令和２年度 就労継続支援 A 型事業所Ｋｉｔｃｈｅｎ後楽園
スコア表に係る運営状況

Ⅰ 労働時間
１日の平均労働時間は、5.23 時間
Ⅱ 生産活動
生産活動収支については次のとおり。
就労支援事業活動増減差額 16,744,691 円
支払い賃金総額（対利用者） 16,501,850 円
Ⅲ 多様な働き方
① 免許及び資格の取得の促進
⇒ 支援者会議において、利用者が取得した免許や資格が業務に有効であると
判断した場合は、時給を上乗せする制度を設けている。ただし、令和２年度に
おいて実績はない。
② 就労継続支援Ａ型事業所Ｋｉｔｃｈｅｎ後楽園の利用者を職員として登用する制
度に係る手続、対象者の要件及び採用時期に関する事項
⇒ 支援者会議において、職員登用制度の規程に照らし合わせて検討した結果、
令和２年 10 月に２人のサービス利用者を職員として登用したところ。現在も、
職員として活躍している。
③ １日の所定労働時間を短縮するに当たり必要な労働条件に関する事項
⇒ 利用者本人からの申し出により、１日の所定労働時間を短縮した実績あり。
健康状態、日常生活の状況、就労の展望等を聞き取り、支援者会議において
諮ったところ。本人の希望に沿った就労が実現することで、就労継続につなが
っている。
④ 早出遅出勤務に係る労働条件に関する事項
⇒ 通常、7：30 からの出勤を求めているところではあるが、健康状態、交通面
での環境に配慮し、9：00 からの出勤も可能としている。逆に要望があれば、
7：00 からの出勤も可能としている。各利用者の事情や要望に合わせた出勤
が可能な環境で就労していただいている。
⑤ 従業者が私的に負傷し、または疾病にかかった場合の療養のための取得に
関する事項
⇒ 入院治療が必要となる利用者がいたが、３か月間の範囲であれば休暇を可
能とし、治療後に就労を再開されている。

Ⅳ 支援力向上
① 職員の研修に関する計画に基づく障害者雇用、障害者福祉その他障害者就
労に関する外部研修会等の参加又は外部講師による内部研修会の開催状況
⇒ 毎月１回、支援者会議を開催する中で、それぞれの障がいの特性について研
修を重ねながら、障がいのある方の雇用を推進している。
ハローワーク伊集院から外部講師を招き、法人全体での研修会を開催した。内
容は、精神障がいの特性とその対応について。
② 外部研修会等への講師派遣、学会等での研究発表又は実践報告の実施状況
⇒ 串木野養護学校でのＰＴＡの研修会に代表理事が講師として出会。当該事業
所での活動内容、自立に向けた支援について講義を実施。
③ 障害者就労に係る先進的な取組を行う他の事業所等への視察若しくは実習
への参加又は他の事業所等からの視察等の受入状況
⇒ 鹿児島市の就労継続支援Ａ型事業所リアンテに、令和２年 10 月、11 月に視
察実施。同業である弁当事業において、職員と利用者の関係性、業務への従
事の仕方等について意見交換を行い、当該事業所にフィードバックした。
④ 販路拡大、事業拡大等に向けた展示会への出展、商談会への参加その他生
産活動収益の増加に資するビジネスマッチングに係る取組の実施状況
⇒ 生産活動収益の増加に資する取組として地域企業にアプローチし、施設外就
労の場を確保。温泉施設の清掃・管理業務やフィットネスクラブやレストランの
清掃業務について業務委託契約を締結し、精算活動収益の増加を図った。そ
の他、地域の農家とも連携を模索中。
⑤ 昇給、昇格と連動した人事評価制度の整備状況
⇒ 毎月開催される支援者会議の中で、定期的に各利用者様の就労状況を評価
している。人事評価制度（利用者様用）は整備済であり、制度に基づいて昇給
（時間給＋10 円～）を実施している。また、四半期毎に MVP を選出し、表彰
（賞状と現物給付）しているところ。
Ⅴ 地域連携活動
施設外就労を次のとおり実施することにより、地域での働く場を確保した。
・鹿児島市南林寺のマンションの清掃業務
・OCEAN RESORT えぐち家 湯どころ あったろうの清掃・管理業務
・フィットネスクラブ ビクトリアハーツの清掃業務
・前原総合医療病院レストラン ウォルナットの清掃業務
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就労継続支援Ａ型事業所におけるスコア表（全体）
事業所名
住

