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平成３０年度事業報告書 

                    

Ⅰ 地域活動支援センターⅠ型 ピアひがし  

１ 地域活動支援センター施設状況 

(1) 所 在 地： 福岡市東区香椎駅前２丁目１番１７号 

(2) 構造： 鉄筋造５階建の２階  延べ床面積２３５．２ｍ2 

(3)  所有関係： 賃借   所有者：（株）ジップ 

(4) 賃料：月額 ３００，０００円 

（5）その他の設備 ：リース車両（軽自動車）  1 台  

  

２  施設の運営状況 

①登録者数  ９１名     ②年間延べ利用者数   ４９５３名 

③職員定数   ６名 

④事業開始年月日   平成１５年１０月１日 

⑤事業目標 

  地域で生活する精神障がい者の日常生活の支援、日常的な相談への対応 

  や地域交流活動などを行うことにより、精神障がい者の社会復帰と自立 

  と社会参加の促進を図る。 

 

(1) 日常生活の支援 

  ・食事サービス、入浴サービス、サークル活動、余暇活動 

                        延べ来所利用者 ３３６４名 

 (2) 相談支援等 

  ・電話、面接、訪問など              延べ件数 １８６２件 

（3) 地域交流等 

  ・研修会、講演会、ほっとフェスタ、地域ボランティアなど 

                           延べ参加数  １５回 

 (4) 関係団体との交流活動 

  ・実習生受入                   延べ人数   ３０名 

  ・ハートメディア実行委員             延べ回数    ７回 

・精福協定例会・みんなの集い実行委員       延べ回数    ７回 

・ＱＳＫ総会                   延べ回数    １回 

 

 (5) 居住サポート事業 

・電話、面接、同行など             延べ回数   １７回   

 

３ 行事・活動等 
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 平成３０年度 年間行事報告 

月 行事名 目的 内容・参加者 

 

４ 

クラフトマルシェ 

絵はがき教室 

メンバー間の交流 

季節を楽しむ 

４名 

７名 

 

５ 

ピクニック 

アロマ教室 

季節を楽しむ 

季節を楽しむ 

６名 

５名 

 

６ 

福岡市科学館 

絵はがき教室 

メンバー間の交流 

季節を楽しむ 

     １２名 

７名 

 

７ 

七夕会 

絵はがき教室 

季節を楽しむ 

季節を楽しむ 

１３名  

 ７名  

 

８ 

スイカを食べよう 

ｗｉｔｈ花火 

季節を楽しむ   １２名 

 

９ 

食事会 

出張版カラオケ 

アロマ教室 

メンバー間の交流 

メンバー間の交流 

季節を楽しむ 

      ８名  

１０名  

４名 

 

10 

バーベキュー 

絵はがき教室 

メンバー間の交流 

季節を楽しむ 

１６名 

６名 

 

11 

グランドゴルフ大会 

ゲーム大会 

プラネタリウム鑑賞 

絵はがき教室 

メンバー間の交流 

メンバー間の交流 

季節を楽しむ 

季節を楽しむ 

１２名     

      ７名 

８名 

３名 

 

12 

クリスマス会 

アロマ教室 

季節を楽しむ 

季節を楽しむ 

２４名 

５名 

 

１ 

初詣 

お餅を食べよう 

ぜんざい会 

七草会 

絵はがき教室 

季節を楽しむ 

季節を楽しむ 

季節を楽しむ 

季節を楽しむ 

季節を楽しむ 

１８名 

１６名 

１８名 

１８名 

６名 

 

２ 

食事会 

絵はがき教室 

みんなの集い 

ハートメディア 

メンバー間の交流 

季節を楽しむ 

メンバー間の交流 

８名 

５名 

２５名 

 

３ 

グランドゴルフ大会 

お花見 

絵はがき教室 

メンバー間の交流 

季節を楽しむ 

季節を楽しむ 

８名 

１６名 

 ６名 
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Ⅱ 就労継続支援 B 型事業所 喫茶ほっと 

１ 就労継続支援 B 型事業所の運営 

(1) 所 在 地  福岡市東区香椎駅前２丁目１番１７号 

(2) 登録者数    25 名     年間延べ利用者数 3296 名 

(3) 開所日数    263 日 

(4) 年間売上    6841302 円 

(4) 職員数      7 名 

(5) 事業開始年月日(予定)  平成 10 年 4月 24 日 

 

２ 事業目標 

精神障害のある人々が事業所における様々なトレーニングを通して、苦手な人間関係を

克服しつつ、就労に向けての準備を行う。 

(1) 就労支援 

  ・就労希望者が数名いるので、実現できるよう一緒に取り組んでいく 

(2)地域活動 

  ・近隣企業、事業所等への食事・菓子の配達、委託販売 

  ・イベントや外販への参加 

(3) 関係団体との交流活動 

  ・実習生受入                   

  ・みんなの集い実行委員 

 

