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平成 29 年度 社会福祉法人 宰府福祉会

事 業 報 告

平成２９年度は当法人を設立してから４０年目にあたる節目の年でありました。この４０周年を機に、初心に戻って、法人の基本理念を職員の共
通の価値として、障がい福祉の推進に努めました。そのためにも、この度の社会福祉法人制度改革の趣旨に沿って積極的に経営改革を行い、サ
ービスの質の向上と障がい児者の地域生活の充実に取り組みました。
○平成 29 年度経営改革の主な取り組み
施設サービスの充実

人材育成
経営改革の取り組み

サービスの開発
職員の意識改革
組織改革

事業運営会議

業務効率化

ＩＴシステム導入

個別支援計画の策定等の充実

○施設整備関係の取り組み

「障がい福祉サービス事業所やまもも」
外壁等の修繕工事を実施

「児童発達支援センターすみれ園」
駐車場の整備と平成 30 年度の施設整備補助金申請を提出。30 年度の建て替え予定。









平成 29 年度

児童発達支援センター すみれ園
児童発達支援（定員 30 名）
放課後等デイサービス（定員 15 名）
保育所等訪問
障害者就労支援センター ゆり工房（委託運営）
生活介護（定員 6 名）
就労支援Ｂ型（定員 23 名）
就労移行支援（定員 6 名）
春日ホーム（定員 4 名）
さぽーと春日
障害者生活支援センター にじ（委託運営）
生活介護（定員 14 名）
自立訓練（定員 6 名）
福岡県地域療育等支援事業（委託運営）
福岡県立太宰府特別支援学校放課後等支援事業（委託運営）
那珂川町療育支援センター にじいろキッズ（委託運営）

法人単位資金収支計算書

（自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日）

収入
区分

勘定科目

就労支援
事業収入
障 がい 福 祉
サー ビス 等
事業収入
事業活動に
その他の
よ る 収支
事業収入
経常経費
寄付金収入
受取利息配当
金収入
その他の収入
事業活動収入計

地域生活の充実



・
サービス向上等
・
障がい児者の

○事業実施状況
 障害者支援施設 宰府園
施設入所支援（定員 45 名）
短期入所（定員 5 名）
生活介護（定員 60 名）
就労支援Ｂ型（定員 14 名）
就労移行支援（定員 6 名）
在宅サービス（居宅介護・同行援護・移動支援）
 障害福祉サービス事業所 やまもも
生活介護（定員 28 名）
就労支援Ｂ型（定員 10 名）
グループホームやまもも（定員 10 名）
短期入所（定員 2 名）
寺内ホームアンダンテ（定員 6 名）
やまもも・すみれ園相談支援センター

「
第２期中期経営
計画」
策定

○第 2 期中期経営計画の策定
第 1 期中期経営計画を総括し、第 2 期中期経営計画を策定しました。4 年後のビジ
ョンの実現に向けて、サービスの質の向上と障がい児者の地域生活の充実に取り組
んでいきます。そのために、法人職員全体でＰＤＣＡサイクルに取り組み、サービス向
上等につなげていくように努めていきたいと思います。