所

就労継続支援Ａ型事業所Ｋｉｔｃｈｅｎ後楽園

事業所番号

日置市伊集院町徳重三丁目13番地12

管理者名

099-213-9833

対象年度

電話番号

4611600497
宮之前

令和２年度

（Ⅰ）労働時間

（Ⅳ）

①1日の平均労働時間が７時間以上

◎

②1日の平均労働時間が６時間以上７時間未満

参加した職員が半数以上であった

○

④1日の平均労働時間が４時間30分以上５時間未満

55

◎

１回の場合

⑥1日の平均労働時間が３時間以上４時間未満

２回以上の場合

⑦1日の平均労働時間が２時間以上３時間未満

◎

⑧1日の平均労働時間が２時間未満

①80点 ②70点 ③55点 ④45 点 ⑤40点 ⑥30点 ⑦20点 ⑧5点

○

２回以上の場合
○

◎
25

35

⑤職員の人事評価制度
人事評価結果に基づき定期に昇給を判定する
制度を設け、全ての職員に周知している

○

⑥ピアサポーターの配置

点

①40点 ②25点 ③20点 ④5点

（Ⅲ）多様な働き方（※）

ピアサポーターを職員として配置している
⑦第三者評価
過去３年以内の福祉サービス第三者評価を
受審しており、結果を公表している。

①免許・資格取得、検定の受検勧奨に関する制度

⑧国際標準化規格が定めた規格等の認証等

○

就業規則等で定めており、前年度の実績がある

都道府県知事が適当と認める国際標準化規格が定めた
規格その他これに準ずるものの認証を受けている

②利用者を職員として登用する制度
就業規則等で定めている
就業規則等で定めており、前年度の実績がある

○

④販路拡大の商談会等への参加
１回の場合

①前年度及び前々年度の各年度における生産活動収支が
それぞれ当該各年度に利用者に支払う賃金の総額以上

就業規則等で定めている

③視察・実習の実施又は受け入れ

いずれの取組も行っている
◎

②前年度及び前々年度における生産活動収支のうち前年
度における生産活動収支のみが利用者に支払う賃金の総
額以上
③前年度及び前々年度における生産活動収支のうち前々
年度における生産活動収支のみが利用者に支払う賃金の
総額以上
④前年度及び前々年度の各年度における生産活動収支が
いずれも当該各年度に利用者に支払う賃金の総額以上で
はない

○

いずれか一方のみの取組を行っている

点

（Ⅱ）生産活動

○

②研修、学会等又は学会誌等において発表

⑤1日の平均労働時間が４時間以上４時間30分未満

◎

支援力向上（※）

①研修計画に基づいた外部研修会又は内部研修会
参加した職員が１人以上半数未満であった

③1日の平均労働時間が５時間以上６時間未満

◎

宏平

小計（注2）

8

点

（注2）8以上:35点、6～7：25点、1～5：15点

（※）任意の５項目を選択すること

○

③在宅勤務に係る労働条件及び服務規律

（Ⅴ）地域連携活動

就業規則等で定めている
就業規則等で定めており、前年度の実績がある

地域の事業者と連携した付加価値の高い商品開発、企業や官
公庁等での生産活動等地域社会と連携した活動を行い、その
結果をインターネット等により公表している

④フレックスタイム制に係る労働条件
就業規則等で定めている
35

⑤短時間勤務に係る労働条件
就業規則等で定めている
就業規則等で定めており、前年度の実績がある

項目

点数

労働時間

5点

生産活動

5点

20点

25点

40点

25

就業規則等で定めている

多様な働き方

0点

15点

25点

35点

35

就業規則等で定めており、前年度の実績がある

支援力向上

0点

15点

25点

35点

35

地域連携活動

0点

○

⑥時差出勤制度に係る労働条件

◎

10
点

1事例以上ある場合:10点

就業規則等で定めており、前年度の実績がある
◎

○

⑦有給休暇の時間単位取得又は計画的付与制度
就業規則等で定めている

20点

30点

40点

45点

55点

10点

70点

80点

55

10

○

就業規則等で定めており、前年度の実績がある
◎

⑧傷病休暇等の取得に関する事項

合計

就業規則等で定めている
就業規則等で定めており、前年度の実績がある
小計（注1）
（※）任意の５項目を選択すること

160

○
8

点

（注1）8以上:35点、6～7：25点、1～5：15点

点

／２００点

別 紙

令和3年3月31日

就労継続支援Ａ型事業所における地域連携活動実施状況報告書
事業所名
住

所

電話番号

就労継続支援A型事業所Ｋｉｔｃｈｅｎ後楽園

事業所番号 4611600497

鹿児島県日置市伊集院町徳重三丁目13番地12

管理者名

勝田

一生

099-213-9833

対象年度

令和２年度

地域連携活動の概要
＜活動内容＞

＜活動の様子＞

活動場所
株式会社ア・ライズ（OCEAN RESORT えぐち家）
活動日時
令和2年5月16日～現在継続中
実施した生産活動・施設外就労の概要
温泉施設湯どころあったろうの清掃、管理
利用者数
3～7人

＜目的＞
・地元企業と連携を図り、地域の観光に貢献する。
・サービス利用者の就労スキルと働きがい、生きがいの向上。
・提携企業の人材不足の解消。

＜成果＞
株式会社ア・ライズのOCEAN RESORT えぐち家は、令和2年4月1日か
ら休館しているが、温泉施設の湯どころあったろうについては継続して
営業することになり、当該施設の清掃・運営業務を委託していただいた
ところであった。
施設の清潔保持、お客様への気持ちのいい接客対応を心掛けて業務を遂
行する中で、サービス利用者の働きがい・生きがいの創出につながって
いる。

連携先の企業等の意見または評価
温泉施設湯どころあったろうの業務を委託していますが、就労継続支援A型事業所Ｋｉｔｃｈｅｎ後楽園のサービス利用されている皆さんは一
生懸命仕事に取り組まれています。清掃においてやり残し等があることもありますが、指摘することで素直に対応していただいています。ま
た、障がいのある方に受付をしていただくことで、理解促進につながっているようにも感じます。温泉施設のお仕事以外にもホテル部分の細か
い清掃作業をしてもらうこともあり、助かっています。これからもよろしくお願いします。

連携先企業名

株式会社ア・ライズ

担当者名

吉野

典大

