2013 年度事業実績報告 シオンの園

社会福祉法人シオンの園

本部

２０１３年度実績報告書

事業実績報告

理事会

年４回、2013 年 5 月 21 日、2013 年 9 月 24 日、2014 年 3 月 11 日(2 回)

評議員会

年３回、2013 年 5 月 21 日、2013 年 9 月 24 日、2014 年 3 月 11 日

法人の情報公開

法人たより、インターネットにて公開、

職員住宅の提供

2 棟（2014 年 9 月まで 2 棟、2014 年 10 月から 1 棟）

研修
1.指導監査説明会・実務研修

2013 年 6 月 7 日

隠岐合同庁舎、 島根県主催
参加者 法人役員、大野光信、小松弘憲、他職員
２．
「幼保一体化に向けての『子ども子育て新システム』研修会」
西宮市 西宮公同教会 日本基督教団主催
参加者 法人役員、大野光信、鎌野真
３．人権研修「在日韓国人・朝鮮人って？」 2013 年 8 月 5 日
講師 黄裕錫(ファン ユソク)
白頭学校建国幼小中高等学校教員、在日基督教大阪教会信徒
会場 日本基督教団隠岐教会
参加者 大野光信、大野萠子、小松弘憲、島本恵子、他職員
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２０１３年度

シオン保育園

事業実績報告

１．保育日数 ２９３日 （希望保育日 ７日、12/30、1/4、1/24-25,1/27-28、3/31、
）
ノロウイルス感染のため 1/23 午後-1/24 休園、1/24-1/28 希望保育とする
２．開所時間 4 月-12 月 7：00-18：30、1 月-3 月

7：00-18：00

３．児童数 （月平均）０歳児 4.3 名、１歳児 6 名、２歳児 10.1 名、３歳児 8 名
４歳児 9.9 名、５歳児

13.3 名、 合計 51.6 名

４．クラス編成 蕾組(０歳､１歳児)､兎･花組(２歳､３歳児)､月･星組(４歳､５歳児)
５．補助事業
A,地域活動事業 子育て情報発信、子育て講座、世代間交流活動支援、地域交流
B,一時預かり事業 休止
C,乳児健康支援一時預かり事業 年間利用者数 延べ人数 １０人
D,延長保育事業 18 時以降の保育 実施期間 4 月 1 日～12 月 31 日
利用者数 述べ 459 人（6 時 15 分以降分のみ）
平均利用者数(１週間のうち最大利用者数の平均) 3.9 人
６．保育行事
月

行事内容

４

交通安全テント村(9)

５

運動会（1）
、家族遠足(11)、食改さんとの料理(10、13)

６

花の日訪問(4)、内科検診(25)、歯科検診・フッ素塗布(26)

７

高校生体験実習（22-24）
、中学生体験実習(7/29-8/2)

８

人権研修（5）
、コンサート（6）
、夏期休園(14-16)

９

保護者会お楽しみ会(7)、交通安全テント村（24）

１０

ロケットクレヨンコンサート(2)、遠足(17)、食改さんクッキング(22)、

１１

シオンの園創立記念礼拝(10)、内科検診(11)、歯科検診・フッ素塗(18)、海士中職
場体験（11/25-29）
、シオン保育園・子どもの家説明会(29)

１２

食改さんクッキング(5)、クリスマス礼拝・祝会(21)、希望保育(30)、年末休園(31)

１

年始休園(2-3)、希望保育(4,5)、喫茶シオン(12)、

２

小学生との交流会(7)、アレルギー等研修(20)、一日入学(26)

３

絵画お話ワークショップ・研修(10-11)、卒園式(29)、希望保育(31)

毎月

誕生会、身体測定、防災訓練、絵本の読み聞かせ(横棚さん)
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２０１３年度

シオン子どもの家(放課後児童健全育成事業)事業実績報告書

利用対象者 児童クラブを必要とする子ども
児童クラブ利用登録者数

１９名

(内障がい児 ０名、受けれ体制あり)

１年～３年 １２名、４年生以上 ７名
１２名 (1-3 年生８名、４年生以上４名)

年間平均利用者数
開所日数

合計 ２８９日

活動日時

小学校開業日

学校下校時～１８時

小学校休業日

月～土曜日 ７時３０分～１８時
土曜日開設日数

５０日

活動場所

子どもの家専用建物、シオン保育園及び戸外

活動内容

下校時より帰るまで、宿題やおやつを済ませ、遊びながらすごす。
小学校休業日には、様々な室内及び室外活動を取り入れ、昼食やおやつを用
意する。

職員

指導員

正規(兼務)職員

３名

有期雇用職員

１名

春夏冬の小学校長期休業期間にはこのほかに臨時職員を採用
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2013 年度

子育て支援センター｢シオン｣

開設場所

シオン子どもの家及びシオン保育園

開設日時

通常 月、水、金曜日

事業実績報告書

9 時から 15 時

随時 子育てサロン等、行事に応じて開設
年間開設日数（行事を除く）１３９日
利用者数（行事を除く） 年間延べ人数 ７２２名（親 ３５３名、子 ３６９名）
利用世帯 １日平均