やまももの外壁がきれいになりました

（単位：円）

支出

予算額

決算額

24,302,000

24,148,736

差異
153,264

人件費支出

400,399,000

402,352,987

△ 1,953,987

613,495,000

614,806,890

△ 1,311,890

事業費支出

71,853,000

67,932,070

3,920,930

13,668,000

13,784,302

△ 116,302

事務費支出

74,104,000

71,694,715

2,409,285

647,000

622,748

24,252

就労支援
事業支出

23,045,000

23,146,128

△ 101,128

140,000

127,276

12,724

支払利息支出

306,000

304,738

1,262

その他の支出
事業活動支出計

5,443,000

5,339,345

103,655

575,150,000

570,769,983

4,380,017

6,444,000

6,444,000

0

25,752,000

18,065,036

7,686,964

797,000

796,824

176

11,306,000

11,536,535

△ 230,535

663,558,000

665,026,487

△ 1,468,487

区分

事業活動に
よ る 収支

勘定科目

予算額

決算額

差異

設備資金
借入金元金
償還支出

施設整備等 施設整備等補
に よ る 収支
助金収入

施設整備等収入計

10,780,000

10,780,000

その他の
積立資金取崩
活動に よ る
収入
収支

308,100,000

その他の活動収入計

308,100,000

4,780,000

4,780,000
307,500,000

307,500,000

6,000,000

6,000,000

施設整備等
に よ る 収支

固定資産
取得支出
ファイナン ス・
リース債務の
返済支出
施設整備等支出計

積立資産支出
その他の
600,000 活 動 に よ る
その他の活動
収支
に よ る 支出
600,000

その他の活動支出計
当期資金収支差額合計

合計

982,438,000

977,306,487

5,131,513

合計

32,993,000

25,305,860

7,687,140

417,090,000

413,399,880

3,690,120

3,504,000

3,490,140

13,860

420,594,000

416,890,020

3,703,980

△ 46,299,000 △ 35,659,376

△ 10,639,624

982,438,000

977,306,487

5,131,513
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●宰府園の駐車場が明るくなりました♪
平成３０年２月２２日に公益財団法人出光文化福祉財団様から、平
成 29 年度助成事業により、宰府園の駐車場に設置している外灯ポ
ール 5 台の LED 照明設備事業が完了しました。従来よりも照明が明
るくなり、生活面や防犯面において一層安全な環境づくりを整備す
ることが出来ました。公益財団法人出光文化福祉財団様をはじめ、
ご協力頂いた関係者様の皆様に感謝申し上げます。
（宰府園施設長 中村 勝利）

事業所

「もしも・・・」の時、ショートステイを利用できるように
事前準備をしておきましょう！！
短期入所（ショートステイ）とは？
自宅で介護を行っている方が病気などの理由により介護を行うことができない場合に、
障がいのある方に短期間入所してもらい、入浴、排せつ、食事のほか、必要な介護を行いま
す。 このサービスは、介護者にとってのレスパイトサービス（休息）としての役割も担ってい
ます。

日頃、色んな方のお話を聞くときに、「緊急時の短期入所（ショートステイ）先がなかなかみつからない」という声を
良く耳にします。それはなぜなのでしょうか。そしてどうすれば、利用しやすくなるのでしょうか。
なぜ見つからないの？ 現状は？
 受け入れ先が少ない（空きがない）
短期入所（ショートステイ）サービスを実施している事業所が少ない。
事業所はあっても、タイミングによっては空きがない。
事前契約をしていないと、急な受け入れは難しい。
 区分認定されていない
短期入所（ショートステイ）を利用するには、障害支援区分が１以上必要になります。
 受入先が限られる
医療的ケアが必要な方
行動障がいがある方
感染症について未確認の方
など
もしもの時の事前準備
緊急時のショートステイを利用するには、互いに受け入れしやすい状況をつく
ること、利用者も体験を行い、環境に慣れることが大切ではないかと思います。
まず、相談支援事業所に相談をして、受け入れ可能な事業所を一緒に探し
て、事前契約を結び、体験利用を定期的に行うことで、もしもの緊急時に受け入
れがしやすいと思います。受け入れ事業所側としても全く情報のない利用者様
を受け入れるには、リスクを伴います。事業所側としっかりと打合せをしておくこ
とが大切です。

ポイント
 相談支援事業所に相談する。
 事前契約を行う。
 体験利用を定期的に行う。

（やまもも・すみれ園相談支援センター作成）
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平成 30 年度制度改正で新たなサービスが創設されました。
障害者総合福祉法及び児童福祉法の改正
１.

