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小規模・多機能・地域化

社会福祉法人豊田市育成会は「小規模」「多機能」「地域化」を事業の方針としています。
そして、法人の経営や支援は見える化です。 
昨年 5 月にはグループホーム「ひらしばの家」を、今年の 1 月には、就労継続支援 B
型事業所ジョイナスみさとをスタートさせました。豊田市育成会のモットーである「地域
の暮らしを支える」を実現するため『安心』『夢』『笑顔』の持てる場づくり、地域づくり
に向けて、事業計画や施設整備計画を基に「小規模」「多機能」「地域化」、そして「支援
の見える化」を着実に進めてまいります。 
私たちの使命は、より満足度の高い活動やサービスを提供することです。そのため、何
事にもチャレンジする精神を大事にしたいと思います。 
法人の成長は会員や職員一人ひとりの成長と比例します。引き続き、基礎・基本を大事
にしながら会員主体の活動を積極的に進め、地域の信頼確保に努めてまいります。皆様の
ご理解とご協力をよろしくお願いします。 

社会福祉法人豊田市育成会 
常務理事 古井 鎭信  

育成会だより

新成人のつどい「二十歳の灯」



社会福祉法の改正を契機に大きく羽ばたく豊田市育成会！！

社会福祉法が改正され平成２９年４月１日に施行されました。改正法の柱は、「社会福祉
法人制度の改革」と「福祉人材確保の促進」です。この改正に伴い豊田市育成会もその制度
改革を積極的に取り入れ、定款、諸規程の大幅な改正や監査機能強化及び内部管理体制の基
本方針など新たな規程の追加等を行い、さらなる発展を目指します。 

１．社会福祉法人改革の主な内容と育成会の対応  
①経営組織のガバナンス強化 
 理事・理事長の専断を許さないために、経営の意思決定と業務執行を分離し、役員等の
権限・責務・責任の範囲を明確化し、監視体制の構築が示されました。牽制機能が発揮
され、経営の適正化が図られ、持続的な質の高い福祉サービスの提供が求められます。 

②事業運営の透明性の向上 
 情報公開に事業の概要や財務諸表に加え、役員報酬基準や報酬額、関連当事者取引の項
目が追加されました。 

③財務規律の強化 
 適正かつ公正な支出管理の確保と内部留保の明確化及び社会福祉事業等への計画的な
再投資が求められています。 

④地域における公益的な取り組みを実施する責務 
 社会福祉法人の本旨に従い他の主体では困難な福祉ニーズに対して、公益的な取り組み
が求められます。 

⑤行政の関与の在り方 
 所轄庁による指導監督の機能を強化し、中核市の役割として、市による指導監督の支援
を位置付けています。 

社会福祉法改正から１年経って 

【育成会の対応】 
会員制法人である育成会としての、理事、監事、評議員等の選出基準及び権限・責任を
明確にするとともに経営会議を設けて事業経営の意思決定を強化しました。なお、引き続
き会員の意向を反映する総会、部会及び委員会の制度を設けています。 

【育成会の対応】 
育成会ホームページに事業報告、財務諸表及び役員報酬基準等を掲載しており、透明性を高

めています。 

【育成会の対応】 
職員研修制度の充実と積極的な財務諸表の情報公開を実施し、適正かつ公正な支出管理
に努めています。また、事業計画、施設整備計画や社会福祉充実計画に基づき地域ニーズ
に応え、矢作川東部エリアに新しい事業所「ジョイナスみさと」を設置するとともに「ジ
ョイナスたかおか」の多機能化を始め、地域の暮らしを支える必要な自立支援事業の充実
を図っています。

【育成会の対応】 
公益事業としては、相談事業及び福祉啓発の会員活動があり、生涯学習の場の「青年学級」

を開催するなど地域住民を巻き込んだ事業を展開しています。 

【育成会の対応】 
豊田市の担当課との連絡を密にして意思疎通を図り、円滑な運営に努めています。 



２．豊田市育成会の特色
会員制の法人組織を活かして、会員による総会及び部会並びに委員会の制度を設けてい  

 ます。総会は全会員参加による重要事項等の協議の場として、部会や委員会は、専門的事 
項についてこの法人の運営に参画し、あるいは理事長から求められた意見に答え、または
意見をすることができます。このことにより、経営の適正化及び主体的参加の保障や会員
が求める持続的な質の高いサービスに応えています。 
① 会員総会  1 回/年開催（例年６月に開催） 
② 委員会 
・就労支援施設等運営委員会  ・保健安全会  ・グループホーム設置検討委員会 
③ 部会 
・広報自主事業部会（広報委員会：育成会だより発行（4回/年）、企画委員会：研修会 
開催、レク委員会：音楽祭及びふれあい交流会開催） 

