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「やさしさ日本一の
社会福祉法人」をめざして

平成三十年度博愛会

事業計画

博愛会では、本年度「働き方改革」「今後
のテーマに取り組んでいきます。
～働き方改革について～

年間を見据えた専門性の充実」という

つ

2

具体的には、平成

年４月より正規職員の昇給幅の見直しやベースアップ、各種手当の拡

ような就労環境を目指して処遇の改善と次世代の人材育成に積極的に取り組んでいます。

本年度は博愛会職員の「働き方改革」を行い、博愛会に勤めて安心と胸を張って言える
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年間を見据えた専門性の充実～

ＫＵＫＵＬＵ（ククル）によ

年間を見据えた障がい者支援に対す

年度から工事を進めている大規模なハード整備が今年度完了します。整備が完了

した建物を利用しながら、それぞれの施設が今後の

ル施設として来年度の事業開始を目指しています。

年

月に行われる「第

回国民文化祭・おおい

～国民文化祭、障害者芸術・文化祭への取り組み～
平成

回全国障害者芸術・文化祭おおいた
あいネットワーク
久

大会」の中で実施する「ＮＰＯ法人

回収穫祭

あいネットワーク

大分 第

住キンダーフェスト」も国民文化祭と障害者芸術・文

大分と協力して成功させます。また「第

51

回音楽会」をＮＰＯ法人

た２０１８・第

33

化祭の竹田市の事業として参加し、盛り上げます。

県内公募者による
合唱・パフォーマンスの練習風景

ごすことができるコミュニティセンター「日乃出茶寮」を博愛会の社会貢献事業のシンボ

る“無料移動サービスを核とした町の活性化事業”をより進化させ、地域住民が楽しく過

地域貢献事業として、久住高原で行っているＮＰＯ法人

る専門性を高めていきます。
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平成

～今後

を実施します。

ティ制度」についてはメンター（バックアップ職員）への事前講習やフォローアップ研修

員事前研修会」の実施や、新卒職員の採用後の精神的な相談窓口となる「メンター・メン

度」を正式に施行し、職員への法人理念の徹底、組織への定着を実現するために「新任職

次世代の人材育成の取り組みとしては、昨年度から試行している「チーフ・リーダー制

づくりを進めていきます。

制度の拡充を行い、働く時は働き、休む時は休むといったメリハリのある働きやすい職場

充や増額、「年末・年始出勤手当」の新設等を実施します。また、リフレッシュ職員旅行
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博愛会地域総合支援センター

事業計画

博愛会地域総合支援センターは、あらたに４月より「博愛大学校どりーむ下郡校」、６
月より「グループホームたむろ」の運営を開始し、制度改正にて創設された職場定着支援
事業及び自立生活援助事業にも着手するなど、今年度も先進的な取り組みを進めています。

宿泊型自立訓練事業・就労移行支援事業の「博愛大学校どりーむ」では、４月に下郡校
を開校し、利用者さん個々の目標設定に沿ってカリキュラムを作成して、就労と生活の一
体的な支援を行っています。２年間で健全な生活リズムの確立、就労に関する基礎知識や
社会ルール及びマナーの習得、職場実習を中心に作業能力や対人コミュニケーション力の
向上を図ります。また専門職にある方を招いて行う実践的な「社会生活力講座」、介護資
格の取得をめざす「介護科」などを実施し、支援内容を充実させていきます。

フォローアップとしての就労定着支援事業
では、博愛大学校を卒業して就労する利用者
さんたちの職場定着率の向上を図ります。各
関係機関との連携を強めながら雇用の場を広
げ、職場定着できるよう取り組みを進めてい
きます。

就労継続支援Ａ型事業として、久住屋～健
康レストラン～では４月よりカフェタイムを
新設。パフェや軽食の調理まで従業員さんが
中心となって運営ができるように支援を行っ
ていきます。国民文化祭のメイン会場でもあ
るＯＰＡＭで店舗運営を行っているカフェ
シャリテでは、芸術と福祉が融合した特色あ
る運営に努めていきます。これを契機として
博愛会の取り組みを全国に発信していきたい
と思います。そして従業員のみなさんが仕事
にやりがいを感じ、自信をもって一般就労に
挑戦できる環境づくりを進めていきます。