３ 事業に使用する施設・設備等 

(1) 施設 

構造 鉄骨造５階建１階  建築面積１５０㎡ 述べ床面積１５０㎡ 

所有関係 賃借 所有者：株式会社ジップ ／ 賃料：月額２５０,０００円 

 

４ 行事・活動等 

 平成 30 年度年間行事報告 

月 行事名 目   的 内 容 

 

４ 

花見 

ﾋﾟｸﾆｯｸ(海の中道) 

季節を楽しむ 

季節を楽しむ、ﾒﾝﾊﾞｰ間の交流 

近くの川沿いで桜を見る 

皆でお弁を食べる 

 

５ 

５月病を吹き飛ばせ 

 

地域との交流 

 

ｶﾚｰや菓子等の販売 

 

 

６ 

野球観戦 ﾒﾝﾊﾞｰ間の交流 

 

ﾔﾌｵｸﾄﾞｰﾑにて野球観戦 

 

７ 

ﾚｸﾚｰｼｮﾝ（ｽｼﾛｰ） ﾒﾝﾊﾞｰ間の交流 

 

ｽｼﾛｰで食事 
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８ 

ｽｲｶ割り 

ﾚｸ（福岡市科学館） 

季節を楽しむ、ﾒﾝﾊﾞｰ間の交流 

ﾒﾝﾊﾞｰ間の交流 

皆でﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ 

 

 

９ 

ふれあい広場 

 

地域との交流 

 

飲み物や菓子等の販売 

 

10 

ほっとﾌｪｽﾀ 

ﾊﾛｳｨﾝｲﾍﾞﾝﾄ 

地域との交流 

季節を楽しむ、地域との交流 

ｶﾚｰや焼き菓子の販売 

限定ﾒﾆｭｰやお菓子を販売 

 

11 

ﾚｸﾚｰｼｮﾝ（鍋） ﾒﾝﾊﾞｰ間の交流、季節を楽しむ 皆で鍋を食べる 

 

12 

ｸﾘｽﾏｽ会 

大掃除 

季節を楽しむ、ﾒﾝﾊﾞｰ間の交流 

 

食事、ｹﾞｰﾑ 

普段しないところの掃除 

 

１ 

新年会 

三越販売 

ﾒﾝﾊﾞｰ間の交流 

接客、販売技術の向上 

食事会 

菓子や珈琲等の販売 

 

２ 

三越販売 

みんなの集い 

接客、販売技術の向上 

集団行動訓練、啓発活動 

菓子や珈琲等の販売 

講演、演奏会 

 

３ 

花見 

 

ﾒﾝﾊﾞｰ間の交流、季節を楽しむ 

 

近くの川沿いで桜を見る 

 

 

Ⅲ 就労継続支援 B 型事業所 ふるはーと 

１ 就労継続支援事業 B 型事業所の運営 

(1) 所 在 地     福岡市東区香住ケ丘 2 丁目 11-32-102 

(2) 登録者数     26 名  

(4) 職員定数     7.5 対 1 以上 / 管理者及びサービス管理者 1 以上 

(5) 事業開始年月日  平成２５年４月１日 

２ 事業目標 

働くことや、役割を提供しつつ、地域で生活する精神障がい者の日常生活の支援、日

常的な相談への対応や地域交流活動などを行う。またそれらにより、精神障がい者の社

会生活の充足と社会参加の促進を図る。 

３ 受けた自立支援費等収入 25,812,658 円 

              (前年比 0.79 倍／ 前年度 32,454,146 円) 

４ 事業内容               (1)簡単な役割 

内職(袋詰め、箱折、検品、シール貼り、タグ付け等) 

製造、販売(菓子) 

(2)自主活動(カラオケ、映画鑑賞、スポーツ等) 

(3)レクリエーション(花見、蛍観賞、バーベキュー等) 

５ 開所日                 月～金および数日 計 253 日 

６ 登録者数                26名／ 前年比倍 0.84 

平成 30 年 4月 1 日  31 名 
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                  平成 31 年 3月 31 日 26 名(退所者 5 名)        

７ 年間延べ利用者数       3244名 ／ 前年比 0.80 倍(前年度 4041 名) 

８ 日平均利用者数        12.8名 ／ 前年比 0.8 倍(前年度 16.0名) 

９ 就労支援事業収入       1,945,953 円／ 前年比 0.96 倍(前年度 2,026,426 円) 

 

10 事業に使用する施設・設備等 

(1) 施設 

構造 ＲＣ造５階建の１階及び 2 階  建築面積 １２７㎡ 延べ床面積 100 ㎡未満 

他 法人賃貸倉庫 ２階 

所有関係 賃借 管理会社：日産住宅  ／ 賃料：月額１８０,０００円) 

