
就労継続支援Ｂ型事業所　すずわ　平成29年度　事業実績報告
　
平成29年4月～平成30年3月　事業実績

①利用者状況
    ・利用登録者数32名（平成30年3月末現在）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期
稼働日 20 20 22 20 22 20 124
総利用者（人） 503 470 517 489 496 466 2941
平均利用者数（人） 25.15 23.5 23.5 24.45 22.55 23.3 23.7

　　　　月別利用状況

10月 11月 12月 1月 2月 3月 下半期
稼働日 21 20 21 19 19 20 120
総利用者（人） 480 470 508 427 421 434 2740
平均利用者数（人） 22.86 23.5 24.19 22.47 22.16 21.7 22.8

上半期 下半期 年間
稼働日 124 120 244
総利用者（人） 2941 2740 5681
平均利用者数（人） 23.7 22.8 23.3

　・利用者の病名　及び　障害の内訳（平成30年3月末現在）

平成29年度 　　　
  ・新規利用者　5名　　 統合失調症　 …　25名
　・契約解除者　10名 うつ病　          …　4名

アルコール依存症　 …　2名
身体障害　    …　1名
知的障害           　…　9名
解離性障害 …　1名
難病 …　１名
非定型 …　1名
不安障害 …　1名

※重複障害の方あり。契約解除者も含む。

②生産活動状況
　　　◆生産高

　　　　

　　　◆生産高

４月 ¥314,133

５月 ¥337,115

６月 ¥325,281

７月 ¥206,471

８月 ¥286,960

９月 ¥264,472

４月～９月　生産高 ¥1,734,432

¥370,80910月



　　　　

年間

◆生産活動詳細
 ＜内職＞
　　・アクティブ鈴鹿　　　   　　　→　自動車部品の配線作業
　　・山野工業　   　　　　　　　　→　バイク・自動車部品のゴム製品の内職作業
　　・鈴鹿回生病院　　   　　　　→　包帯の洗濯・巻作業

　　・鈴鹿花き　　　　   　　　　　→　商品（モスビー等）のパーツ作り
　　・ハマノカンパニー　　　　　→　自動車部品の配線作業　　　　　　
　　・ポピー　　　　　　　　　　　　→　DM袋入れ作業
＜除草・清掃＞
　　・ベルクリーン　　　　　　　　 →　厚生病院の敷地内除草作業
　　・個人委託業務　　　　　   　→　個人宅草刈り・清掃、墓地の清掃　等
　　・八野就労支援センター委託　→除草作業
　　・三重県委託作業　　　　　　→　除草作業（河芸倉庫）　　　　　　　　　　　　
＜農福連携＞
　　・森田グリーン　　　　　　　　 →　植木肥料入れ等作業、タマリュウ根切り等作業
　　・みどりの三栄　　　　　　　 　→　タマリュウ根切り等作業
　　・大藪園芸　　　　　　　 　　　→　植木肥料入れ等作業
　　・岡田漬物　　　　　　 　　　→　ひの菜収穫作業
＜リサイクル＞
　　・アルミ缶リサイクル　　　　→　アルミ缶、スチール缶、ペットボトルの回収、分別、処分
　　・金属リサイクル　　　　　　→厚生病院ベット等回収、処分
＜販売＞

 　 　　　・自主製品販売 　　 　　　 　→　モスビー（多肉植物とアート水コケ）の製作・販売
（販売実績）

          　　　・関係機関にて紹介⇒販売
　　　・ふれあい広場（鈴鹿社協主催）での販売
　　　・伊勢亀鈴会イベントでの販売
　　　・鈴鹿厚生病院病院祭での販売

          　　　・三家連大会での販売
　　　・三精連総会での販売
    　・就労マルシェ（鈴鹿市就労イベント）での販売
　　　・三重看護フェスタでの販売
　　　・Ｃｏｔｔｉ菜イベント、三重県総合文化センターでの販売
　　　・四日市福祉会ブルーミングイベントでの販売
　　　・三重県芸術文化祭（知事賞等）への販売
　　　・全国社会福祉法人経営者大会での販売

