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　また現在、同敷地に令和５年１月完成を目指し、
「グループホーム陽々」の建設に着手しています。親
亡き後の生活の担保と、知的障がい者の生活環境の
より一層の充実に寄与できるものと考えています。
　これからも、鹿児島市手をつなぐ育成会が知的障
がい者のより所としての役割を果たすため、さらな
る機能強化と情報発信の場となるよう努めてまいり
ます。ご意見ご指導を賜りますようお願い申し上げ
ます。

　会員の皆様には日ごろから、鹿児島市手をつなぐ
育成会の活動にご協力ご支援賜り感謝申し上げます。
　お陰様で、令和３年度の施設運営は順調に実施す
ることができ、黒字決算となったものの、新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大の影響により内容的に
は厳しい状況でありました。
　特に、育成会の活動の中で、最優先に取り組まな
ければならない会員同士の親睦のための活動が、ほ
とんど出来なかったことは非常に残念でなりません。
　令和４年度は新型コロナウイルス感染症が終息に
向かい、従前の活動が再開出来ることを期待いたし
たいと思います。
　さて、令和４年７月１日に第２期将来構想に基づ
き、生活介護施設の「しんびお松元」を開設し、育
成センターの定員超過に対応するとともに、利用者
の方々にとっても利用環境の充実を図ることができ
ました。

ごあいさつ
鹿児島市手をつなぐ育成会

理事長  三反園 輝男

理事長プロフィール
三反園 輝男
趣味・特技：ゴルフ
休日の過ごし方：メダカの繁殖

相談支援センター育成会
よりお知らせ

令和３年７月１日、育成会の相談支援事業が、石
谷の郷を拠点とした「相談支援センター育成会」に
統合されて、約１年が経過しました。現在、常勤換
算 4.1 名の相談支援専門員が、鹿児島市内の障害児・
者の相談支援対応を行っています。
相談支援では、児童関係は療育事業所の利用など

の調整、児童から成人に向けては、日中の事業所を
利用したり、就労をしたりする中で、サービスの調
整や変更が求められます。鹿児島市内の事業所数は
年々増加しており、育成会では経験の異なる相談支
援専門員が、週１回集まり、支援方法について意見
を交換しています。その中で、本人の思いや家族の

担当スタッフプロフィール
田中 真勝
趣味・特技：仕事の合間のコーヒー

とキャンプ
休日の過ごし方：犬の散歩や娘たちとの

買い物など

願いを実現するため、社会資源の情報共有を図ったり、
制度対応なども確認したりしながら、より良い支援方
法の検討を行っているところです。
一人ひとりの思いが実現できるよう寄り添い充実し

た相談支援を行ってまいりたいと考えますので、今後
とも相談支援センター育成会をよろしくお願いいたし
ます。

「だいじょうぶ　たのしく　ゆっくりと」
ふもとでは「だいじょうぶ　たのしく　ゆっくりと」をモッ
トーに、利用者様ひとりひとりのペースに合わせた支援を
提供しています。

障害福祉サービス事業 ふもと

ふもとは鹿児島市南部地区に位置する生活介護事業サー

ビスを展開している事業所です。

日中活動として清掃作業や箸入れ、箱折り等の軽作業を

行い，達成感やはたらく喜びを味わってもらえるよう、職

員とともに取り組んでいます。また、地域での清掃活動に

も取り組んでおり、ごみ拾いや草取りなどをした後は、誇

らしげな表情で、「きれいになったよ。」と皆さん、嬉しそ

うな笑顔をみせてくださいます。

余暇活動では週２回ほどふれあい館に出かけ，スポーツ

やダンス等の交流事業を楽しんでいます。ダンス好きの方

が多いこともあり真っ先に舞台にあがってオリジナルダン

スを披露することもしばしばです。

そして、ふもとといえば手話。音楽活動の一環として手

話を取り入れ、メロディーにのせて息の合った手話を披露

しています。

グループ活動だけでなく、自分のやりたいことに挑戦で

きるのもふもとの特色です。パズルやピアノ、編み物、ダ

ンス等、のびのびと自分のペースで取り組んでいるときの

利用者様の笑顔！「だいじょうぶだよ」「あせらないで、ゆっ

くりとでいいよ」「楽しかった」今日もふもとのあちこちで、

こんな言葉が溢れています。

事業所紹介

担当スタッフプロフィール

平原 陽子
趣味・特技：ジョギング（５年前までは…）

障害福祉サービス事業ふもと
問い合わせ先：０９９-２６９-５６３５

相談支援センター育成会
問い合わせ先：０９９-２０８-００５６
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スタッフ紹介