 (2) その他の設備 

   リース車両（軽自動車） １台 所有車両  (軽自動車)  １台  合計 2 台 

 

11 行事・活動等 

月 行事名 目   的 内     容 

４ お出かけ メンバー間の交流 駕与丁公園など 

６ ホタル観賞 
メンバー間の交流 

季節を感じる 
ホタル観賞 

７ バザー参加 地域行事参加 香住ケ丘校区の祭りに参加 

９ バザー参加 地域行事参加 ふれあい広場参加 

10 バーベキュー 家族、メンバー間の交流 海ノ中道にて 

11 バスハイク 家族、メンバー間の交流 
支援者、社協より借りたバスで

日帰り旅行。祐徳稲荷神社へ 

12 イルミネーション 
メンバー間の交流 

季節を感じる 
天神へ 

12 クリスマス会 メンバー間の交流 施設内外でクリスマス会 

1 初詣 メンバー間の交流 香椎宮へ 

3 花見 メンバー間の交流 近くの公園にて食事、観賞 

 

 

Ⅳ 就労継続支援Ｂ型事業所 ふきのとう 

１ 就労継続支援Ｂ型事業所の運営 

  

(1) 所 在 地    福岡市東区名島４丁目２番２６号 

(2) 登録者数    １９名 （平成３１年３月３１日現在）※定員 ２０名     
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(3) 職員定数     ６名 

(4) 事業開始年月日 平成２６年９月１日 

 

２ 事業目標 

地域で生活する精神障がい者の日常生活の支援、日常的な相談への対応や地域交流活動

などを行うことにより、精神障がい者の社会復帰と自立と社会参加の促進を図る。 

 

(1) 働くことへの支援 

 

事業所での作業を通して、役割を担うことの大切さ、病状の安定、自発性、協調性、

社会性を学んでいく。また、就労へ対しての意欲を高めステップアップできるように

サポートを行う              

 

 (2) 日常生活の支援 

   

 生活の基本である住居、就労、食事等、日常生活に即した課題に対し、個別 

   具体的な援助を行うとともに、生活機能や対人関係に関する指導・訓練等を 

   行う。 

 

（3) 相談等 

   服薬、金銭管理、対人関係、公的手続等日常的な問題や個々人の悩み、不安 

   孤独感の解消を図るための助言、指導を行うとともに、必要に応じて関係機 

関等への連絡を行う。 

                            

 (4) 地域交流等  

 ①場の提供                  

   レクリエーション等の自発的な活動、地域住民との交流等を図るための場を 

   提供する（名島交番の交通違反パトロールに協力している。駐車場を貸す） 

   ②「ふきのとうまつり」の開催 

   年に１回、３月最後の日曜日にふきのとう敷地内にてバザーを行う。 

 

(5) 関係団体との交流活動 

名島社協、民生委員会、きょうされん、渡場町内会との交流活動       

            

３ 事業に使用する施設・設備等 

(1) 施設 

 所有者（土地・建物） 

  福岡市東区高見台２－３４－５ 
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  野馬 志津子 

面積 （土地）２６９㎡ 

       （建物）１３４㎡ （作業室のみ）８０㎡ 

 賃借料 月額 １００，０００円 

 

(2) その他の設備-    

法人車両（軽自動車）２台 

   ・日産 クリッパー（県民共済より寄贈車）福岡４８０す９８５ 

   ・スバル プレオ（ピアひがしより借用車）福岡５８１つ６０９６ 

 

４ 利用状況           ６ 障害福祉サービス費等支払決定額 

                  （福岡県国民健康保険団体連合会） 

      

月 延べ利用者数 支 給 額 

４月 ２３９人  

５月 ２５３人 １，９４９，００７ 

６月 ２３６人 １，８２８，９２２ 

７月 ２１８人 １，７０１，２４６ 

８月 ２００人 １，５２７，４９７ 

９月 １７７人 １，３５４，６５２ 

１０月 ２１３人 １，７２８，４５５ 

１１月  ２２５人 １，７３４，９９８ 

１２月  ２０１人 １，５４２，２６３ 

１月  １８４人 １，３９７，４０２ 

２月  １７０人 １，３４６，５０９ 

３月   ２０７人 １，５９７，９６８ 

 

★ 平成３０年度 利用者総数    ★平成３０年度 サービス費総支給額 

       ２,５２３人     ￥１９，５４６，３８１－ 

★ 平成３０年度  稼働日       ２４１日 

★ 平成３０年度 平均利用者数    １０．４６人／月 

 

 

５ グループホーム・四季の家 

１ 事業名：障害者総合福祉法第５条に規定する共同生活援助・共同生活介護事業 

 

２ 事業概要     （定員 9 名） 

・住 居 名 称：グループホーム四季の家 
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・住居所在地：福岡市東区和白１丁目 9-23 