・本人部会（青年学級講座：会員以外も参加できる社会貢献講座、各種クラブ及びイベ 
ント開催） 

・支部活動部会（猿投支部、中央支部、高岡支部、上郷支部、高橋支部、5支部合同行 
事：新成人のつどい） 

④ 経営会議 
豊田市育成会では、業務執行上の施策について機動的、多面的に審議するために会員理 
事、施設長、事務局長等をメンバーとした法人の経営戦略等に関する会議体として経営 
会議を設置し、定期的または臨時的に開催しています。 

３．一年を経過して  
当法人では、年４回開催される定例理事会の後には必ず評議員会が開催され、業務執行
状況のチェックおよび意思決定がなされています。将来への展望としては、豊田市育成会
施設整備計画（１０年計画）が策定されており、具体的なイメージを会員と職員が共有し、
その計画に基づいて力を合わせて推進しています。昨年５月には新規事業のグループホー
ム「ひらしばの家」が、今年の 1 月には就労継続支援 B 型事業所「ジョイナスみさと」
がオープンしました。会員による部会、委員会が頻繁に開催され、活発な議論がなされ事
業や行事が実施されています。会員が持っている力を発揮し様々な悩みに対して、一緒に
問題を解決しようとする会員によるプロジェクトX事業も開始されました。経営会議にお
いては、基本方針及び施策の他に会員制の法人としての今後の在り方等も議論されている
等、会員の思いに寄り添う豊田市育成会の組織機能は順調に働いていると思われます。 

４．豊田市育成会の評議員会、理事会及び評議員選任・解任委員会関係  



６番目のはたらく場 

ジョイナスみさと開所式

冬晴れの 1月 19日(金)、ジョイナスみさとの開所式と内覧会を行いました。このジョイナスみ

さとは会員長年の要望により、矢作川東部エリアに開設することができました。開所式には豊田市

障がい福祉課長 南 良明様をはじめ、豊田市議会議員の皆さん、自治区長さんや民生委員さんに来

賓としてご出席いただき、開所式のあとの内覧会では、利用者さんのお仕事の様子も見学していた

だきました。地域の皆さん、ジョイナスみさとをよろしくお願いします！ 

＜就労継続支援B型事業＞ 

就労継続支援B型支援事業所ジョイナスみさと 
〒471-0027 豊田市美里 1丁目 10-8 
TEL0565-77-5187(FAX 兼用) 

二十四歳の息子は、アイドルとゲームが大好きです。特に AKB48 ファン
歴はもう八年位となりますが、彼の AKB48 への想いはまだまだ続きそうで
す。昨年はいろいろと環境が変わり、彼自身戸惑い不安そうな様子や体調
を崩してしまうこともありました。親として何をしてあげたら良いのだろうと考
えたりもしました。将来の事を考えるとやはり心配ですが、今はただ一日一
日を元気に過ごし、AKB48のように何かに熱中できる物が増え、それが将
来につながれば良いな・・・と思っています。

11 回目の会員リレーは、中央支部の西水流さん。いつも穏やかな笑顔が素敵な西水流さんの
安心・夢・笑顔とは？ 次回は上郷支部の板倉とき子さんです。よろしくお願いします☆ 

室内はとても明るく開放的な活動スペースです！ 

開所式 

自主製品の裂き織り 
を制作中です！ 

会員リレー ～わたしの安心・夢・笑顔～  



普段のバザーと違い、事業所内にて利用者さん一人一人に自主製品の販売等に携わって頂
き、ジョイナスたかおかの雰囲気をより近くに感じ取って頂けるのが魅力の一つだと思いま
す。多くの地域の皆様にお越し頂き交流ができるようにとこだわり毎年計画を進めています。 

