
1、名称・所在地 セント・ポプリ 大阪府豊中市穂積1-9-6

2、利用定員 定員 （利用登録人数見込み）

生活介護 25名 （35名）

就労継続支援Ｂ型 15名 （23名）

3、職員数

管理者 1名

サービス管理責任者 1名

事務員 2名

<生活介護>

生活支援員 19名

運転手 9名　(生活支援員と兼務７名）

医師 1名

看護職員 1名

機能訓練指導員 1名

<就労Ｂ型>

生活支援員 1名

職業指導員 1名

運転手 2名（職業指導員と兼務１名）

＊介護福祉士取得者　　7名

4、事業開始年月日 開所予定日数 275日

5、事業支援方針

①利用者と同じ目線に立ち、やさしく前向きな言葉で、親切丁寧に笑顔で接します。

②利用者の思いを大切にした支援計画に基づき、自己決定がしやすい支援を行います。

③利用者、職員が共に力を合わせて活動に取りくみます。

6、事業内容

☆生活介護

【創作活動】　・音楽レク・リズム体操　　＊月2回ずつ開催

平成29年度　セント・ポプリ　事 業 計 画 書

サービスの種類　多機能型（生活介護・就労継続支援Ｂ型）

平成29年4月1日

①身辺介助　②リハビリ　③創作的活動又は生産活動の提供を行い、そばで一緒に過ごす
時間とコミュ二ケーションを大切にし、バイタルチェック、口腔ケア等の体調管理を行い
意思及び人格を尊重し常に利用者の立場に立ったサービスを提供します。