このほか就労継続支援Ｂ型事業、障害者就
業・生活支援センター大分プラザ等を有機的
に運用し、より質の高いサービス提供を行って
まいります。

久住屋 カフェタイムメニュー
ハムチーズサンド
ドリンク&健康サラダ
食べ放題セット

カフェ シャリテに文化庁長官
宮田様も来店されました！
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航跡 － Kouseki －

事業計画

第二博愛寮

事業計画

第一博愛寮

第二博愛寮ではこれまで利用者さんの多様化するニーズに応えるために、制度の変更に

年７月とした工程で作業が進捗しています。発達棟の完成によ

産活動に係る協働の取り組み、及び施設外就労先であ

す。併せて、生活介護と就労継続支援Ｂ型における生

れ目ない支援体制の確保に向けた取り組みを強化しま

に支援現場で抽出された課題の対応策を整理し、利用者さんの意向や実情に合わせた切

となります。今後は発達棟完成までに発達棟を含めた全体的な支援内容について、年度末

り、他者との関係が苦手な障がい特性をもつ方達へ静かな生活空間を提供することが可能

事業」は完成時期を平成

このような状況の中で、前年度からの継続事業である「第二博愛寮発達障害対応棟整備

いをもつ方が大半を占めてきており、今後、益々その傾向は強くなります。

応じて体制を整えてきましたが、利用者の方々は確実に重度・高齢化し、併せて発達障が

こんにちは。第一博愛寮です。
第一博愛寮は、今年の夏に新しい建物が完成しま
す。全室個室のゆったりとした空間で、「家庭的な雰
囲気」を作り上げたいと考えています。今年の上半
期は、準備期間として位置づけ、下半期は新生活の
定着を図っていきたいと思います。
“新生”
「第一博愛
寮」は、利用者本位のサービスを提供し、職員が一
丸となって取り組んでいきます。
今年は報酬改定の年に当たり、障害福祉において
も大きな節目の年であります。地域生活者に関する
事業をおこなう「地域支援部」を新たに立ち上げまし