障がい者の望む地域生活の支援
改正内容
サービス内容
施設入所支援や共同生活援助（グループホーム）を利用していた障がい者等を対象として、定期
的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた相談・助言等を行うサービス
「自立生活援
助」の創設

連絡調整
医療機関等

居宅訪問
電話・メールなど
相談・助言等

生活のこと
体調面
近所付き合い
など

サービス事業所

就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を行うサービス
「就労定着支
援」の創設

連絡調整

企業・関係機関等

２.

相談・助言
支援等

生活リズム
金銭管理
体調の管理
など

サービス事業所

重度訪問介護の
訪問先の拡大

医療機関への入院時も一定の支援を可能とする。

「共生型サービ
ス」の創設

６５歳に至るまで相当の長期間にわたり、障がい福祉サービスを利用してきた低所得の高齢障が
い者が引き続き障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用する場合に、障がい者の
の所得の状況や障がいの程度等の事情を勘案し、当該介護保険サービスの利用者負担を障がい
福祉制度により軽減（償還）できる仕組みを設ける。

障がい児支援のニーズの多様化への決め細やかな対応
改正内容
サービス内容
重度の障がい等により外出が著しく困難な障がい児に対し、居宅を訪問して発達支援を提供す
「居宅訪問型児 るサービス
【具体的な支援内容の例】
童発達支 援」の
・手先の感覚と脳の認識のずれを埋めるための活動
創設
・絵カードや写真を利用した言葉の理解のための活動
など

保育所等訪問支
援の対象の拡大
医療的ケアを要
する障がい児に
ついて
障がい児のサー
ビス提供体制の
計画的な構築
３.

保育所等の障がい児に発達支援を提供する保育所等訪問支援について、乳児院や児童養護施
設の障がい児にも対象を拡大する。
医療的ケアを要する障がい児が適切な支援を受けられるよう、自治体において保健・医療・福祉
等の連携促進に努めるものとする。
障がい児のサービスに係る提供体制の計画的な構築を推進するため、自治体において障がい児
福祉計画を策定するものとする。

サービスの質の確保・向上に向けた環境整備
改正内容
サービス内容
補装具について、成長に伴い短期間で取り換える必要のある障がい児の場合等に貸与の活用も
可能とする。
補装具の貸出が
【具体的な例】
できるようにな
・成長に伴って短期間での交換が必要となる障がい児
ります
・障がいの進行により、短期間の利用が想定されるもの
など

都道府県がサービス事業所の事業内容等の情報を公開する制度を設けるとともに、自治体の事
障がい福祉サー 務の効率化を図るため、所要の規定を整備する。
ビス等の情報公
表制度の創設
（広報委員会作成）
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平成 30 年度 各 種 委 員 会 の取り組み
今年度も、新しいメンバーで５つの委員会がスタートしました。利用者サービスの質の向上につながるよう
に取り組んでまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

●研修委員会 A

●リスクマネジメント委員会

研修委員会Ａは、年間予定を基に①新人職員研修 ②OJT
研修 ③法人職員研修 ④一般職研修 ⑤役職者研修（副
主任・主任・係長）を行います。それぞれの研修に向けて委員
会メンバーや研修委員会Ｂと協力しながら法人の方針と現場
のニーズをすり合わせ、それぞれの研修の具体的な計画を作
成し、当日の研修運営を行っていきます。
委員が現場のニーズをしっかりと捉え意見交換することで
研修のねらいやテーマを深めるこ
とができるような委員会の運営
と、参加者一人一人にとって各研
修が学びや気付きの機会となり法
人全体の「職員の専門性とサービ
ス向上」につなげることできるよう
な研修運営に取り組んでいきたい
と思います。
（委員長 岡田 美幸）