☆就労継続支援Ｂ型

【主な仕事内容】

・内職請負作業（地図、部品組み立て） ・さくらづか保育園食材運搬

・授産製品販売（牛乳ﾊﾟｯｸｲｽ、ﾃﾞｺﾚｰｼｮﾝﾏｸﾞﾈｯﾄ）・さくらづか保育園砂おこし

・アルミ缶回収 ・バザー品販売（なかまの店出店）

・広告誌ぱどの配布

7、日課・週間・月間予定

（1）日課 8：45～ 　送迎 13：00～ 午後の活動

9：00～ 　通所 14：30～ 更衣・帰宅準備

9：30～ 　午前の活動 15：25～ 終礼

10：45～ 　朝礼・体操 15：30～ 送迎

11：30～ 　昼食

（2）週間・月間予定 利用者を中心とした、週間と月間予定を立てる。

（3）年間行事

4月 10月

5月～７月 11月

6月 12月

1月

2月

3月

8、健康管理及び体幹維持向上の為の活動

回数 対象

①利用者の健康診断 年１回実施 全員 明石医院

②職員の健康診断 年１回実施 全員 明石医院

③利用者の検診 毎月実施 生活介護 明石医院

④機能訓練 毎月実施 生活介護 船越整骨院

⑤バイタルチェック 毎月実施 生活介護 楠田看護師

⑥利用者の体重測定 毎月実施 全員 セント・ポプリ

⑦利用者の体温測定 毎日実施 全員 セント・ポプリ

⑧訪問歯科 月2回実施 希望者 吉田歯科

⑨口腔ケア 月4回実施 希望者 訪問歯科サポート・すまいる

9、職員研修・会議等

・研修計画を作成し職員研修を実施して、利用者支援の質の向上を図る。

内容 協力機関

・健康管理とインフルエンザ、ノロウイルス等の感染症予防の情報提供を適宜行い、
感染症予防に努める。

利用者に生産活動を通して仕事のやりがいや楽しみを感じてもらい、就労へとつながる機
会を提供、身辺自立のサポート、丁寧な声かけと説明を行います。

一泊旅行

7月～9月

ひな祭り

豆まき

新年会

もちつき、クリスマス会

運動会、紅葉ドライブ

お花見

かき氷

流しそうめん

水遊び

お楽しみ会

グループ外出



・虐待防止に努め、利用者の人権と権利擁護に努める。

・毎日のサービス提供を記録し、支援に活かす。

10、苦情（相談）解決

③必要に応じて、第三者委員会や関係機関への報告・連絡・相談を行う。

＊苦情相談内容は、詳細に記録しておく。

11、防災計画

12、利用者の推定数及び通常の事業地域内外比率

1、利用者の推定数

通所の事業の実施地域及び近隣地域からの利用 58名

2、通常の実施地域内外比率

<豊中市> 97% <淀川区> 3%

②利用者と支援者の組み合わせによる避難体制を確立し、計画的に避難訓練を実施、利用
者の安全確保を図っていく。

①苦情又は相談があった場合、相談担当者が利用者の状況を電話または訪問で聞き取り、
詳細を確認する。

②相談担当者は、把握した状況を直ぐに職員会議等でよく協議し、速やかに利用者に対応
説明を行う。

①火災発生の予防に万全を期し、年2回の消防・避難訓練を行う。又、市消防署と連携し
万一の火災発生時には、速やかな初期消火が行えるよう、万全の対策をとる。



1、名称・所在地 サン・スマイル 大阪府豊中市勝部2-18-1

2、利用定員 定員 （利用登録人数見込み）

生活介護 10名 （10名）

3、職員数

管理者 1名

サービス管理責任者 1名

事務員 1名

<生活介護>

生活支援員 8名

運転手 3名　(生活支援員と兼務3名）

医師 1名

看護職員 1名

機能訓練指導員 1名

＊介護福祉士取得者　 2名

4、事業開始年月日 開所予定日数 275日

5、事業支援方針

①利用者と同じ目線に立ち、やさしく前向きな言葉で、親切丁寧に笑顔で接します。

②利用者の思いを大切にした支援計画に基づき、自己決定がしやすい支援を行います。

③利用者、職員が共に力を合わせて活動に取りくみます。

6、事業内容

☆生活介護

【創作活動】　・音楽レク・リズム体操　　＊月2回ずつ開催

【主な仕事内容】

・内職請負作業（地図、部品組み立て） ・さくらづか保育園食材運搬

・授産製品販売（牛乳ﾊﾟｯｸｲｽ、ﾃﾞｺﾚｰｼｮﾝﾏｸﾞﾈｯﾄ）・さくらづか保育園砂おこし

・アルミ缶回収 ・バザー品販売（なかまの店出店）

・広告誌ぱどの配布

7、日課・週間・月間予定

（1）日課 8：45～ 　送迎 13：00～ 午後の活動

9：00～ 　通所 14：30～ 更衣・帰宅準備

9：30～ 　午前の活動 15：25～ 終礼

10：45～ 　朝礼・体操 15：30～ 送迎

11：30～ 　昼食

平成29年度　サン・スマイル　事 業 計 画 書

サービスの種類　生活介護

平成29年4月1日

①身辺介助　②リハビリ　③創作的活動又は生産活動の提供を行い、そばで一緒に過ごす
時間とコミュ二ケーションを大切にし、バイタルチェック、口腔ケア等の体調管理を行い
意思及び人格を尊重し常に利用者の立場に立ったサービスを提供します。

機械浴を導入して、快適な入浴を提供します。



（2）週間・月間予定 利用者を中心とした、週間と月間予定を立てる。

（3）年間行事

4月 10月

5月～７月 11月

6月 12月

1月

2月

3月

8、健康管理及び体幹維持向上の為の活動

回数 対象

①利用者の健康診断 年１回実施 全員 明石医院

②職員の健康診断 年１回実施 全員 明石医院

③利用者の検診 毎月実施 生活介護 明石医院

④機能訓練 毎月実施 生活介護 船越整骨院

⑤バイタルチェック 毎月実施 生活介護 楠田看護師

⑥利用者の体重測定 毎月実施 全員 サン・スマイル

⑦利用者の体温測定 毎日実施 全員 サン・スマイル

⑧訪問歯科 月2回実施 希望者 吉田歯科

⑨口腔ケア 月4回実施 希望者 訪問歯科サポート・すまいる

9、職員研修・会議等

・研修計画を作成し職員研修を実施して、利用者支援の質の向上を図る。

・虐待防止に努め、利用者の人権と権利擁護に努める。

・毎日のサービス提供を記録し、支援に活かす。

10、苦情（相談）解決

③必要に応じて、第三者委員会や関係機関への報告・連絡・相談を行う。

＊苦情相談内容は、詳細に記録しておく。

11、防災計画

12、利用者の推定数及び通常の事業地域内外比率

1、利用者の推定数

通所の事業の実施地域及び近隣地域からの利用 10名

2、通常の実施地域内外比率

<豊中市> 100%

もちつき、クリスマス会

7月～9月

水遊び 新年会

①苦情又は相談があった場合、相談担当者が利用者の状況を電話または訪問で聞き取り、
詳細を確認する。

②相談担当者は、把握した状況を直ぐに職員会議等でよく協議し、速やかに利用者に対応
説明を行う。

①火災発生の予防に万全を期し、年2回の消防・避難訓練を行う。又、市消防署と連携し
万一の火災発生時には、速やかな初期消火が行えるよう、万全の対策をとる。

②利用者と支援者の組み合わせによる避難体制を確立し、計画的に避難訓練を実施、利用
者の安全確保を図っていく。

内容 協力機関

お花見 一泊旅行

グループ外出 運動会、紅葉ドライブ

お楽しみ会

流しそうめん 豆まき

かき氷 ひな祭り

・健康管理とインフルエンザ、ノロウイルス等の感染症予防の情報提供を適宜行い、
感染症予防に努める。



1、名称・所在地 ぽぷりのいえ 大阪府豊中市長興寺南2-3-35

2、利用定員 定員 （登録利用人数）

共同生活援助 4名 （4名）

3、職員数

管理者

サービス管理責任者

事務員

世話人

生活支援員

4、事業開始年月日 開所予定日数 236日

5、営業日及び営業時間

（営 業 日）

　　　　　　

