
社会福祉法人緑風会 

平成３０年度事業計画（案） 

 
１ 基本理念 

社会福祉法人緑風会は、心身の障害のために一般的な職に就くことや生活すること

が困難な方へ、残された機能と能力に応じた働く場と生活する場を提供することによ

り、「生きる喜び、働く喜び、共に暮らす喜び」をすべてのご利用者に感じていただ

けるように施設運営を行う。 

また、ご利用者一人一人が家庭のように生活を楽しみながら、共に生活するご利用

者とサービスを提供する職員が、家族の一員のように安心安全に暮らすことが出来る

施設づくりを目指す。 

 

２ 基本方針 

社会福祉法人緑風会の定款の目的には、「多様な福祉サービスがその利用者の意向

を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊

厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援する

ことを目的として、次の社会福祉事業を行う。」と記されています。 

社会福祉法人として当たり前にもとめられていることでありますが、目的に謳わ

れているように利用者を中心にした運営を基本にしていきます。 

また、多種・多様化する地域のニーズへの対応と社会的・福祉的支援を必要とす

る障害者及びその家族へのサービス提供に応えるため法人全体で取り組みます。 

 

３ 重点事項 

（１）安定した法人運営の実現 

 

（２）安心出来るより良いサービス提供の実現 

 

４ 計画の概要 

（１） 安定した法人運営の実現 

① 経営組織のガバナンスの強化 

・各種規程の見直し、整備 

・会計に係るチェック体制の整備、業務の見直し 

 

② 事業計画の策定 

・時代背景と今後の社会福祉事業が直面する問題と課題の把握 

・地域の問題と課題の把握 

・法人の現状把握とこれからの問題と課題の抽出 

・短期計画、中長期計画の策定 

 

③ 法人本部と各事業所間の情報の共有化と連携体制強化 

・各種会議の在り方の検討 

・報告連絡相談の徹底 

・人事管理の一元化 

・利用者管理の一元化 

・取引先情報の一元化 
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④ 安定した経営の実践 

・適正な予算管理 

・経営分析の実施 

 

⑤ 事業運営の透明性の向上 

・運営状況の公開（ホームページ、広報誌の強化） 

 

⑥ 人材の確保 

・計画的な採用、体制づくり 

・就職支援サイトを活用し新卒者の採用、確保 

 

⑦ 施設整備の推進、既存事業の見直し 

・鹿児島太陽の里の施設計画及び建替 

・就労移行支援事業の見直し 

・鹿児島太陽の里、太陽の里の利用者確保 

 

（２） 安心出来るより良いサービス提供の実現 

① 利用者支援の質の向上 

・法人の基本理念に基づく各事業所のＰＤＣＡの取り組み 

 

② 人材育成・研修システムの充実 

・業務の標準化（マニュアル）に基づく新人教育、職員研修 

・中堅・管理職の研修 

・職員処遇の見直し 

・働きやすい職場づくり 

 

③ リスクマネジメント体制の構築 

・事故、苦情の集約、分析を行い予防に努めると共に対応や支援の水準の標

準化をはかる 

 

④ 災害に強く安心して暮らせる設備やシステムの確保 
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 平成３０年度行事計画（案）  

 

 

月 法人 鹿児島太陽の里・太陽の里 太陽の里療護園 

４月  入園式（入所・通所） 

花見 

胸部デジタル検診 

利用者自治総会 

外出・買物支援 

花見 

健康診断（内診、デジタル検診） 

５月 理事会 養護学校職場実習 

母の日カーネーション贈呈 

外出・買物支援 

園外活動 

避難訓練 

６月 評議員会 

理事会 

健康診断（内診） 

養護学校職場実習 

スポーツデー（風船バレー） 

１日研修旅行 

父の日バラ贈呈 

外出・買物支援 

園外活動 

県障協ふうせんバレーボール大会 

７月 納涼大会 

消防設備総合点検 

串木野養護学校施設説明会 

鹿児島養護学校事業所説明会 

外出・買物支援 

園外活動 

８月  七夕祭り 

利用者自治総会 

大掃除（居室棟他） 

外出・買物支援、七夕 

地域貢献体験研修（小学校教員） 

９月 東京研修旅行 

 