今年は特に沢山の方に来て頂けたと思います。一時は忙しくバタバタしましたが、嬉しい
悲鳴であり、続けてきた成果を感じました。 

来年度の地域交流会は第 15 回という節目の回となります。オープニングの太鼓に加えて
他のアトラクションや屋台を増やし、屋外でもブースを開く等、より多くの地域の方に楽し
んで欲しいと考えています。 

みんな一丸となって頑張る大切な行事です。

障がいのある私達の子供を地域の方に知って貰うとの思いで始めた地域
交流会。はじめはやはりパッとしませんでした。でも諦めず続けようと、
私達親だけでなく、支援員、そして地域の民生委員さんの応援もいただく
ようになり、今があると思います。

地域交流会をのぞいてみよう
みなさんは地域交流会に参加したことはありますか。地域交流会のかたちは様々です
が、地域への「見える化」をはかり誰もが暮らしやすい豊かな生活づくりの一歩として
交流会を開催する施設が増えてきています。そんな交流会が実は豊田市育成会でも行わ
れているのですよ。今回はジョイナスたかおかで 12 月 3 日に開催された『たかおか地
域交流会』に潜入してきました！

来場者インタビュー ～たかおか地域交流会の印象など聞いてみました～ 

どのようにして、たかおか地域交流会を知りましたか？

知人・友人の紹介 チラシを見て 通りがかり

なぜ参加されようと思いましたか？

福祉に興味あり 福祉の知識を高めたい 同業者

たまたま声をかけられた 過去に参加したことがある

おでんが美味しい 利用者が接客を行い社会参加している

地元の人と触れ合える みんなが笑顔でいること

実際に足を運んで頂いた方々のリアルな声を聞くことができました。その他にも、バザ
ーの品数を増やしてほしい！作品展コーナーを設けたらどうか、外の駐車場を使った方が
宣伝にもなると思う！など貴重な声も聞くことができました。地域の人の参加があってこ
その交流会、より良いものになるといいですね。

地域交流会の『いま』と『これから』

印象的なことは何ですか？

ズバリ！たかおか地域交流会の魅力とは

第 14 回目を迎えて

来年以降に向けて

あなたにとってたかおか地域交流会とは

最後にひとこと

～たかおか地域交流会を支える 2人の声～
保護者の磯部茂子さん、支援員の鈴木美彩さん

にお話を伺いました～ 

＜鈴木＞ 

＜鈴木＞ 

＜磯部＞ 

＜磯部＞  

＜磯部＞ 

『ローマは一日にして成らず』！これからも地域のつながりを大切に、交流会の発展
に期待したいですね。皆さまも地域交流会にぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。 



平成 29年 12月 10日（日）西部コミュニティセンターにてふ
れあい交流会を開催しました。豊田市育成会では、障害者週間（12
月 3 日～12 月 9 日）に因み地域の皆様との交流を目的として毎
年開催しています。今年も逢妻中学生や高校生ボランティア、中
京大生ボランティア、そして豊田法人会の皆様のご協力のもと、
総勢 362名が参加し、小さなお子様からご高齢の方まで幅広い層
の皆様に楽しんで頂くことができました。寒い中ご参加いただき
ました皆さま本当にありがとうございました！

●育成会の動向（平成29年12月～平成30年2月）

12月１日（金）育成会だより№27発行
12月９日（土）経営会議
　　　　　　　＜議題＞
　　　　　　　　第３回評議員会、第４回理事会開催/施設整
　　　　　　　　備計画/職員募集
12月10日（日）ふれあい交流会クリスマス会
　　　　　　　　参加者362名（西部コミュニティセンター）
12月16日（土）第４回理事会
　　　　　　　＜議題＞
　　　　　　　　ジョイナスふれあい運営規定の一部改正
　　　　　　　　職員給与規程の一部改正
　　　　　　　　育児・介護休業等に関する規程の一部改正
　　　　　　　　平成29年度12月補正予算
　　　　　　　　評議員会の招集
　　　　　　　　第3回評議員会の議案の追加

12月16日（土）第３回評議員会
　　　　　　　＜議題＞
　　　　　　　　ジョイナスふれあい運営規定の一部改正
　　　　　　　　職員給与規程の一部改正
　　　　　　　　育児・介護休業等に関する規程の一部改正
　　　　　　　　平成29年度12月補正予算
12月28日（木）仕事納め式
１月５日（金）仕事始め式
１月14日（日）新成人のつどい（西部コミュニティセンター）
　　　　　　　 新成人12名　参加者115名
１月17日（水）社会福祉法人定期指導監査
２月17日（土）第３回就労支援施設等運営委員会
　　　　　　 ＜議題＞
　　　　　　　　 平成30年度事業計画策定