２．５世帯 ５．２名 (親 2.5 名､子 2.7 名)

利用者実数 親 ２９名、 子 ３２名
職員

センター長(大野光信) １、 他職員

事業内容

相談事業

４名

常時 育児相談、子育て相談、女性相談、家庭相談
面接・電話(支援センター、外部機関にて)、訪問
「子育てひとくちメモ」(毎月 1 回)、ブログの作成
図書及び情報誌等の常設・貸し出し
月 1 回 子育てサロン

他機関との連携

乳幼児健診に協力、福祉事務所(役場)、児童相談所
医療機関、西ノ島町社会福祉協議会、保健所、
教育委員会

各種行事

育児講座、料理教室、工作、コンサート、
絵本の読み聞かせ、健康教室、他
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２０１３年度「ハイツ・シオン」事業実績報告
事業名

共同生活援助事業・共同生活介護事業

実績

ケアホーム

定員１１名

ハイツ・シオン

実利用人員 １１名

定員３名

年平均２．３名

ハイツ・シオンⅡ 定員４名

年平均３．２名

ハイツ・シオンⅢ 定員４名

年平均３．３名

グループホーム 定員１名
研修

実利用人員

０名

年平均 ８．８名

年平均 ０名

シオンの園人権研修 講師ファン・ユソク氏
罪を犯した人に対する利用支援協力事業所連絡会議

専門研修会

障がい福祉関係事業者等説明会 集団指導
修繕

ハイツ・シオン

ボイラー交換

ハイツ・シオンⅡ 浴槽交換、１階廊下張り替え
その他

「ハイツ・シオン」
、
「ハイツ・シオンⅡ」の耐震診断を行う。
「ハイツ・シオン」はそのまま生活するのは危険を伴うとの判定。
今後の方向性として
１．現在の場所に建て替える。
２．新築する。
３．別府地区の町営住宅をグループホームとして借用する。
「ハイツ・シオンⅡ」は耐震補強工事を予定。

現在の 2 つの事業は 2014 年度から「共同生活援助事業(グループホーム)」に統合される

5

2013 年度事業実績報告 シオンの園

２０１３年度「ございな」事業実績報告
多機能型（就労継続支援 B 型

事業内容

定員１４名、生活介護 定員６名）

計２０名
開設日数
実績

年間３１３日

利用者

就労継続支援 B 型 年平均
生活介護

作業

年平均

１０．８名
２．５名

黒木公民館の清掃作業
みゆき荘の清掃作業
西ノ島町観光施設の清掃作業
イワガキ採苗器加工作業
リゾ隠岐ロザージュの清掃、宿泊準備等の業務
知夫村有施設清掃作業（花壇・公衆トイレ）
知夫村役場清掃業務
知夫村草刈・刈草処理業務
知夫村墓地管理業務
知夫村子ども読書活動推進事業業務
知夫中学校図書室にて図書の整理等の作業
古海地区地域図書室にて図書の整理等の作業
ホテル知夫の里及びログハウスの清掃、宿泊準備等の業務等

研修

シオンの園人権研修 講師ファン・ユソク氏
社会福祉士通信課程スクーリング（３名）
新会計基準研修会
甲種防火管理新規講習
人権研修（韓国）
介護技術講習
島根県あさひ社会復帰促進センター施設見学
障がい福祉関係事業者等説明会

その他

「しょうあん子どもの家」児童クラブ（知夫）
夏期・冬期・春期小学校休業日開設
ランチタイム（週１日調理実習）
、旅行、町内イベントへの出店
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２０１３年度 「センターウエルカム」事業実績報告

事業名 地域活動支援センター
活動内容 別紙

事業名 日中一時支援事業
活動内容 日中生活の支援を必要とする方への支援
活動場所 ございな

2013 年度

「相談支援事業所シオン」事業実績報告

事業名 指定特定相談支援及び指定障害児相談支援
職員

管理者兼相談支援専門員 1 名(兼務)、相談支援専門員 1 名(兼務)

2013 年度実利用者数

西ノ島町 14 名
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２０１３年度「デイサービスセンター・シオン」事業実績報告
事業名

老人デイサービスセンター

事業内容

指定通所介護、指定介護予防通所介護、いきいきデイサービス事業

実績

指定通所介護・介護予防通所介護事業
定員１０名
年間開所日数

２５３日

年間延べ利用者数 １，４０６名
年間実利用者数
１日平均利用者数

１５名
５．６名

いきいきデイサービス事業
年間実利用者数
研修

０名

シオンの園人権研修 講師ファン・ユソク氏
能力開発セミナー（アンガーマネジメント）
デイサービスの指導監査対応研修
日本通所ケア研究大会
介護保険サービス事業者集団指導

その他

行事 お花見
お食事会等
会議 高齢者サービス調整会議（月２回）
地域ケア会議（月１回）
担当者会議（随時）等
研修受け入れ（４名）
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