日置市障害者福祉大会 

養護学校職場実習 

スポーツデー（グランド整備） 

日置市障害者福祉大会 

外出・買物支援 

救命緊急措置講習 

園外活動、中学校職場体験学習 

１０月 大運動会 養護学校職場実習 

利用者自治総会 

健康診断（内診、採血、ストレス

チェック） 

外出・買物支援 

健康診断（内診、採血、ストレス

チェック） 

１１月 総合防犯訓練 

避難訓練（授産：夜

間、療護：昼間） 

仲良しスポーツ大会 

インフルエンザ予防接種 

 

外出・買物支援 

インフルエンザ予防接種 

県障協オセロ大会 

１２月 理事会 

クリスマス誕生会 

餅つき大会 

利用者自治総会 

年末大掃除 

外出・買物支援 

年末大掃除 

１月 消防設備総合点検 書き初め大会 

成人式 

外出・買物支援 

年始祝い、書き初め 

２月  節分豆まき 

障害者スポーツ大会選考会 

節分豆まき 

外出・買物支援 

３月 理事会、評議員会 

総合避難訓練 

利用者自治総会 

ひな祭り誕生会 

外出・買物支援 

ひな祭り誕生会 

3



 平成３０年度職員研修計画  

鹿児島太陽の里・太陽の里 

※内部研修としては、上記の研修等についての報告研修会や「人権擁護等に関する研修会」「防火に関する研修」や 

「全職員によるパソコンへの入力等についての講習会」などを随時やっていく予定。 

№ 日 付 会  議【会  場】 主 な 研 修 内 容【参加者予定】 

１ ４月上旬 

 

社会福祉施設等新任職員研修 

【施設内研修】 

新任職員としての自覚、役割、労務、安全衛生 

【新人職員】 

２ ６月中旬 日置地区安全運転管理者講習会 

鹿児島市高速道路安全運転講習会 

日本リネンサプライ協会  

業務中及び通勤途上の交通安全に努める 

【安全運転管理者講師→全職員】 

リネンサプライセミナー 

３ ７月中旬 全国社会就労センター総合研究大会 

【青森県】 

施設管理、労務管理、利用者の自立支援に関する研修、 

実践報告【施設長、事務長、生活支援員、栄養士】 

４ ７月下旬 相談支援、サービス管理責任者研修 

【鹿児島市】 

サービス管理責任者としての責務、相談支援従事者としての基

礎、他【生活支援員】 

５ ８月下旬 日置市防火管理協会防災教室 

普通救命講習会【日置市】 

クリーニング師及び従事者講習 鹿県 

防火管理の基礎知識､消防法改正、応急手当の重要性、救命に 

必要な応急手当（AED使用法）他 【防火管理者、支援員】 

６ ９月中旬 全国社会福祉法人経営者協会 

日置市防火管理協会 

全九州リネンサプライ協会  

全国経営者大会 

役員研修会 

秋季研修会 

７ １０月上旬 国際福祉機器展【東京都】  

各クリーニング機械個展【東京都】 

ＴＬＳパートナーズ 

障害者の自立支援に必要な介護機器展 

【施設長、生活支援員、職業指導員、看護師】 

秋季研修会 

８ １０月中旬 全国社会就労センター協議会 

リネンサプライ業技能実習講習会 

課題別専門研修会 

初級講習会 

９ １０月下旬 病院寝具管理士認定講習会  

１０ １１月上旬 九州社会就労センター協研究大会 

【福岡県】 

就労センター協の今後の動向について等の講義、各職種にわか

れてグループ討議【生活支援員、栄養士、看護師】 

１１ 1月中旬 障害者虐待防止・権利擁護研修 

【鹿児島市】 

虐待についての講義(防止等)、人権差別等についての講義 

【生活支援員】 

１２ ２月中旬 社会福祉法人ブロック別監事等研修

会【日置市】 

全国社会福祉法人経営者協会 

業務の執行及び会計の適正を確保するために必要な監査に関

する知識等を習得する。【監事・事務担当職員】 

決算講座 

１３ ２月下旬 全国社会就労センター長研修会 

日本ダイアパー技術研修会 

 