Q１．前職はなにをしていましたか？

以前すくすく学級に参加しており，その時にわくわくコスモス

を紹介され１年半近くアルバイトしていました。

Q２．趣味や特技を教えてください！

趣味は特にないです。おススメがあったら教えてください。特

技は字を綺麗に書くことです。小学生～高校生のときまで習っ

ていました。

Q３．休日は何をして過ごしていらっしゃいますか？

友人と遊ぶことが多いです。県内をドライブで出かけています。

恋人がいたら…と常に思っています。

Q４．夢や目標、目指す職員像を教えてください。

まだ、資格を持っていないのでいろいろな資格試験に挑戦した

いです。４月の保育士試験で合格できませんでしたので、１０

月の後期試験に向けて頑張りたいです。

Q１．前職はなにをしていましたか？

保育園で保育士を 5年しておりました。未満児・年少組を持つ

ことが多かったです。

前世では、ディ○ニーで働いていたそうです。

Q２．趣味や特技を教えてください！

イカ釣りです。ふと時計を見るとゾロ目のことが多い特技があ

ります。

Q３．休日は何をして過ごしていらっしゃいますか？

釣れそうだなと思ったときは、イカ釣りに行っています。

座禅を組んで瞑想しています。

Q４．夢や目標、目指す職員像を教えてください。

利用者の方が楽しく成長できるような支援を行っていき、様々

な視点で支援ができる知識を身に着けたいと考えます。藤○さ

んみたいな職員になりたいと考えています。

鹿児島市手をつなぐ育成会の各施設ではどんなスタッフ
が働いているのか色々と質問を聞いてみました！

担当スタッフプロフィール
石谷の郷（３年目）

生活支援員　堀之内　史哉

担当スタッフプロフィール
きぼう学舎（３年目）

保育士　福永　裕紀

希望の園の就労継続支援Ｂ型では、色々な業者さん
からお仕事をいただいています。

就労継続支援Ｂ型 : 希望の園

事業所紹介

事を行っています。

また、ふれあい館では、利用される方々に気持ち良く使

用していただけるよう、館内の清掃作業を行っています。

希望の園で仕事をされる方も施設外就労に従事される方

も、それぞれに仕事に責任を持って取組まれ、働くことの

意義や大切さを感じながら、毎月いただく工賃を楽しみに

頑張っておられます。

就労Ｂ型には、現在、19 名の利用者が通われています。

皆さん仕事に取り組むことを楽しみにされており、「今日

はどこ」「私は希望の園に残るよ」「私は促成青果に行って

来るから」「お仕事、頑張ってね」など、これは利用者同

士の会話のやり取りの一コマです。お互いのことを気に掛

けることで、仕事場所の確認や励まし合うことにつながり、

１日の始まりを気持ち良く迎えておられます。

仕事は、主に希望の園で取り組んでいる軽作業と、外部

で行う施設外就労の２つに分かれます。軽作業は、業者か

ら委託を受けているうなぎ折箱の組立てや箸入れをはじ

め、屋久杉作業（箸置きやコースター、ストラップなどの

屋久杉製品の袋詰めや箱詰め）を中心に行っています。さ

らに、季節に応じて旬の果物（主にリンゴやミカン）の袋

詰めの仕事もいただくことがあり、生活介護の皆さんも一

緒になって取り組んでいます。

施設外就労は、促成青果に出掛けて行き、カットされた

野菜を袋に詰める仕事や真空機を使い真空パックにする仕

促成青果（野菜作業）

ふれあい館（清掃作業）ふれあい館（清掃作業）

促成青果（野菜作業）

希望の園
問い合わせ先：０９９-２６７-００４１

「やさしさと、温もりに満ち、笑顔はじける希望の園」

担当スタッフプロフィール

片平 俊史
休日の過ごし方：洋画が好きで時間がある時は
　　　　　　観たりします。
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　令和３年度においても新型コロナウイルス感染症の拡大は、市民生活や経済活動を脅かし、法人の運営や各事業所における活動
にも大きな影響を及ぼしています。
　このような中、引き続き感染症対策の徹底を基盤にしながら、障害者や利用者の視線に立ち、その障害者本人の願いや意思決定
に基づく心豊かな生活が送れるよう、本人の意思や願いを中心にして、会員と職員が連携と協力を図りながら事業を推進してまい
ります。

