、

すぐに支援に繋がらなくても、まずは相談しやすい窓口であることに心がけました。サービ

ス１つの内容も一から覚えることが沢山あり、勉強させてもらうことが多く、各地域包括支

援センターともつながりをもって、担当させてもらっています。今後も地域ケア会議・研修

への参加や各事業所との情報交換会で経験を積み、地域の中に入っていきたいと思います。 

 

 

藤聖母園居宅介護支援事業所 

 

 当居宅介護支援事業所は、介護保険制度の居宅介護支援事業者として、本人及び家族の介

護保険の申請代行、要介護認定に関する調査、介護保険サービスの紹介、ケアプランの作成、

介護保険サービス事業者との連絡・調整、福祉用具の購入や住宅改修に関する相談、介護保

険施設への入所相談、市町村の福祉サービスの紹介等を行っています。 

 要支援に認定された利用者については、他法人の「介護予防支援事業者（地域包括支援セ

ンター）」に担当を引き継ぎますが、そのうち当事業所で担当していた方については引き続

き担当しております。 

また、地域包括支援センターで関わり要介護認定となった方についても、当事業所の圏域

である奥野地区や藤聖母園デイサービスセンターの利用者は当事業所で担当させていただ

いています。 

・平成 30年度居宅介護サービス計画述べ作成数 ⇒ 1,027件 

・介護予防プラン委託契約先  青森市中央地域包括支援センター 
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               青森市地域包括支援センターみちのく 

               青森市南地域包括支援センター 

               青森市東青森地域包括支援センター 

・職員配置 

 所長 1名（兼務）・管理者 1名（主任介護支援専門員）・主任介護支援専門員 2名 

 

 

青森藤チャレンジド就業・生活支援センター （雇用安定等事業） 

 

（１）事業の概要 

 平成 18年度より国（厚生労働省）の委託事業として青森労働局からの指定を受け、12年

が経過。障害者の雇用の促進に関する法律に基づき、障害者の職業生活における自立を図る

ため就業及びこれに伴う日常生活、又は社会生活上の支援を必要とする障害者に対し、雇

用・保健・福祉・教育等の関係機関との連携を図りつつ、身近な地域において必要な指導・

助言その他の支援を実施しました。また、雇用保険二事業として、障害者の受け入れ事業所

からの相談にも対応しました。 

平成 30年度は職員の異動や新規採用もあり、事業が軌道に乗るまで時間を要しましたが、

厚生労働省（青森労働局）の事業評価が最高評価であったことで業務への励みとなりました。 

 

（２）支援活動の内容（就業支援員３人を配置） 

 ①支援対象障害者登録数 404人（360）   ④就職件数      51件（66） 

 ②支援件数      2,991件（4,521）   ⑤事業主相談  155事業所（161） 

 ③実習等斡旋件数     72件（57）    ⑥事業主支援   1,340件（1,210） 

 

（３）連絡会議の開催（地域就労支援ネットワーク構築に向けた取り組み） 

 ○第 1回：平成 30年 6月 26日リンクステーションホール青森で開催  （出席者 110名） 

 ○第 2回：平成 30年 12月 18日リンクステーションホール青森で開催（出席者 86名） 

 

（４）在職者交流会の開催（在職者同士が交流し仕事の悩み等を共有） 

 ○第 1回：平成 30年 6月 8日 リンクモア平安閣市民ホールで開催 (参加者 19名) 

 ○第 2回：平成 30年 10月 27日リンクモア平安閣市民ホールで開催 （参加者 21名） 

○第 3回：平成 31年 1月 24月 ねぶたの家ワラッセで開催        （参加者 20名） 
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収益事業 

 

収益事業 法人本部 

 

（東京アフターケアハウス） 

１ 東京アフターケアハウスについては、土地建物の有効活用の立場から平成 30年度も当

該建物の賃貸契約をしてきたところ、同年 10月末で賃借人が退所いたしました。 

 

 （東京アフターケアハウス改修工事） 

２ 東京アフターケアハウスについては平成 29年 7月から 8月にかけての異常気象により

昨年は緊急的応急措置で対応してきましたが、入居者がいない状況で調査したところ、建

物の老朽化の問題もあり、床下から天井に至る部分に不具合や補強又は改修個所も見つ

かり、速やかに工事をする必要から当面平成 31年 1月 15日 約 1,389万円で平成 30年

度内完成を目指し契約（株式会社京栄建設不動産）を締結したところです。ただし、工事

の途中で新たな不具合が見つかった場合は双方協議のうえ別途契約となる旨の説明があ

りました。 

 

（今後の取り組み） 

３ 今後、東京アフターケアハウスの役割と必要性が求められるようになったときは、当法

人としては速やかにこれに対応するようにします。 

 