１４ ３月上旬 リネンサプライ業技能実習講習会 中級講習会 

１５ ３月中旬 

 

県就労センター協施設長･職員研

修会【鹿児島県内】 

障害福祉施策の動向及び今後の就労支援事業の展開について 

【施設長、事務長、支援員】 
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 平成３０年度職員研修計画  

太陽の里療護園 

※内部研修としては、上記の研修等についての報告研修会や「人権擁護等に関する研修会」「防火に関する研修」や 

「全職員によるパソコンへの入力等についての講習会」などを随時やっていく予定。 

№ 日 付 会  議【会  場】 主 な 研 修 内 容【参加者予定】 

１ ５月中旬 社会福祉施設等新任職員研修 

【鹿児島市】 

新任職員の役割、接遇 

【生活支援員】 

２ ６月上旬 社会福祉施設等中堅職員研修 

【鹿児島市】 

中堅職員の役割、後輩支援のための相談技術 

【生活支援員】 

３ ６月１９・２０日 

 

平成29年度九障協施設長・リーダー

職員研修会【福岡市】 

施設長総会、活動報告、講義、他 

【施設長、事務長、生活支援員】 

４ ７月６・７日 第41回全国身体障害者施設協議会 

研究大会【高知県】 

施設管理、労務管理、利用者の自立支援に関する研修、 

実践報告【施設長、事務長、生活支援員、栄養士、調理員】 

５ ７月中旬 接遇研修 

【鹿児島市】 

福祉サービスの心構えとマナー 

【生活支援員】 

６ ７月下旬 救急法研修【鹿児島市】 基礎講習、心肺蘇生法、ＡＥＤ使用法、他 

【生活支援員又は看護師】 

７ ９月上旬 サービス管理責任者・相談支援研修 

【鹿児島市】 

サービス管理責任者としての責務、相談支援従事者としての基

礎、他【生活支援員】 

８ ９月上旬 普通救命講習会 

【日置市】 

応急手当の重要性、救命に必要な応急手当(ＡＥＤ使用法)等 

【生活支援員】 

９ 9月21・22日 サービス提供職員研修会 

【熊本市】 

サービス提供職員としての心構え等 

【生活支援員】 

１０ １０月上旬 国際福祉機器展 

【東京都】 

老人と障害者の自立のための介護機器展 

【施設長、生活支援員、看護師】 

１１ 10月12・13日 第36回九州身体障害児者施設研究大

会【沖縄県】 

支援現場での課題や利用者への対応等 

（施設長、生活支援員） 

１２ １１月下旬 第7回身障協・職員スキルアップ研修

会【東京都】 

身障協の今後の動向について等の講義、各職種にわかれて 

グループ討議【生活支援員、栄養士、看護師】 

１３ １１月下旬 サービス管理責任者研修 

【鹿児島市】 

サービス管理責任者としての責務、相談支援従事者としての基

礎、他【生活支援員】 

１４ ２月２２・２３日 第45回九州障害者支援施設協議会 

研究大会【長崎県】 

施設長総会、活動報告、講義、他 

【施設長、生活支援員、栄養士、調理員】 

１５ ２月下旬 

 

 

第12回権利擁護･虐待防止セミナー 

【東京都】 

職場健診担当者研修会【鹿児島市】 

虐待についての講義(防止等)、人権差別等についての講義等 

【生活支援員】 

職場健診の進め方及び検診後の事後管理説明等 生活支援員 

１６ ３月８・９日 

 

第29回全身協経営セミナー 

【東京都】 

経営の考え方、やり方 今後の社会福祉関係の変化について 

【施設長、事務長】 
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