１ 新型コロナウイルス感染防止対策の徹底

(1) 感染防止対策の徹底と感染症発生時の感染拡大防止対策に取り組みます。

(2) 感染症発生時の業務継続計画（ＢＣＰ）を策定し、法人、各事業所の業務を明確にして、非常時下において早期に事業再開
ができるように取り組みます。

２ 育成会運動体の業務推進

(1) 障害者自身が主体性をもち、自主的・積極的に社会活動に参加できるようにするために、全ての人が住みよい共生社会実現
に向けて運動を推進します。

令和４年度　会　報

(2) 会員と法人が協力して公益事業等を実施し、障害者の福祉の向上を図ります。

(3) 障害者の人権を尊重し、差別や虐待を根絶するための啓発活動を実践します。

(4) 運動体としての組織の拡充に努め、コロナ禍や会員の高齢化に伴う新たな運動のあり方を模索します。

３ 将来構想実現に向けた経営基盤の安定

(1) 第Ⅱ期将来構想の事業展開を実現するために、法人としての経営基盤の安定を図ります。

(2) 法人の安定的な経営や次期事業展開を可能とするための中・長期的な展望に立った予算立案を行います。

(3) 各拠点における提供サービスの充実や利用者の増員に努め、効率的な施設運営や職員の資格取得や採用を行います。

(4) 年度当初に各拠点・事業所の報酬請求・加算取得状況を確認し、過誤請求の防止を図るとともに、加算取得のための方略を検
討します。

(5) 年度途中に各拠点・事業所における利用状況や予算執行状況、報酬請求状況を確認し、経営改善のための方略を検討・推進
します。

(6) 会計・請求事務等の事務研修の充実により事務職員の専門性を高め、適正で効率的な事務遂行を推進します。

４ 将来構想に基づく施設整備計画の推進

(1) 新規に整備している新北部生活介護事業所のサービス提供開始に向けて計画的に準備を進め、早期の事業経営安定を図ります。

(2) 整備予定の共同生活援助事業について、施設の整備とサービス提供に向けて計画的に準備を進めます。

(3) 新たに購入した希望の園の土地・建物の有効活用と鹿児島市南部における事業所の整備について検討します。

５ 人材育成

(1) キャリアパスの充実とキャリアパスに基づく人材育成のために、段階的研修を計画的に推進します。

(2) 法人就業規則等の見直しを行うとともに人事考課制度に基づく処遇への反映を推進し，職員の勤労意欲を高め職場定着を図ります。

(3) 国家資格取得や各管理責任者の資格取得を勧め、事業所における積極的な人員配置を行います。

６ 育成会組織の再構築とガバナンスの強化

(1) 法人における人事管理や請求事務のほか経営の一元化を図り、組織としてガバナンスを強化します。

(2) 法人の運営方針や人事、経営等の方向を定める経営戦略会議(仮称)を設けるとともに、各取組を具体化するためのプロジェ
クトチーム(PT)を編成し推進します。

(3) ICTを積極的に活用し、拠点・事業所間の情報共有と業務改善を図ります。

７ 働き方改革による業務改善と効率化

(1) 法人における行動計画を策定し、休暇や年休の計画的な取得を行います。

(2) タブレット端末を活用した支援記録の作成や利用者に関する情報共有を図り、効率的で有効な支援を行います。 

(3) 支援会議や面接、研修などリモートによる開催を積極的に導入し、移動時間を削減して会議等の効率化を図ります。

８ 人権尊重に基づく支援と虐待防止、特色ある施設運営の推進

(1) 利用者の思いや願い、自己選択・自己決定を大切にした支援に取り組みます。

(2) 各事業所で設置した虐待防止小委員会の機能化と実働化を図り、積極的な虐待防止に取り組みます。

(3) 利用者の活動や行事など、特色ある支援活動を積極的にアピールし、継続的に利用者増を図ります。

(4) 高等部生徒の産業現場等における実習を積極的に受け入れるとともに、施設や地域の特性を生かした特色ある活動を積極的
に推進します。

９ 地域連携

(1) 地域住民の施設参観や地域人材活用など感染防止対策に配慮して利用者との交流を図ります。

(2) 施設利用者や法人職員の地域行事の積極的な協力と参加を図り、地域に開かれた施設経営を推進します。 

(3) 感染防止対策に配慮しながら地域を巻き込んだ行事を企画・運営し障害者への理解・啓発を図ります。

令和４年度 社会福祉法人鹿児島市手をつなぐ育成会事業運営方針について

法人の経営理念から

【目的】
鹿児島市に暮らす知的・発達障害児（者）をはじめ，全ての障害のある障害のある方々が，人として豊かに生活できるようにその
権利擁護に努めるとともに，生き生きと暮らせる共生社会の実現をめざして福祉サービスの充実と活性化を図る。

【理念】

生涯支援

乳幼児期から高齢期までの障害

のある方々及び家族ための相談、

福祉サービスの充実に努めます。

地域貢献

日々の活動を積極的に地域で行
うことで、障害のある方々への理
解・啓発を図るとともに地域福祉
のニーズに応えるよう努めます。

共生社会の実現

適正な療育・教育の機会均等、就
労・所得保証等障害のあるなしに
かかわらず生き生きと暮らせる社
会の実現に努めます。

法人の継続的な取組から（令和３年度の運営方針）

１ 新型コロナウイルス感染防止対策の徹底

２ 育成会運動の推進

(1) 障害者自身の社会活動への積極的参加と共生社
会実現のための事業推進

(2) 公益事業の実施による障害者福祉の向上

(3) 人権の尊重と差別や虐待の撲滅のための啓発活
動の実施

(4) 組織の充実を図るための会員の拡大

３ 経営基盤の確立と将来構想の実現

(1) ガバナンス機能の遂行

(2) 業務の効率化と安全性の確保

(3) 将来構想に基づく施設整備計画の推進

(4) 法人の将来を担う人材育成

(5) 地域連携

法人を取り巻く今日的な課題から

１ 新型コロナウイルス感染防止対策の充実と推進
・感染防止対策と感染拡大防止対策

２ コロナ禍や会員の高齢化に伴う新たな運動体のあり方
・感染症対策を踏まえた家族会の実施と会員の高齢

化に伴う活動の精査
３ 新北部拠点整備に伴う諸準備・経営の早期安定化

・開設準備とサービス提供後の経営の安定化
４ 事業改善や効率化等の方略による経営基盤安定化
５ 法人における人材の確保・人材育成

・職員の意欲を高める人事考課制度の活用と処遇へ
の反映

６ 法人組織の再構築及び情報共有の推進
７ 業務改善への効率化と環境づくり
８ 虐待防止委員会や小委員会の機能化と実働化

・小委員会の業務内容の明確化と研修内容の検討
９ 感染症発生時や自然災害時のＢＣＰ策定

・各事業所の実体に応じたBCPと法人事務局の役割
の明確化

10 地域を巻き込む交流活動の推進

令和４年度事業運営方針

　令和３年度においても新型コロナウイルス感染症の拡大は、市民生活や経済活動を脅かし、法人の運営や各事業所における活動
にも大きな影響を及ぼしています。
　このような中、引き続き感染症対策の徹底を基盤にしながら、障害者や利用者の視線に立ち、その障害者本人の願いや意思決定
に基づく心豊かな生活が送れるよう、本人の意思や願いを中心にして、会員と職員が連携と協力を図りながら事業を推進してまい
ります。

１ 新型コロナウイルス感染防止対策の徹底

(1) 感染防止対策の徹底と感染症発生時の感染拡大防止対策に取り組みます。

(2) 感染症発生時の業務継続計画（ＢＣＰ）を策定し、法人、各事業所の業務を明確にして、非常時下において早期に事業再開
ができるように取り組みます。

２ 育成会運動体の業務推進

(1) 障害者自身が主体性をもち、自主的・積極的に社会活動に参加できるようにするために、全ての人が住みよい共生社会実現
に向けて運動を推進します。
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権利擁護

