
 

２０２２年度事業計画 
 

 

 

 １ 利用定員  

     

① ジョイ・ジョイ・ワーク引野 

              生活介護       ３０人   

② リズムＪＯＹ 

         児童発達支援・放課後等デイサービス  １０人 

③ ジョイ・ジョイ・ワークかりん 

就労継続支援Ｂ型   ２０人  

④ ジョイ・ジョイ・ワークめーる 

就労継続支援Ｂ型   ２０人 

   

２ 職員数  

         

➀ジョイ・ジョイ・ワーク引野 

管理者              １人 

    サービス管理責任者   １人 

    生活介護 

       生活支援員１７人、看護職員４人、理学療法士１人 作業療法士３人 

    事務員         ２人 

調理員         １人 

     送迎運転手       ４人 

② リズムＪＯＹ 

管理者              １人 

    児童発達支援管理責任者 １人（兼務） 

     児童発達支援・放課後等デイサービス 

保育士３人、児童指導員４人、作業療法士１人 

③ ジョイ・ジョイ・ワークかりん 

管理者              １人 

    サービス管理責任者   １人 

就労継続支援Ｂ型 

生活支援員４人、職業指導員１人、目標工賃達成指導員３人、その他の従事者４人 

④ ジョイ・ジョイ・ワークめーる 

管理者              １人 

    サービス管理責任者   １人（兼務） 

就労継続支援Ｂ型 

生活支援員２人、職業指導員２人、目標工賃達成指導員２人 

送迎運転手       ３人 

⑤ 相談支援事業所あーす（一般相談支援、特定相談支援、障害児相談支援） 

管理者              １人（兼務） 

    専門相談員       ２人 

 

 ３ 事業運営基本計画     ①就労継続支援Ｂ型の実施に当たっては、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、利用者に対して就労の機会

を提供するとともに通所により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とともに、一般就労に必要な知識能力が

高まった者は一般就労への移行に向けて支援をする。 

 

② 生活介護の実施に当たっては、事業所は、利用者が自立した日

常生活又は社会生活を営むことができるよう、入浴、排せつ及

び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の

便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 

③ 児童発達支援の提供に当たっては、日常生活における基本的動

作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することがで

きるよう、身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に

応じて適切かつ効果的な指導訓練を行う。 

④ 放課後等デイサービスの提供に当たっては、生活能力の向上の

ために必要な訓練を行い、及び社会との交流が図ることができ

るよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれて

いる環境に応じて適切かつ効果的な指導訓練を行う。 

⑤ 相談支援事業の実施にあっては、利用者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に配慮して行うとともに、

利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用 

者等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教 

育等のサービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供

されるよう配慮して行う。 

⑥ 「自立」「協働」「連帯」を基調に利用者、家族、職員、地域と

連携をとりながら運営する。 

  

４ 利用者の処遇      利用者、家族会と意見交換を行い、利用者の意見、希望を施設運営

に反映させる。 

 

５ 健康管理        毎日のバイタルチェック、年１回の健康診断を実施する。 

  

６ 防災計画        非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通

報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとと

もに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。 

 

７ 苦情解決        利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、

苦情を受け付けるための窓口を設置する。 

 

８ 個人情報の保護     業務上知り得た利用者等の個人情報については、個人情報の保護に

関する法律（2003年法律第 57号）その他関係法令等を遵守し、適 

正に取り扱う。また、事業所は他の障害福祉サービス事業者等に対

して、利用者等に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書によ

り利用者等の同意を得る。 

 

９ 虐待防止        
                            利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるもの

とする。 
                        （１）虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会

を設置するとともに、委員会での検討結果を従事者に周知徹底を図
る。 

（２）成年後見制度の利用を支援する。 
（３）苦情解決体制の整備を行う。 
（４）従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施
する。 

（５）虐待防止等のための責任者を設置する。 

 



  

10 職員研修計画 

 

今年度は、以下の研修内容への参加と開催を実践する。 

内容（研修テーマ） 予定人数 時  期 場  所 

サービス管理責任者取得研修 １名 冬 県内 

障害者相談支援従事者研修 ２名 冬 県内 

感染症対策研修 ２～３名 年間 県内 

給食従事者研修 ２名 年間 県内 

就労移行支援関係研修 ３～４名 年間 県内 

発達障害関連研修 ２～３名 年間 県内 

支援技術・技法関連 ３～５名 年間 県内 

関連機関開催研修 ８～１０名 年間 県内 

人権擁護・虐待防止研修 ２～３名 年間 県内 

食品衛生関係研修 ２～３名 年間 県内 

福山市総合支援協議会研修 １～２名 年間 県内 

防災安全研修 １名 冬 県内 

県就労振興センター関係研修 １～２名 年間 県内 

法人役員研修 １～２名 年間 県内 

施設内職員研修 全職員 年２回 施設内 

 

 11 開所日  毎週月曜日～金曜日 

(土、日曜日、祝日及び盆、年末年始は休所) 

 

 

 12 日課 

 

ア）ジョイ・ジョイ・ワーク引野 

      生活介護               8:30       開所         

9:30          朝礼                    

                   9:30～12:00  作業・日中活動  

                         12:00～13:00  昼食・休憩       

13:00～16:00  作業・日中活動 

16:00      終礼 

17:15          閉所 

イ）リズムＪＯＹ 

    児童発達支援・放課後等デイサービス 

            9:45～12:00  開所、サービス提供（児童発達支援） 

                 12:15～13:00  職員休憩 

                                  13:00～14:00  支援準備、ミーティング、事務業務、送迎（学

校迎え） 

                          14:00～17:30  サービス提供（放課後等デイサービス） 

                        17:30～18:30  送迎（自宅送り）、事務業務、閉所 

ウ）ジョイ・ジョイ・ワークかりん 

就労継続支援Ｂ型     8:30       開所         

10:00          朝礼                    

                  10:00～12:00  作業・施設外就労  

                         12:00～13:00  昼食・休憩       

13:00～15:00  作業・施設外就労 

15:00      終礼 

17:15          閉所 

 



 

エ）ジョイ・ジョイ・ワークめーる 

就労継続支援Ｂ型    8:30       開所         

9:30          朝礼                   

                   9:30～12:00  作業  

                         12:00～13:00  昼食・休憩       

13:00～15:00  作業 

15:00      終礼 

17:15          閉所 

 

13 主な年間行事 

 

月 行 事 の 内 容 月 行 事 の 内 容 

４  花見 10   

５  いちご狩り 11  秋の日帰り旅行 

６   12  餅つき大会 

７   １  新年会 

８  納涼会 ２  

９  ３  

＊新型コロナウイルス感染症の拡大状況を見ながら判断する。 

 

14 施設整備  

別紙収支予算書のとおり 

 

15 資金計画 

  別紙収支予算書のとおり 

 

 



 