平成 29 年度 新成人のつどい 

豊田市育成会の『新成人のつどい』は、5支部(猿投・
中央・高岡・上郷・高橋)の正副支部長が中心となり開
催しています。各支部から応援も加わり、それぞれが役
割をもち、会員皆が協力して新成人の門出をお祝いし
ます。 

パーティーのお料理担当は、猿投支部・高橋支部が
中心となり準備しました。豚汁とお汁粉等、とても美
味しいお料理が並びました。 

1 月 14日(日)西部コミュニティセンター多目的ホールにて、新成人のつどいを開催し 

ました。今年、豊田市育成会からは 12名の新成人が大人の仲間入りをしました。当日は 115名

の参加があり、多くの来賓や関係者が見守るなか式典が行われました。式典では、新成人代表か

らこれまでお世話になった皆さまへ謝辞と、これからの決意や抱負を力強く述べました。式典後

のパーティーでは、恩師や家族、友人達と和やかに楽しい時間を過ごしました。 

大豊工業㈱様より 
お祝いの品を戴きま
した。 



1.日時 平成 30 年 4 月 15 日(日)午前 10：00～午後 2：00 
2.場所 豊田市育成会ジョイナスつかさ敷地内（芝生広場、駐車場、館内） 
        豊田市司町三丁目 61 番地 1 TEL 77-0041  
3.内容 ・音楽等による交流…バンド演奏、太鼓演奏、フラダンス等 

   ・喫茶…コーヒー、ゆず茶等 
   ・軽食…ラーメン、ポップコーン、綿あめ、みたらし団子、五平餅、玉せん 
   ・ゲーム…魚釣り、輪投げ ☆景品あり☆ 
   ・自主製品の販売 
   ・利用者の作品展示    

近隣地域の方々にジョイナスつかさを知っていただくため、つかさ利用
者・保護者・職員と地域の方々との交流会を開催します。 

ジョイナスつかさ地域交流会を開催します！ 

～豊田市育成会から地域の皆さまへお知らせです～

ヘルパーさんと世話人さんを募集します！ 

◇育成会ヘルパーステーション◇ 
＜登録ヘルパー＞ 

内容：外出支援や入浴介助、家事支
援になります。 

時給：900 円～1200 円(交通費別途) 
時間：8時～20時の間の 1時間以上 
   週に 1回でも可能です。 
資格：介護職員初任者研修以上 
年齢：不問 

◇グループホームひらしばの家◇ 
＜世話人＞ 

内容：入居者の食事作り、掃除等家事
支援全般等 

時給：900 円(交通費・夜勤手当別途) 
時間：6時～9時・15 時～20 時 
   15 時 30 分～翌 7時 
資格：なし  
年齢：不問 

今年は雪の心配もなく好天に恵まれ
た新成人のつどい。新成人の初々しい表
情を見て、昨年の着慣れないスーツで緊
張した息子の姿と重なりました。あの
日、沢山の方々に祝福され感動したこと
を思い出させてくれたステキな一日で
した。（西村） 

平成29年度第 4回理事会、第 3回評議員会開催

 12 月 16 日(土)第 4 回理事会、第 3 回評議員会を開催
しました。議案は、①ジョイナスふれあい運営規程の一部
改正 ②職員給与規程の一部改正 ③育児･介護休業等に
関する規程の一部改正 ④平成 29 年度 12 月補正予算 ⑤
評議員会の招集(理事会議案) ⑥第3回評議員会の議案追
加(理事会議案)について、可決承認されました。 

お近くの樹木自治区の皆さん！是非お立ち寄りくださいね！

ご興味のある方、ご不明な点は事務局までお問合せください。 
社会福祉法人豊田市育成会本部事務局(日･月曜日休み) TEL ７７-５６１１ 

食事作りは家庭料理程度ができればＯＫです！ 
知的障がいのある方が、地域で楽しく豊かな 

生活を送れるようにサポートするお仕事です！ 