全ての障害のある方々が、人とし

て豊かに生活できるようにその権

利擁護に努めます。

(2) 会員と法人が協力して公益事業等を実施し、障害者の福祉の向上を図ります。

(3) 障害者の人権を尊重し、差別や虐待を根絶するための啓発活動を実践します。

(4) 運動体としての組織の拡充に努め、コロナ禍や会員の高齢化に伴う新たな運動のあり方を模索します。

３ 将来構想実現に向けた経営基盤の安定

(1) 第Ⅱ期将来構想の事業展開を実現するために、法人としての経営基盤の安定を図ります。

(2) 法人の安定的な経営や次期事業展開を可能とするための中・長期的な展望に立った予算立案を行います。

(3) 各拠点における提供サービスの充実や利用者の増員に努め、効率的な施設運営や職員の資格取得や採用を行います。

(4) 年度当初に各拠点・事業所の報酬請求・加算取得状況を確認し、過誤請求の防止を図るとともに、加算取得のための方略を検
討します。

(5) 年度途中に各拠点・事業所における利用状況や予算執行状況、報酬請求状況を確認し、経営改善のための方略を検討・推進
します。

(6) 会計・請求事務等の事務研修の充実により事務職員の専門性を高め、適正で効率的な事務遂行を推進します。

４ 将来構想に基づく施設整備計画の推進

(1) 新規に整備している新北部生活介護事業所のサービス提供開始に向けて計画的に準備を進め、早期の事業経営安定を図ります。

(2) 整備予定の共同生活援助事業について、施設の整備とサービス提供に向けて計画的に準備を進めます。

(3) 新たに購入した希望の園の土地・建物の有効活用と鹿児島市南部における事業所の整備について検討します。

５ 人材育成

(1) キャリアパスの充実とキャリアパスに基づく人材育成のために、段階的研修を計画的に推進します。

(2) 法人就業規則等の見直しを行うとともに人事考課制度に基づく処遇への反映を推進し，職員の勤労意欲を高め職場定着を図ります。

(3) 国家資格取得や各管理責任者の資格取得を勧め、事業所における積極的な人員配置を行います。

６ 育成会組織の再構築とガバナンスの強化

(1) 法人における人事管理や請求事務のほか経営の一元化を図り、組織としてガバナンスを強化します。

(2) 法人の運営方針や人事、経営等の方向を定める経営戦略会議(仮称)を設けるとともに、各取組を具体化するためのプロジェ
クトチーム(PT)を編成し推進します。

(3) ICTを積極的に活用し、拠点・事業所間の情報共有と業務改善を図ります。

７ 働き方改革による業務改善と効率化

(1) 法人における行動計画を策定し、休暇や年休の計画的な取得を行います。

(2) タブレット端末を活用した支援記録の作成や利用者に関する情報共有を図り、効率的で有効な支援を行います。 

(3) 支援会議や面接、研修などリモートによる開催を積極的に導入し、移動時間を削減して会議等の効率化を図ります。

８ 人権尊重に基づく支援と虐待防止、特色ある施設運営の推進

(1) 利用者の思いや願い、自己選択・自己決定を大切にした支援に取り組みます。

(2) 各事業所で設置した虐待防止小委員会の機能化と実働化を図り、積極的な虐待防止に取り組みます。

(3) 利用者の活動や行事など、特色ある支援活動を積極的にアピールし、継続的に利用者増を図ります。

(4) 高等部生徒の産業現場等における実習を積極的に受け入れるとともに、施設や地域の特性を生かした特色ある活動を積極的
に推進します。

９ 地域連携

(1) 地域住民の施設参観や地域人材活用など感染防止対策に配慮して利用者との交流を図ります。

(2) 施設利用者や法人職員の地域行事の積極的な協力と参加を図り、地域に開かれた施設経営を推進します。 

(3) 感染防止対策に配慮しながら地域を巻き込んだ行事を企画・運営し障害者への理解・啓発を図ります。



　令和３年度においても新型コロナウイルス感染症の拡大は、市民生活や経済活動を脅かし、法人の運営や各事業所における活動
にも大きな影響を及ぼしています。
　このような中、引き続き感染症対策の徹底を基盤にしながら、障害者や利用者の視線に立ち、その障害者本人の願いや意思決定
に基づく心豊かな生活が送れるよう、本人の意思や願いを中心にして、会員と職員が連携と協力を図りながら事業を推進してまい
ります。

１ 新型コロナウイルス感染防止対策の徹底

(1) 感染防止対策の徹底と感染症発生時の感染拡大防止対策に取り組みます。

(2) 感染症発生時の業務継続計画（ＢＣＰ）を策定し、法人、各事業所の業務を明確にして、非常時下において早期に事業再開
ができるように取り組みます。

２ 育成会運動体の業務推進

(1) 障害者自身が主体性をもち、自主的・積極的に社会活動に参加できるようにするために、全ての人が住みよい共生社会実現
に向けて運動を推進します。
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(2) 会員と法人が協力して公益事業等を実施し、障害者の福祉の向上を図ります。

(3) 障害者の人権を尊重し、差別や虐待を根絶するための啓発活動を実践します。

(4) 運動体としての組織の拡充に努め、コロナ禍や会員の高齢化に伴う新たな運動のあり方を模索します。

３ 将来構想実現に向けた経営基盤の安定

(1) 第Ⅱ期将来構想の事業展開を実現するために、法人としての経営基盤の安定を図ります。

(2) 法人の安定的な経営や次期事業展開を可能とするための中・長期的な展望に立った予算立案を行います。

(3) 各拠点における提供サービスの充実や利用者の増員に努め、効率的な施設運営や職員の資格取得や採用を行います。

(4) 年度当初に各拠点・事業所の報酬請求・加算取得状況を確認し、過誤請求の防止を図るとともに、加算取得のための方略を検
討します。

(5) 年度途中に各拠点・事業所における利用状況や予算執行状況、報酬請求状況を確認し、経営改善のための方略を検討・推進
します。

(6) 会計・請求事務等の事務研修の充実により事務職員の専門性を高め、適正で効率的な事務遂行を推進します。

４ 将来構想に基づく施設整備計画の推進

(1) 新規に整備している新北部生活介護事業所のサービス提供開始に向けて計画的に準備を進め、早期の事業経営安定を図ります。

(2) 整備予定の共同生活援助事業について、施設の整備とサービス提供に向けて計画的に準備を進めます。

(3) 新たに購入した希望の園の土地・建物の有効活用と鹿児島市南部における事業所の整備について検討します。

５ 人材育成

(1) キャリアパスの充実とキャリアパスに基づく人材育成のために、段階的研修を計画的に推進します。

(2) 法人就業規則等の見直しを行うとともに人事考課制度に基づく処遇への反映を推進し，職員の勤労意欲を高め職場定着を図ります。

(3) 国家資格取得や各管理責任者の資格取得を勧め、事業所における積極的な人員配置を行います。

６ 育成会組織の再構築とガバナンスの強化

(1) 法人における人事管理や請求事務のほか経営の一元化を図り、組織としてガバナンスを強化します。

(2) 法人の運営方針や人事、経営等の方向を定める経営戦略会議(仮称)を設けるとともに、各取組を具体化するためのプロジェ
クトチーム(PT)を編成し推進します。

(3) ICTを積極的に活用し、拠点・事業所間の情報共有と業務改善を図ります。

７ 働き方改革による業務改善と効率化

(1) 法人における行動計画を策定し、休暇や年休の計画的な取得を行います。

(2) タブレット端末を活用した支援記録の作成や利用者に関する情報共有を図り、効率的で有効な支援を行います。 

(3) 支援会議や面接、研修などリモートによる開催を積極的に導入し、移動時間を削減して会議等の効率化を図ります。

８ 人権尊重に基づく支援と虐待防止、特色ある施設運営の推進

(1) 利用者の思いや願い、自己選択・自己決定を大切にした支援に取り組みます。

(2) 各事業所で設置した虐待防止小委員会の機能化と実働化を図り、積極的な虐待防止に取り組みます。

(3) 利用者の活動や行事など、特色ある支援活動を積極的にアピールし、継続的に利用者増を図ります。

(4) 高等部生徒の産業現場等における実習を積極的に受け入れるとともに、施設や地域の特性を生かした特色ある活動を積極的
に推進します。

９ 地域連携

(1) 地域住民の施設参観や地域人材活用など感染防止対策に配慮して利用者との交流を図ります。

(2) 施設利用者や法人職員の地域行事の積極的な協力と参加を図り、地域に開かれた施設経営を推進します。 

(3) 感染防止対策に配慮しながら地域を巻き込んだ行事を企画・運営し障害者への理解・啓発を図ります。

令和４年度 社会福祉法人鹿児島市手をつなぐ育成会事業運営方針について

法人の経営理念から

【目的】
鹿児島市に暮らす知的・発達障害児（者）をはじめ，全ての障害のある障害のある方々が，人として豊かに生活できるようにその
権利擁護に努めるとともに，生き生きと暮らせる共生社会の実現をめざして福祉サービスの充実と活性化を図る。