リスクマネジメント委員会は、「①業務リスク、災害等リスク
（風水害、地震、防犯、火災等）の取り組みと②支援現場のヒヤ
リハット活動により事故防止に取り組むこと」を目的として活
動を行っています。今年度の委員会の活動方針は、「①毎月の
各事業所でのヒヤリハット報告書を作成し、現状の把握と事故
の分析・検討を行い、対策を職員に周知すると共に職員一人
ひとりの危機意識の向上を図り法人内の事故防止につなげて
いく。②現在の法人内の地震・防犯等のマニュアル内容を検討
し、分かりやすく効果的でより実践
的なものへ見直しを行う。」の 2 点
です。リスクマネジメント委員 5 名
を中心に法人内の利用者の皆さん
に安全で安心したサービスを提供
し、より充実した生活が送れるよう
な活動ができるように取り組んで
参りたいと思います。
（委員長 木原 直輝）

●研修委員会Ｂ
平成 30 年度役職者研修を主に担当します、研修委員会Ｂ委
員長を務めさせていただきます、井上と申します。
昨年までは、一つの研修委員会でしたが、今年度から二つ
の研修委員会で活動することとなり、Ｂは、課長以上の役職者
を中心にした研修会の企画運営を行っていきます。法人全体
の事業計画をもとに各事業所の具体的な事業展開がきちん
と行われているかを監督、指導する上での課題を見出してい
けるような研修会を目指していきたいと考えています。
また、研修委員会 A と合同で、法人職員研修会の企画運営
を行いながら、職員の資質向上に
努めていきたいと考えています。
より実りのある研修会が実行で
きるように、委員会のメンバーと話
し合いを重ねていきたいと思って
おります。一年間よろしくお願いい
たします。
（委員長 井上 雅代）

●広報委員会
今年度の広報委員会は、若手職員からベテラン職員まで
様々な年齢で構成されています。色々な年代の意見を取り入
れながら、社会福祉法人として地域に情報を発信することで、
地域と共存できる法人を目指していきたいと思います。
定期的に発行している法人広報誌「わかたけ」や法人ホー
ムページなど、今まで以上に分かりやすくデザイン・内容など
工夫をしていこうと思いますので、是
非みなさん楽しみにお待ちください。
今年度も広報活動に力を入れ、
様々な媒体を通じて情報を発信して
いきたいと思いますので、どうぞよ
ろしくお願いいたします。
(委員長 羽根田 広宣)
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●権利擁護委員会
今年度の権利擁護委員会は、虐待や差別をなくし、利用者
の皆さまが安心して施設を利用して頂けるように努めて参り
ます。具体的には、障害者虐待防止法や障害者差別解消法に
つい学び、虐待防止、差別の禁止と合理的配慮の推進に努め
て参ります。
虐待防止については、法人内全職員を対象に虐待防止セル
フチェックを行い、職員の意識を高めていくとともに、絶対に
虐待が起きないようにするための対策を講じて参ります。
差別解消法については、利用者の皆様が施設を利用される
に当たって、差別的な取扱いを受けていないか、利用しやす
いような配慮がされているかチェッ
クし、改善が必要なところは改善策
を講じ、不便なく利用して頂けるよ
うに努めて参ります。
これからも、法人全職員が利用者
の皆様の人権を尊重し、安心、安全
なサービスの提供ができるように努
めて参ります。
（委員長 大場 英雄）