４月 ¥8,672 10月 ¥10,034

５月 ¥7,421 11月 ¥7,533

６月 ¥8,053 12月 ¥10,050

７月 ¥5,698 1月 ¥9,500

８月 ¥8,773 2月 ¥7,804

９月 ¥8,194 3月 ¥10,112

上半期平均 ¥7,802 下半期平均 ¥9,172

年間平均 ¥8,487

¥1,965,067

　　・内職市場　　　　　 　　　　　→　商品の組み立て・梱包、段ボール（テープはがし）

3月

H28.10月～H29.3月　生産高

1月

2月

¥341,801

¥257,034

¥309,060

¥3,699,499

¥259,616

¥426,747

11月

12月



③就職支援
＜支援内容＞
　・障害者雇用　　…　他機関と連携し、障害者雇用に向けての支援。
　・情報提供　　　　…　合同面接会や、就労イベントについての情報提供、同行支援。
＜就労実績＞
　・2名…Ａ型事業所への就労　

④行事実施状況
　　◆恒例行事

・誕生会　　…　　３か月に１回実施。誕生日月の利用者をお祝いする。
・食事会　　…　　ベルの会ボランティアの協力のもと、季節感を感じてもらえる料理を利用者に

食べてもらう。
　　◆季節行事

・４月：お花見（青少年の森）   　　　　　　　　　　　
・７月：流しそうめん（さんさんと共同開催）  　  　　
・９月：日帰り旅行（大府・常滑方面）　　　　　　　 　　　　
・12月：クリスマス会　　　　　　　　　　　 　　　　
・12月：大掃除・年越しそば　　　　　　　　　　　 　　　　
・1月：初詣（彌都加伎神社）　　　　　　　　　 　　　　
・2月：もちつき　　　　　　　　　 　　　　

　　◆地域のイベント行事 　
　　　　　　　　　・４月  ：日帰り旅行（ベルの会主催）
　　　　　　　　　　・1０月：芋煮会（ベルの会主催）

⑤ボランティア受け入れ状況
　　○ベルの会
　　　　　毎月の食事会の調理ボランティアとして、1回につき、5～6名受け入れ
　　○鈴鹿厚生病院
　　　　　3～4ヶ月に1度、作業ボランティアとして、1～2名受け入れ　　レクリエーション時にボランティアとして、1～2名受け入れ
　　○個人ボランティア
　　　　　退職者が作業ボランティアとして、月に2～3回、2名受け入れ

⑥実習生受け入れ状況
　　○高校生（ワークキャンプ）
　　白子高校ボランティア部　
　　○看護学生

鈴鹿医療科学大学看護学生の実習を受け入れ
三重県立看護大学看護学生の実習を受け入れ

    ○精神保健福祉士実習生の受け入れ
    ○研修医の実習の受け入れ

⑦職員研修
　　○サービス管理責任者研修
　　○虐待研修　　　　　　　　　　　　　
　　〇○防火管理責任者研修
　　〇視察研修（尾鷲　あいあい）
　　〇ゴマ栽培に向けた説明会
　　〇災害についての研修
　　〇精神保健福祉基礎研修
　　〇精神保健福祉士実習指導者講習
　　〇三精連研修



⑧他機関とのネットワークの確立について
　　〇さんかれん会議への参画三家連会議への参画
　　〇鈴鹿市自立支援協議会　就労部会、精神ワーキングへの参画
　　〇鈴鹿市就労マルシェ実行委員会への参画
　　〇鈴鹿厚生病院連絡会、ボランティア会議への参画
　　〇鈴鹿市福祉施設連絡協議会への参画
　　〇鈴鹿地域保健福祉連絡会への参画
　　〇三重県精神障がい者福祉事業所連絡会への参画　
　　〇三重県、鈴鹿市農福連携会議への参画　
　　〇その他、各関係機関との情報共有を実施

⑨加算について
　　〇食事提供加算…H28.1～開始。利用者の食事負担金が５０円に変更となる。
　　〇医療連携加算…毎月８名実施。鈴鹿厚生病院に依頼。

　　〇目標工賃達成指導員加算

　　〇就労移行支援体制加算
　　〇初期加算
　　〇福祉専門職員配置等加算
　　〇欠席時対応加算
　　〇福祉・介護職員処遇改善特別加算
　　〇送迎加算