【理念】

生涯支援

乳幼児期から高齢期までの障害

のある方々及び家族ための相談、

福祉サービスの充実に努めます。

地域貢献

日々の活動を積極的に地域で行
うことで、障害のある方々への理
解・啓発を図るとともに地域福祉
のニーズに応えるよう努めます。

共生社会の実現

適正な療育・教育の機会均等、就
労・所得保証等障害のあるなしに
かかわらず生き生きと暮らせる社
会の実現に努めます。

法人の継続的な取組から（令和３年度の運営方針）

１ 新型コロナウイルス感染防止対策の徹底

２ 育成会運動の推進

(1) 障害者自身の社会活動への積極的参加と共生社
会実現のための事業推進

(2) 公益事業の実施による障害者福祉の向上

(3) 人権の尊重と差別や虐待の撲滅のための啓発活
動の実施

(4) 組織の充実を図るための会員の拡大

３ 経営基盤の確立と将来構想の実現

(1) ガバナンス機能の遂行

(2) 業務の効率化と安全性の確保

(3) 将来構想に基づく施設整備計画の推進

(4) 法人の将来を担う人材育成

(5) 地域連携

法人を取り巻く今日的な課題から

１ 新型コロナウイルス感染防止対策の充実と推進
・感染防止対策と感染拡大防止対策

２ コロナ禍や会員の高齢化に伴う新たな運動体のあり方
・感染症対策を踏まえた家族会の実施と会員の高齢

化に伴う活動の精査
３ 新北部拠点整備に伴う諸準備・経営の早期安定化

・開設準備とサービス提供後の経営の安定化
４ 事業改善や効率化等の方略による経営基盤安定化
５ 法人における人材の確保・人材育成

・職員の意欲を高める人事考課制度の活用と処遇へ
の反映

６ 法人組織の再構築及び情報共有の推進
７ 業務改善への効率化と環境づくり
８ 虐待防止委員会や小委員会の機能化と実働化

・小委員会の業務内容の明確化と研修内容の検討
９ 感染症発生時や自然災害時のＢＣＰ策定

・各事業所の実体に応じたBCPと法人事務局の役割
の明確化

10 地域を巻き込む交流活動の推進

令和４年度事業運営方針

　令和３年度においても新型コロナウイルス感染症の拡大は、市民生活や経済活動を脅かし、法人の運営や各事業所における活動
にも大きな影響を及ぼしています。
　このような中、引き続き感染症対策の徹底を基盤にしながら、障害者や利用者の視線に立ち、その障害者本人の願いや意思決定
に基づく心豊かな生活が送れるよう、本人の意思や願いを中心にして、会員と職員が連携と協力を図りながら事業を推進してまい
ります。