入所できた利用者
については、職員と
もに、仕事ができる

連載 「社会福祉法人 宰府福祉会 四十年の主なあゆみ」 第一回
―草創期・成長期―
（昭和五十二年～平成九年）

〇法人設立と宰府園開設
喜び、みんなと生活
社会福祉法人宰府福祉会は、昭和五十二年七
できることの喜び
月十二日、厚生省から法人設立の認可を受けま
を、感じていました。
した。
こうして誕生し
その翌年の十一月、「重度身体障害者授産施
た、社会福祉法人宰
設 宰府園」を開設しました。
府福祉会と、「重度身
創設者の神田勇理事長が当時を振り返り、宰
体障害者授産施設
府園機関誌「わかたけ」に回想しています。
宰府園」の障がい福
「いろいろな苦労が実を結んで、法人設立が
祉の取り組みが始ま
認可された。創業の道は一段と厳しかった。資
金的にも人材の面にも幾度となく行き詰った。 りました。
波乱に満ちた経緯を経て、宰府園の建物が遂
〇この時期の障がい福祉の状況
に完成した。だが現実は厳しく、昭和五十三年
国連は、一連の障がい者に関する権利宣言を
十一月一日、入所者八名しかなく、作業のため
採択したのち、一九七六年（昭和五十一年）、
の設備も整わず、授産科目も博多人形の絵付の
下請けだけという、心細い限りの開園であった」 「国際障害者年」を決議しました。一九七九年
（昭和五十四年）には、「国際障害者年行動計
と。
画」を定めて、各国に計画の策定を勧告しまし
社会福祉施設の整備は、大方、恵まれた建設
た。
費や運営費が潤沢に あってス タートするわけ
これを受けて、日本も、昭和五十六年、「国
ではありません。そこに強い福祉への思いがあ
際障害者年」が決議されて、障がい福祉の推進
るからこそ実現の道を歩み始めるのです。
がスタートしました。そのテーマは「完全参加
と平等」でした。これは障がい者も、すべての
人々が均等に、社会参加の機会が得られ、平等
で当たり前の生活が保障される、「ノーマライ
ゼーション」の理念が基盤となっています。
このような「国際障害者年」と、その後の動
向は国の障がい福祉 の推進に 大きく影響を与
えることになりました。
日本の障がい福祉制度の動きは、国際障がい
者年を受けて、ノーマライゼーション理念の実
現に向けて、様々な制度整備や基盤整備の時期
でした。
この流れの中で、知的障がい者福祉について
は、平成元年に、軽度の方を対象にした、知的
障がい者グループホームが制度化しました。こ
れは、一般就労をしている方の居住支援として
スタートしました。
又精神障がい者福祉では、昭和五十九年の宇
都宮病院事件がありました。これを受けて、今
までの精神衛生法が精神保健法に改正され、現
創設者
故 神田 勇理事長

宰府園機関誌「わかたけ」を
まとめた「わかたけへの道」
本誌 法人広報誌「わかたけ」の礎

在の、精神障がい者福祉制度のスタートとなり
ました。
また、ノーマライゼーション理念の実現に向
けての動きと同時に、障がい者の権利活動に加
え、自立生活活動として、障がい当事者運動が、
非常に活発になり、各地に、障がい者の自立生
活センターができました。
これらの活動は、障がい福祉の実践理念に、
新しい考え方を生み出していきました。現在の
障がい福祉理念へと、つながった時期でもあり
ました。
この時期、日本の福祉の流れは、地域での生
活や自立生活への流れとなり、通所施設や作業
所ができてきました。

入所施設は、寄宿舎生活している、養護学校
卒業生の受け皿となっていました。障がいの種
類としては、ポリオ後遺症の障がい、脳性まひ
による障がい、が多く、その他、脳血管障がい、
事故等の頭部外傷に よるもの が主な障がいで
した。平均年齢二十代、障がい程度は、身体障
がい者手帳の１・２・３級の方が多く、相対的
に作業ができる方が、入所条件でした。
年々、施設が増えてくると、病気や事故によ
る中途障がいの方、特に脳卒中後遺症障がいの
方の割合が多くなり、生産活動も障がいの特性
に合わせた作業の導入と、様々な生活指導、家
族調整、アルコール依存の対応、成人病の看護、

○宰府園の入所者・通所者の状況

こうした時代の中、当法人も、地域生活を支
援する通所事業やシ ョートス テイなどを増や
して対応すすることになりました。
昭和五十五年に宰府園併設通所事業（定員五
名）を開始しました。さらに、翌年に宰府園シ
ョートステイ（定員二名）を開始しました。
平成二年には、身体障がい者も知的障がい者
も利用できる、「通所相互利用制度」が始まり、
知的障がい者の利用 を受け入 れることとなり
ました。
この取り組みが、後の「知的障害者通所更生
施設やまもも」の開設に発展していくこととな
ります。