・事 業 所 名：四季の家 

・運 営 法 人：社会福祉法人ほっと福祉会 

・法 人 住 所：福岡市東区香椎 2-1-17 

・法人代表者：犬束 義光 

・設置年月日：平成 11 年 4 月 1 日 

・バックアップ施設等：地域活動支援センター ピアひがし 疋田病院 ＡＬＳＯＫ 

           ティアラヘルパーステーション 

３ 住居の状況 

・所有者住所・氏名（土地・建物）武谷文恵 

・賃 料（土地・建物）月額 ２２５，０００円 

 

４ 利用者（Ｈ31.3 月末現在） 

 

部屋番号  氏名  年齢 日中活動・就労場所 

101 M.K 68 九州大学病院 精神科 

102 N.S 30 就労支援事業所 さんえす 香椎心療クリニック 

103 K.T 56 就労継続Ｂ型 みどり 香椎療養所 

105 M.M 56 生活介護 東フレンドホーム 香椎療養所 

201  S.Y 56 疋田病院 

202 H.S 69 雁の巣病院 

205 N.K 70 一般就労 就労継続Ｂ型 サニーすぽっと 疋田

病院 

206 U.M 53 就労継続Ｂ型 サニーすぽっと 疋田病院 

 

５ 行事    

   12 月 クリスマス会 映画鑑賞 参加 2 名 

4 月、7 月、10 月、12 月 誕生日会  

 防災訓練（９月・３月） 

 

６ 退去者について 

 平成 30 年 10 月 村上氏 入籍のため退所。（夫と同居） 

 

７ 支援状況・実利用者数について 

通院時同行支援   利用入居者数 ２名 

外出・買物支援   利用入居者数 ３名 

行政手続支援  利用入居者数 ９名 

  退院、退所時支援 利用入居者数 ２名 
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  内服薬管理補助 利用入居者数 １名 

  居室訪問支援  利用入居者数 ３名 

 

 

６ グループホーム・ほっと２ 

１ 事業名：障害者総合福祉法第５条に規定する共同生活援助・共同生活介護事業 

 

２ 事業概要     （定員 17 名） 

・住 居 名 称：第２木下ビル 

・住居所在地：福岡市東区香椎駅 1-27-28 

・事 業 所 名：グループホーム・ほっと２ 

・運 営 法 人：社会福祉法人ほっと福祉会 

・法 人 住 所：福岡市東区香椎 2-1-17 

・法人代表者：犬束 義光 

・設置年月日：平成 24 年 3 月 1 日 

・バックアップ施設等：地域活動支援センター ピアひがし 疋田病院 ＡＬＳＯＫ 

           ティアラヘルパーステーション 

３ 住居の状況 

・所有者住所・氏名（土地・建物）(株）ライジング企画 

・賃 料     （土地・建物）月額 ６３０，０００円 

 

４ 利用者（Ｈ31.3 月末現在） 

部屋番号 氏名 年齢 日中活動・就労場所 

105 M.T 46 就労移行事業所 ふよう学園 

106  S.K 37 就労移行事業所 スプライフ 

201 T.T 60 ふるはーと 疋田病院 

202  T.K 44 千早Ａｃｔクリニック 就労支援Ｂ型 猫音 

203 S.Y 39 加藤神経科クリニック 

205 Y.M 64 香椎療養所 

206  S.H 20 青松高校（通信） 

301 K.S 31 就労移行支援 スプライフ 

302 S.S 45 一般就労 

303 ※ S.K 23 ふるはーと 疋田病院 

305 N.M 49 一般就労 （清掃員） 

306 H.M 45 ピアひがし 

401 H.Y 46 就労継続支援Ａ型 BeSmile 
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402 N.K 30 香椎療養所 喫茶ほっと 

403  T.S 24 千早Ａｃｔクリニック  ふるはーと 

405  S.M 44 加藤神経科クリニック 

406 H.S 25 香椎療養所 就労移行事業所 イキシア 

  ※ 平成 30 年度 新規入居者 

 

５ 行事 （四季の家と合同） 

  ・12 月 クリスマス 映画鑑賞 参加者 ４名 

  防災訓練（９月・３月） 

 

６ 退去者について  

   ４月 Ｙ.Ｋ氏 地域生活へ移行 

 

７ 支援状況・実利用者数について 

通院時同行支援   利用入居者数 7 名 

外出・買物支援   利用入居者数 7 名 

行政手続等支援  利用入居者数 17 名 

  退院、退所時支援 利用入居者数 3 名 

  金銭管理補助  利用入居者数 4 名 

  内服薬管理補助 利用入居者数 3 名 

  居室訪問支援  利用入居者数 5 名 

  外部サービス利用による入浴支援   １名 

 