１ 新型コロナウイルス感染防止対策の徹底

(1) 感染防止対策の徹底と感染症発生時の感染拡大防止対策に取り組みます。

(2) 感染症発生時の業務継続計画（ＢＣＰ）を策定し、法人、各事業所の業務を明確にして、非常時下において早期に事業再開
ができるように取り組みます。

２ 育成会運動体の業務推進

(1) 障害者自身が主体性をもち、自主的・積極的に社会活動に参加できるようにするために、全ての人が住みよい共生社会実現
に向けて運動を推進します。

令和４年度　会　報

権利擁護

全ての障害のある方々が、人とし

て豊かに生活できるようにその権

利擁護に努めます。

(2) 会員と法人が協力して公益事業等を実施し、障害者の福祉の向上を図ります。

(3) 障害者の人権を尊重し、差別や虐待を根絶するための啓発活動を実践します。

(4) 運動体としての組織の拡充に努め、コロナ禍や会員の高齢化に伴う新たな運動のあり方を模索します。

３ 将来構想実現に向けた経営基盤の安定

(1) 第Ⅱ期将来構想の事業展開を実現するために、法人としての経営基盤の安定を図ります。

(2) 法人の安定的な経営や次期事業展開を可能とするための中・長期的な展望に立った予算立案を行います。

(3) 各拠点における提供サービスの充実や利用者の増員に努め、効率的な施設運営や職員の資格取得や採用を行います。

(4) 年度当初に各拠点・事業所の報酬請求・加算取得状況を確認し、過誤請求の防止を図るとともに、加算取得のための方略を検
討します。

(5) 年度途中に各拠点・事業所における利用状況や予算執行状況、報酬請求状況を確認し、経営改善のための方略を検討・推進
します。

(6) 会計・請求事務等の事務研修の充実により事務職員の専門性を高め、適正で効率的な事務遂行を推進します。

４ 将来構想に基づく施設整備計画の推進

(1) 新規に整備している新北部生活介護事業所のサービス提供開始に向けて計画的に準備を進め、早期の事業経営安定を図ります。

(2) 整備予定の共同生活援助事業について、施設の整備とサービス提供に向けて計画的に準備を進めます。

(3) 新たに購入した希望の園の土地・建物の有効活用と鹿児島市南部における事業所の整備について検討します。

５ 人材育成

(1) キャリアパスの充実とキャリアパスに基づく人材育成のために、段階的研修を計画的に推進します。

(2) 法人就業規則等の見直しを行うとともに人事考課制度に基づく処遇への反映を推進し，職員の勤労意欲を高め職場定着を図ります。

(3) 国家資格取得や各管理責任者の資格取得を勧め、事業所における積極的な人員配置を行います。

６ 育成会組織の再構築とガバナンスの強化

(1) 法人における人事管理や請求事務のほか経営の一元化を図り、組織としてガバナンスを強化します。

(2) 法人の運営方針や人事、経営等の方向を定める経営戦略会議(仮称)を設けるとともに、各取組を具体化するためのプロジェ
クトチーム(PT)を編成し推進します。

(3) ICTを積極的に活用し、拠点・事業所間の情報共有と業務改善を図ります。

７ 働き方改革による業務改善と効率化

(1) 法人における行動計画を策定し、休暇や年休の計画的な取得を行います。

(2) タブレット端末を活用した支援記録の作成や利用者に関する情報共有を図り、効率的で有効な支援を行います。 

(3) 支援会議や面接、研修などリモートによる開催を積極的に導入し、移動時間を削減して会議等の効率化を図ります。

８ 人権尊重に基づく支援と虐待防止、特色ある施設運営の推進

(1) 利用者の思いや願い、自己選択・自己決定を大切にした支援に取り組みます。

(2) 各事業所で設置した虐待防止小委員会の機能化と実働化を図り、積極的な虐待防止に取り組みます。

(3) 利用者の活動や行事など、特色ある支援活動を積極的にアピールし、継続的に利用者増を図ります。

(4) 高等部生徒の産業現場等における実習を積極的に受け入れるとともに、施設や地域の特性を生かした特色ある活動を積極的
に推進します。

９ 地域連携

(1) 地域住民の施設参観や地域人材活用など感染防止対策に配慮して利用者との交流を図ります。

(2) 施設利用者や法人職員の地域行事の積極的な協力と参加を図り、地域に開かれた施設経営を推進します。 

(3) 感染防止対策に配慮しながら地域を巻き込んだ行事を企画・運営し障害者への理解・啓発を図ります。



令和３年度の決算が去る令和４年６月 27 日（月）の定時評議員会において承認されたのでご報告致します。

（単位：円）

貸借対照表
　　資産の部

科目 社会福祉事業合計 本　部 希望の園 育成センターコスモス 石谷の郷 第二コスモス とまと ふもと  新北部拠点（仮称） 公益事業 内部取引消去 総　計
（社会福祉 + 公益）

流動資産 523,467,339 10,712,845 58,262,330 63,113,235 117,038,689 90,692,602 57,768,375 29,368,113 96,511,150 9,539,625 0 533,006,964

基本財産 961,523,372 2,000,000 94,383,994 84,156,039 460,486,792 291,264,093 29,232,454 0 0 0 0 961,523,372

その他の固定資産 379,203,440 412,679 69,317,134 28,529,645 33,575,278 92,160,285 8,210,640 10,623,205 136,374,574 115,408 0 379,318,848

資産の部合計 1,864,194,151 13,125,524 221,963,458 175,798,919 611,100,759 474,116,980 95,211,469 39,991,318 232,885,724 9,655,033 0 1,873,849,184

　　負債の部

流動負債 90,099,002 3,569,539 13,639,494 8,222,443 38,307,413 12,969,452 9,083,367 4,307,294 0 1,133,254 0 91,232,256

固定負債 648,924,045 0 52,009,693 3,495,991 311,004,956 11,349,767 35,191,029 2,872,609 233,000,000 0 0 648,924,045

負債の部合計 739,023,047 3,569,539 65,649,187 11,718,434 349,312,369 24,319,219 44,274,396 7,179,903 233,000,000 1,133,254 0 740,156,301

基本金 202,305,425 2,000,000 0 75,439,421 500,000 124,366,004 0 0 0 0 0 202,305,425

国庫補助金等特別積立金 226,819,002 0 0 28,356,464 135,357,355 63,105,183 0 0 0 0 0 226,819,002

その他の積立金 73,735,000 0 0 11,735,000 0 62,000,000 0 0 0 0 0 73,735,000

次期繰越活動増減差額 622,311,677 7,555,985 156,314,271 48,549,600 125,931,035 200,326,574 50,937,073 32,811,415 △ 114,276 8,521,779 0 630,833,456

純資産の部合計 1,125,171,104 9,555,985 156,314,271 164,080,485 261,788,390 449,797,761 50,937,073 32,811,415 △ 114,276 8,521,779 0 1,133,692,883

負債及び純資産の部合計 1,864,194,151 13,125,524 221,963,458 175,798,919 611,100,759 474,116,980 95,211,469 39,991,318 232,885,724 9,655,033 0 1,873,849,184

資金収支計算書
事業活動収入 891,602,404 1,882,841 149,319,900 116,839,163 255,309,430 200,269,292 114,036,853 53,944,925 0 4,809,120 0 896,411,524

事業活動支出 800,904,502 12,270,287 123,093,466 102,901,625 231,048,578 174,719,839 100,202,963 56,553,468 114,276 6,852,589 0 807,757,091

事業活動資金収支差額 90,697,902 △ 10,387,446 26,226,434 13,937,538 24,260,852 25,549,453 13,833,890 △ 2,608,543 △ 114,276 △ 2,043,469 0 88,654,433

施設整備等収入 233,820,000 0 0 50,000 0 770,000 0 0 233,000,000 0 0 233,820,000

施設整備等支出 224,180,279 0 60,007,000 646,657 20,365,550 4,986,498 1,800,000 0 136,374,574 0 0 224,180,279

施設整備等資金収支差額 9,639,721 0 △ 60,007,000 △ 596,657 △ 20,365,550 △ 4,216,498 △ 1,800,000 0 96,625,426 0 0 9,639,721

その他の活動収入 127,238,364 15,000,000 58,942,502 85,178,853 40,177,709 67,152,800 418,500 368,000 0 3,000,000 △ 140,000,000 127,238,364

その他の活動支出 69,882,375 3,000,000 9,063,750 83,036,500 1,977,625 101,471,500 977,000 10,356,000 0 0 △ 140,000,000 66,882,375

その他の活動資金収支差額 57,355,989 12,000,000 49,878,752 2,142,353 38,200,084 △ 34,318,700 △ 558,500 △ 9,988,000 0 3,000,000 0 60,355,989

当期資金収支差額合計 157,693,612 1,612,554 16,098,186 15,483,234 42,095,386 △ 12,985,745 11,475,390 △ 12,596,543 96,511,150 956,531 0 158,650,143