○宰府園の施設機能の強化と推進

宰府園 開設当時（昭和 53 年 11 月）

金銭トラブルの調整、男女関係、人間関係の調
整指導などの支援の 必要が高 くなってきまし
た。
一方、六組の入
所利用者の結 婚、
カップルの誕 生を
支援すること がで
きました。結 婚後
の地域移行と 生活
支援を継続し てい
ましたが、こ の支
援は、後の「グルー
プホームわか たけ
寮」の設置と なり
ました。

○宰府園授産事業の取り組み

授産事業、生産活動については、昭和五十六
年、第２作業場整備により、博多人形作業に加
え、脳卒中後遺症の片麻痺のある、利用者への
作業として、木工研磨作業を開始しました。大
川の木工家具部品の研磨作業、それから、障が
いの重い人の作業として、桜や楠木の花台研磨
作業などを始めました。
昭和六十一年には、郵政省のお年玉郵便はが
き寄付金によって、第３作業場を整備し、製材
部門を開始し、かまぼこ板加工を始めました。
この作業は、後に、まな板づくりに発展し、ユ
ニードやグリーンコープと取引ができる、一定
の生産体制と生産量 を確保す る活発な授産活
動となりました。
今度は、まな板づくりの端材から、木工部門
で、子供の木工玩具やカントリー木工品の製作
を始めました。
平成六年には、宰府園敷地内に自主製品直営
販売所である、ログハウスの、「カントリース
テイションｙｏｕ ｍｙ」をオープンしました。
また、平成７年には天満宮の参道に、太宰府
社協「ふれあいショップ」を開店しました。平
成二十六年の閉店ま で続ける ことができまし
た。
博多人形作業については、業界がしだいに斜
陽化し、下請け作業が減るに伴い、佐賀県波佐
見の、磁器製品の干支や置物の絵付の作業に、
取り組むようになりました。その他、封筒作成

５

の製袋作業や簡易作業部門を新たに開始し、利
用者の生産活動の活性化に努めてきました。

○地域支援と施設の社会化の取り組み

昭和五十七年の太宰府社協事業の、一人暮ら
しの高齢者等を対象とした「老人給食サービス
調理業務の委託」を開始しました。
又この年、宰府園広報誌「わかたけ」を創刊
し、数年後には低料第三者郵便としての許可を
受けて、毎月発行し、地域への福祉啓蒙、福祉
理解の推進に努めてきました。現在は法人広報
誌として継続発行していることは、承知のとお
りです。
昭和五十六年から、地域交流の一環として、
毎年「宰府園祭り」を開催し、利用者もご家族
も、また地域の皆さん、全員の一大イベントに
なっていました。

平 成 五年 、博 多人 形 作業 の電気 釜 設備 を 提
供しての、地域の住民による、陶芸教室を始め
ました。利用者も参加しての、地域交流が促進
されました。

（次号へ つづく ）

第 4 回宰府園祭り
～ふれあいの場に 1,700 人集まりました～

宰府園
に じ
地域をきれいに

「貼

り

絵」

「クリーンアップ活動」

散歩の時間等を使って施設周辺(春日
小学校周りや公園など)のゴミ拾い活
動を行っています。

５月の活動として貼り絵に挑戦しまし
た。普段下請けで取り組んでいるリサイ
クル作業を更に活用し、キラキラした紙
を切って貼り合わせ、世界に１つだけの
オリジナル鯉のぼりが完成しました！現
在利用者さんの作品を作業場に展示し、
和んでいます☆