（営業時間） 夕方4時から翌朝9時までとする。

6、事業支援方針

①利用者と同じ目線に立ち、やさしく前向きな言葉で、親切丁寧に笑顔で接する。

②利用者の思いを大切にした支援計画に基づき、自己決定がしやすい支援を行う。

③利用者と職員が共に力を合わせて、快適にすごせるように取りくむ。

7、事業内容

8、日課・週間・月間予定

（1）日課 16：00～ 送迎 22：00～ 就寝

16：15～ 夕食準備 7：00～ 起床・準備

18：00～ 夕食・片付け 7：30～ 朝食・片付け

19：00～ 入浴 8：00～ 清掃

20：00～ 余暇 9：00～ 送迎

（2）週間・月間予定 利用者を中心とした、週間と月間予定を立てる。

（3）主な行事 ・誕生日会 ・外食 ・ドライブ

・夏祭り参加 ・クリスマス会

月曜日から金曜日の夕方から翌日朝まで（国民の祝日、夏期3日間、12月29
日から翌年1月4日までを除く。）

利用者が、安心して過ごせるように食事、入浴、排せつ等の介護、夜間支援、相談等
を行い、共同生活を通し調理、洗濯その他の家事に支援者と共に取り組み日常生活の
質を向上できるようにする。

平成29年4月1日

平成29年度　ぽぷりのいえ　事 業 計 画 書

サービスの種類　共同生活援助

１名

6名

5名

１名

１名
兼務



9、健康管理

バイタルチェック 毎日実施 全員

服薬提供 毎日実施 服薬提供者

10、職員研修・会議

・研修計画を作成し、職員研修を実施して、利用者支援の質の向上を図る。

・虐待防止に努め、利用者の人権と権利擁護に努める。

・毎日のサービス提供を記録し、支援に活かす。

11、苦情（相談）解決

③必要に応じて、第三者委員会や関係機関への報告・連絡・相談を行う。

＊苦情相談内容は、詳細に記録しておく。

12、防災計画

②利用者と支援者の組み合わせによる避難体制を確立し、計画的に避難訓練を実施、
利用者の安全確保を図っていく。

・健康管理とインフルエンザ、ノロウイルス等の感染症予防の情報提供を適宜行い、
感染症予防に努める。

①苦情又は相談があった場合、相談担当者が利用者の状況を電話または訪問で聞き取
り、詳細を確認する。

②相談担当者は、把握した状況を直ぐに職員会議等でよく協議し、速やかに利用者に
対応説明を行う。

①火災発生の予防に万全を期し、年2回の消防・避難訓練を行う。又、市消防署と連携
し万一の火災発生時には、速やかな初期消火が行えるよう、万全の対策をとる。



1、名称・所在地 相談支援事業所セント・ポプリ 大阪府豊中市穂積1-9-6

2、利用対象者 障害福祉サービスまたは地域相談支援を利用するすべての障害者（児）

①身体障害者　②知的障害者　③障害児　④精神障害者　⑤難病等対象者

利用契約者数

①身体障害者　 1 名 1 名

②知的障害者 24 名 26 名

③障害児 0 名 5 名

④精神障害者 1 名 2 名

⑤難病等対象者 0 名 0 名

26 名 34 名

3、職員数

管理者

相談支援専門員 ２名（内、１名は管理者兼務）

4、事業開始年月日

5、営業日及び営業時間

（営 業 日）

　　　　　　

（営業時間） 午前9時から午後5時までとする。

6、事業方針

7、事業内容

・相談支援専門員によるアセスメント ・モニタリングの実施

・計画相談支援の提供 ・利用者からの相談

・サービス等利用計画の作成 ・苦情に関する対応

8、職員研修

・研修計画を作成し職員研修を実施して、相談支援の質の向上を図る。

・虐待防止に努め、利用者の人権と権利擁護に努める。

9、記録の整備

①福祉サービス等の事業を行う者との連絡調整に関する記録

②個々の利用者の相談支援内容の記録

③利用者に関する市町村への通知に係る記録

④利用者からの苦情の内容等の記録

⑤事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

10、苦情（相談）解決

③必要に応じて、第三者委員会や関係機関への報告・連絡・相談を行う。

＊苦情相談内容は、詳細に記録しておく。

11、通常の事業実施地域 豊中市全域

②相談担当者は、把握した状況を直ぐに職員会議等でよく協議し速やかに利用者に対応説明
を行う。

平成29年度　相談支援事業所　セント・ポプリ　事 業 計 画 書

サービスの種類　相談支援（地域・計画・障害児）

月曜日から金曜日までとする。(ただし、国民の祝日、夏期3日間、12月29日から
翌年1月4日までを除く。)

相談支援事業を通し、障害者（児）の自立した生活を支え、障害者（児）の抱える課題の
解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援する。
尚、本年度は障害児に重きを置き、積極的な訪問、相談を行っていく。

①苦情又は相談があった場合、相談担当者が利用者の状況を電話または訪問で聞き取り、詳
細を確認する。

平成29年4月1日

１名

平成28年度（実績） 平成29年度（見込）

合    計