前期末支払資金残高 324,417,017 5,530,752 35,058,809 42,951,023 64,739,095 95,236,145 41,868,823 39,032,370 0 7,449,105 0 331,866,122

当期末支払資金残高 482,110,629 7,143,306 51,156,995 58,434,257 106,834,481 82,250,400 53,344,213 26,435,827 96,511,150 8,405,636 0 490,516,265

事業活動収支計算書
サービス活動収益 878,926,334 1,711,000 147,257,906 114,066,238 252,966,385 197,038,779 112,701,707 53,184,319 0 4,741,090 0 883,667,424

サービス活動費用 825,724,828 12,369,343 125,831,617 109,198,395 237,767,679 181,674,775 101,121,786 57,760,903 330 6,915,619 0 832,640,447

サービス活動増減差額 53,201,506 △ 10,658,343 21,426,289 4,867,843 15,198,706 15,364,004 11,579,921 △ 4,576,584 △ 330 △ 2,174,529 0 51,026,977

サービス活動外収益 12,676,070 171,841 2,061,994 2,772,925 2,343,045 3,230,513 1,335,146 760,606 0 68,030 0 12,744,100

サービス活動外費用 13,013,046 0 235,611 0 12,229,370 0 434,119 0 113,946 0 0 13,013,046

サービス活動外増減差額 △ 336,976 171,841 1,826,383 2,772,925 △ 9,886,325 3,230,513 901,027 760,606 △ 113,946 68,030 0 △ 268,946

経常増減差額 52,864,530 △ 10,486,502 23,252,672 7,640,768 5,312,381 18,594,517 12,480,948 △ 3,815,978 △ 114,276 △ 2,106,499 0 50,758,031

特別収益 820,000 15,000,000 58,931,933 50,000 41,374,155 28,085,399 0 159,601 0 3,000,000 △ 142,781,088 820,000

特別費用 3,770,000 3,000,000 8,339,399 82,030,635 272,831 40,961,472 1,231,347 10,715,404 0 0 △ 142,781,088 770,000

特別増減差額 △ 2,950,000 12,000,000 50,592,534 △ 81,980,635 41,101,324 △ 12,876,073 △ 1,231,347 △ 10,555,803 0 3,000,000 0 50,000

当期活動増減差額 49,914,530 1,513,498 73,845,206 △ 74,339,867 46,413,705 5,718,444 11,249,601 △ 14,371,781 △ 114,276 893,501 0 50,808,031

前期繰越活動増減差額 507,397,147 6,042,487 82,469,065 37,889,467 79,517,330 214,608,130 39,687,472 47,183,196 0 7,628,278 0 515,025,425

当期末繰越活動増減差額 557,311,677 7,555,985 156,314,271 △ 36,450,400 125,931,035 220,326,574 50,937,073 32,811,415 △ 114,276 8,521,779 0 565,833,456

その他の積立金取崩額 125,000,000 0 0 85,000,000 0 40,000,000 0 0 0 0 0 125,000,000

その他の積立金積立額 60,000,000 0 0 0 0 60,000,000 0 0 0 0 0 60,000,000

次期繰越活動増減差額 622,311,677 7,555,985 156,314,271 48,549,600 125,931,035 200,326,574 50,937,073 32,811,415 △ 114,276 8,521,779 0 630,833,456



　

　
　　　
　
　　　
　　　
　　　
　　　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　
　
　
　　　 
　
　
　
　
　
　　　 
　 

　

　

　
　
　

　

　

　
　

　

　



　

　

　

　
　 　　
　　　 
　

　

　

　

　

　

　 
　 
　 
　

　

　

　

　
　
　　　 
　　　  
　
          
　　　 
　
　　　 
　
　　　 
　  
　
　　　 
　　　 
　　　 
　
　　　 
　
　　　  
　　　 
　  
　
　　　 
　　　 
　　　 
　　　 
　　　 
　  
　　　 
　　　 
　　　  　　
　　　  
　　　 
 　　　
 　　　
　
　　　 
　
　　　 
　
　　　 
　　　 
　　　 
　　　 
　
　　　 



　　 
　　 

　

　
　　　 
　
　　　 
　　　 
　　　 
　　　 
　　　 
　
　　　 
　　　 
　　　 
　　　 
　　　 
　

　

　

　
　
　
　
　
　　　 
　

　
　
　
　　　  
　
　

　 

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　

　



特集：しんびお松元

式後、６月から工事がスタートしました。名称の由
来は、太陽のように暖かな場所になってほしい、居
心地のよい場所であってほしいという願いが込めら
れています。「グループホーム陽々」は、２ユニット
20 人の共同生活援助住居のため、玄関、台所、食堂、
浴室、トイレは棟別に設けられます。
さらにショートスティ用の２部屋が設置されます。
来年１月末に工事が完了し、２月中の開業を目指し
ます。
なお、施設の総称については、所在地の地名にち
なみ「仁田尾の郷」と命名しました。利用者の皆様
や地域の皆様に愛される施設を目指していきたいと
思います。

７月１日に新北部拠点生活介護事業所「しんびお
松元」が開業しました。
名称の由来は、英語訳「Symbiosis シンビオゥシス」
の一部と事業所がある地域名の「松元」を組み合わせ、
地域で障害のある人もない人も共に活動できる場に
なることを願って付けたものです。
現在 17 人の利用者の方が通所しております。「つ
くる」活動を中心に取り組むとともに、地域との交
流を進めてまいります。
また、「しんびお松元」の隣には共同生活援助棟「グ
ループホーム陽々」を建設中です。５月 30 日の起工

新北部拠点
“しんびお松元” が
OPEN しました。

 仁田尾の郷 施設長

　中釡 和幸

施設長プロフィール

中釡 和幸
趣味・特技：草花の栽培

（今はできていませんが）
休日の過ごし方：ホームセンター巡り



特集：しんびお松元

式後、６月から工事がスタートしました。名称の由
来は、太陽のように暖かな場所になってほしい、居
心地のよい場所であってほしいという願いが込めら
れています。「グループホーム陽々」は、２ユニット
20 人の共同生活援助住居のため、玄関、台所、食堂、
浴室、トイレは棟別に設けられます。
さらにショートスティ用の２部屋が設置されます。
来年１月末に工事が完了し、２月中の開業を目指し
ます。
なお、施設の総称については、所在地の地名にち
なみ「仁田尾の郷」と命名しました。利用者の皆様
や地域の皆様に愛される施設を目指していきたいと
思います。