やまもも
やまもも製品紹介
「手作りヘアゴム」
やまももでは、利用者の方が制作した
刺繍を、ヘアゴムやマグネットやクリ
ップなどにして販売しています。とて
も細かい作業ですが、一つひとつ丁寧
に縫っています。写真以外にも、たく
さんの種類の製品を販売しています。
施設内や地域の催しなどで販売して
います。ぜひお越しください。

６

ゆり工房

世界に１つだけの鯉のぼり

身体も心も健康に
「スポーツレクリエーション」

春日市のスポーツ推進委員さんにもお
越しいただき、スポーツレクリエーシ
ョンを行いました。ニュースポーツ体
験などで気持ち良く汗を流しました。

すみれ園
すみれ作品展
「“しずく”たちつくったよ」
みんなで、雨の“しずく”を
つくったよ。
色をうかせた水に、紙おいて
そーっとめくると、いろいろ
な色がとてもきれい！みん
なの目もきらきらでとても
きれいだったよ。次は、みん
なであじさいをつくります。
たのしみです。

「サービス向上を図る為に」をテーマに

係 長 研 修

を行いました。

【テーマ】 ： 「サービス向上を図る為に」
【趣 旨】 ： 係長は役職員として全体観をしっかりと持ち、各事業所の取りまとめを行っていく中核的な立場です。今回の研修
ではどの事業所でも必要不可欠な「組織の専門性」と「チームマネジメント」にテーマを絞り、現状と課題を整理し、課
題解決を図り、サービス向上の糸口を探って、参加職員が今回の研修からヒントを得てそれぞれの事業所で生かすこと
で、各事業所の「組織の専門性」と「チームマネジメント」がますます高まり、サービスの向上につながることを本研修
の目的とします。

参加者の感想
５月３１日（木）係長研修に参加しました。今回のテーマは「サービスの向上を図
る為に」という事でしたので係長として自分に何が求められているのか？今後、
取り組んでいけることは何かないか？という事を考えながら参加しました。
理事長講話で、職種や事業所の現状に違いはあっても、係長は、事業計画に基
づいた業務の実施と、個別支援計画に基づいたサービスの提供をチーム全体で
行えるようにマネジメントしていくことが大事であることを再確認しました。
後半のグループワークでは、自分の業務の現状や課題をワークシートで整理し
た後、メンバー間での意見交換及びファシリテーターからのアドバイスをいただ
きました。まずは自分自身が事業計画や個別支援計画についてしっかりと理解を
すること、理解した内容を職員全体に伝えていくことの難しさと重要性を感じま
した。特に「伝える」ということについては日常のコミュニケーションの中で相手
の話を聞くだけでなく、自己開示も必要なのではないかという意見を聞き、相互
通行のコミュニケーションができるよう意識していきたいと思いました。また、サ
ービス管理責任者という立場においては客観的な視点を常に持ち、友好的な援
助関係から一歩先に進んだ専門的な援助関係を築いていくことを心がけていき
たいと思いました。
支援はチームで行うのでお互いの役割を正しく理解し、認め合いながらサー
ビスの向上ができるように今後も頑張っていきます。
（サービス管理責任者 岡田 美幸）

平成 30 年 8 月 4 日（土）にクローバープラザで開催されます「福祉のしごと就職フェア 2018 in Fukuoka」に参加をし
ます。39 番ブースになります。求職者の方・ご興味のある方はぜひお越しください。
宰府福祉会では、「どういう仕事内容なの？」「職場環境は？」「どういう人が働いているの？」「私に合っているのか
な？」など求職者の不安な部分を解消するため、「オープン施設職場見学会」や「ONE DAY インターンシップ」など様々な
求人活動の取り組みを行なっています。順次、当法人ホームペー
ジにも載せていきますので、ぜひご覧になってください。
福祉の職場は人が主体です。法人としても人材確保・育成に力
を入れ、全員で力を合わせて、利用者さんの想いに寄り添って、よ
り良いサービス提供を目指しています。

当法人ホームページ（求人情報）はここから⇒

７