７月１日に新北部拠点生活介護事業所「しんびお
松元」が開業しました。
名称の由来は、英語訳「Symbiosis シンビオゥシス」
の一部と事業所がある地域名の「松元」を組み合わせ、
地域で障害のある人もない人も共に活動できる場に
なることを願って付けたものです。
現在 17 人の利用者の方が通所しております。「つ
くる」活動を中心に取り組むとともに、地域との交
流を進めてまいります。
また、「しんびお松元」の隣には共同生活援助棟「グ
ループホーム陽々」を建設中です。５月 30 日の起工

新北部拠点
“しんびお松元” が
OPEN しました。

 仁田尾の郷 施設長

　中釡 和幸

施設長プロフィール

中釡 和幸
趣味・特技：草花の栽培

（今はできていませんが）
休日の過ごし方：ホームセンター巡り



きぼう学舎（児童発達支援・放課後等デイサービス）

鹿児島市清和 4 丁目５-12　TEL 099-298-5474

わくわくコスモス（児童発達支援・放課後等デイサービス）

鹿児島市石谷町 1122-１　TEL 099-278-1148

キッズステーション星ヶ峯（放課後等デイサービス）

鹿児島市星ケ峯 1 丁目３-１　TEL 099-264-3090

送迎も承っています。ご相談・お問い合わせ等、気軽にご連絡

ください！専門員が親身に対応させていただきます！

児童発達支援

放課後等デイサービス

Fresh KID’s
フレッシュキッズ

シール遊び　シール遊び　

　クッキング活動　　お箸遊び 　クッキング活動　　お箸遊び　お散歩の途中

　しっぽ取り遊び　しっぽ取り遊び

　スズランテープ遊び

色タッチゲーム　小麦粉ねんどあそび　

　スズランテープ遊び

遠足 （桜島）　　ボードゲーム （カタン）

バブルアート　

　おやつ作り　おやつ作り

　七夕飾り　七夕飾り

遠足 （桜島）　

　ピクニック遊び　　ピクニック遊び　

　ボードゲーム （カタン）

バブルアート　サンドイッチの具材作り　サンドイッチの具材作り　 水族館　水族館　

色タッチゲーム　小麦粉ねんどあそび　

登園、健康観察、準備

自由遊び・始めの会

活動

食事指導

自由遊び、降園準備

終わりの会、降園

～10:00

10:25

10:50

11:20

11:50

10:00

午前のスケジュールわくわくコスモス

登園、健康観察、準備

自由遊び・サーキット

始めの会

活動

片付け、おやつ

～14:00

14:30

14:40

15:20

終わりの会、降園15:40

14:00

午後のスケジュールわくわくコスモス

登園、支度、トイレ

スキンシップ遊び

始めの会

活動

トイレ、支度

降園

9:30

9:50

10:05

10:30

11:00

9:40

午前のスケジュールきぼう学舎

登園、支度、トイレ

スキンシップ遊び

始めの会

活動

トイレ、おやつ、歯みがき

降園

14:00

14:20

14:35

15:00

支度、終わりの会15:30

16:00

14:10

午後のスケジュールきぼう学舎

１日のスケジュールキッズステーション星ヶ峯１日のスケジュールきぼう学舎 １日のスケジュールわくわくコスモス

※ 曜日により14：30～16：30の日程有

～16:25

16:50

18:00

17:35

16:25

登園、健康観察、
手洗い消毒、宿題等
はじめの話、おやつ

活動

おわりの話

降園

登園、健康観察、手洗い消毒、更衣

始めの会、自由遊び、宿題

活動（クラブ活動、生活学習 など)

おやつ、片付け

帰りの会

降園

～15:30

16:30

17:10

17:30

18:00

※ 土曜日及び長期休業中　9：00～15：00の活動になります。 ※ 土曜日及び長期休業中　9：00～15：00の活動になります。

15:50 始めの会

おやつ

活動

フリータイム

終わりの会

放課後

16:20

16:40

17:20

17:45

送迎車出発18:00

16:10

※ 土曜日及び長期休業中　9：00～15：00の活動になります。
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編集後記
　
　てをつなぐ第２５号は、たくさんの意見を出し合って完成しました。今後も掲載する情報はもちろんですが、読者の皆様にとって心地
よい誌面づくりを心掛けていきたいと思います。
　育成会の事業所の「しんびお松元」が新しくオープンしました。ご遠慮なく問い合わせや、ご見学にお越しください。
　育成会たより第２５号の発行にあたり、玉稿をお寄せいただいた皆様に心より感謝申しあげます。

第三者委員会実施報告（令和４年３月１０日実施 書面にて）

　
鹿児島市手をつなぐ育成会では、提供サービスの質のさらなる向上を目的として、第三者
委員同席のもと、第三者委員会を実施しています。

令和３年度鹿児島市手をつなぐ育成会　　相談・苦情件数　相談　0件　苦情　1件

ホームページアドレス　
https://tewotsunagu.org/

この広報紙（てをつなぐ）は、赤い羽根共同募金の助成を受けて発刊しております。

ショートステイ室
リニューアルのお知らせ

第二コスモスのショートステイ室がリニューア

ルしました。

新しい部屋は、１人での利用だけでなく、２人

同時での宿泊も可能です。１人での宿泊は難しい

かもしれないけど、お友達と一緒なら、との要望

にもお応えできるよう、居室の隣に、トイレ、シャ

ワー室、洗面台は２箇所設置しており、プライバ

シーに配慮した空間となっています。

部屋の壁紙は白を基調に、さわやかな空間と日

差しの降り注ぐ、明るいお部屋です。床はフロー

リングですが、畳に変更することや、ベッドの対

応も可能となっており様々なご要望にお応えでき

るお部屋となりました。 担当スタッフプロフィール

横山 真悟
趣味・特技：ゴルフ、釣り
休日の過ごし方：子どもと遊んだり、家の片付けなどお問合せは、第二コスモス

☎ ０９９－２３８－００８９まで

ご自宅まで送迎も承っています。

皆様のご利用をお待ちしております。

定員もこれまでの３名から４名になりました。

寄附者のご紹介
　
九州電力生活協同組合 様
皆様の温かいご支援に心から
感謝申し上げます。