30

る農業法人との連携を強化します。

ボランティアさんとの交流
～大正琴の演奏を聴きながら、一緒に歌を歌いました♪

た。利用者さんの笑顔があふれる「やさしさ日本一」

日に新施設の棟上げを

の施設へと努力していきます。
晴れ渡る青空のもと、５月
祝って、餅まきを行いました。四方に餅を投げ、利
用者さんにはお菓子や景品の当たるボールを拾って

航跡 － Kouseki －

3

ネギ作業

ハウス科

建設中の発達障害者対応棟

もらいました。皆さんの笑顔があふれる楽しい一日
となりました。

上棟式のようす

着々と建設が進む・・・。
皆さん、お菓子を拾うのに真剣です。

16

年度は、行政による第

事業計画

期障害福祉計画の策定、介護保険の報酬改定と合わせて

福祉農場コロニー久住
平成
歳問題」を解消すべく高齢者と障がい者が同一の事業所で

時間３６５日」人的、設備的に支援ができる入所施

年後を見据えた専門性の向上」に繋がるものと考え

久住高原南山荘

事業計画

開設して３年目を迎えるにあたって、これまで取り

組んできた２年間の事業を見直し、体制を強化して

名の皆

「やさしさ日本一」の養護老人ホームを目指します。

施設の機能を最大限発揮して入所されている

さんが充実した毎日を送れるよう、介護予防に取り組

み、生きがいの発見や自己実現など、生活の質の向上
に努めます。

元々久住高原南山荘ができたこの場所は、お祭りを

したり、神楽をしたり、学校の遠足帰りに遊び場とし

て地域の皆さんが集う場所であったと地元の方から聞

いています。地域の高齢者の皆さんがいつまでも元気

であり続けられるよう施設としても積極的に関わって

地域住民の方に、南山荘入所者の皆さんとの出会いを

流を続けＮＰＯ法人

また、日乃出食堂は今ではすっかり地域の食の支援拠点として根付いていますが、今年

なれるよう取り組んでまいります。

高齢者も障がい者も子供たちも本当に住みよい地域と

楽しんでいただけるよう働きかけを行います。そして

月に立ち上げたＮＰＯ法人 ＫＵＫＵＬＵで

度は、カフェタイムを利用して上質なコンサート等を定期的に開催し、「食」と「文化」

無料で定期コースを回る車を走行
していますが、今後さらに利用対

2
新人歓迎会

象者を広げ、元気な街づくりに取
さらには、コロニー久住の就労

り組んでいきます。
継続支援Ｂ型事業所「日乃出茶
寮」の来年度の増設を視野に入
れ、地域の中のコミュニティセン
ターとして、高齢者、障がい者、
子供たちが集う地域ニーズに寄り

陶芸教室

は、久住、都野エリアの困りごとである買い物等の移動手段の問題を解決すべく、週 回

同時に地域共生社会の実現に向け、昨年

を発信しながら地域を元気にしていきたいです。

ＫＵＫＵＬＵを利用されている

出前リハビリで機能回復訓練等を実施していますが、予防を重点に置き、野外活動や外出

いきます。地元の保育園、小中学校、高校と世代間交

レク等の頻度を上げて重度・高齢障がい者の日中活動を更に充実させていきます。

コロニー久住では、昨年から重度・高齢障がい者の特別チームを設置し、協力病院から

られます。

極的に進めていくことが「博愛会の

引等の医療的ケアや認知症ケア等の専門的知識・技術を磨き、専門職として資格取得を積

そのために、強度行動障害支援、重度・高齢者の支援等に迅速に対処できるよう喀痰吸

設の機能が必要と思われます。

支援拠点として一翼を担う為には「

より施設入所支援に求められる社会的役割といったものが大きく変わり、施設も地域生活

サービスを受けやすくする「共生型サービス事業所」が位置付けられていますが、これに

中でも高齢化進行による「

障害者総合支援法改正法と報酬改定が同時に施行される大変重要な年となります。

5

65

添う地域交流の場となる素案を構
築します。

子ども神楽

7

近所をお散歩

第二博愛寮で茶摘み
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航跡 － Kouseki －

28

5

2

事業計画

キッチン花亭

事業計画

パルクラブ

名

）」と

いったことを本年も徹底し従業員さんとの距離を縮める

プホームに必ず寄る（隣接するフレンドハウス

いきます。
「一日一声かけ運動」や「就業終了後にグルー

すが「忙しさ」を理由にしない生活支援を本年も続けて

従業員さんの支援においては就労系の職場ではありま

と考えております。

さんの工賃についても計画に沿って年々上げていきたい

を引き続き守っていきます。Ｂ型事業に所属する従業員

とでＡ型事業に所属する従業員さんの県内高水準の給与

りません。定期的な原価調査や営業活動に力を入れるこ

め、物価の値上がり等で決して楽観視される状況ではあ

当事業所を取り巻く環境は民間企業との競争をはじ

ローラー機を導入し作業量（効率）をあげます。

10

事業計画

本年度より“就労継続支援Ａ型”の定員を従来の

年８月から休止していた“就労

障害者総合支援法の報酬の見直しが行われ、就労継続

名、また、平成

継続支援Ｂ型”を復活し、定員

から

なり、Ｂ型では平均工賃月額に応じた報酬の設定となり

ます。作業内容としては「カット野菜工場の作業とＡ型

名として再スタートし

ました。パルクラブ開設以来、平均賃金、平均工賃は大

事業で使用する食缶等の洗浄」を行います。Ａ型事業に

を支援します。
パルクラブが開設され

祭（キンダーフェスト）と

に行います。今年度は収穫

な憩える環境整備を計画的

ご来場していただけるよう

客様の視点に立ち、何度も

これらの修繕も含めて、お

朽化が目立ち始めました。

年が経過し、建物や設備の老

ショッピングを取り入れるなどメリハリのある地域生活

にはできない利用者さんの生活支援を充実させ、余暇や

今年度より定休日を月２日にすることにより、作業中

一人に合った細やかな生産活動の支援を行います。

幅に全国水準を超えていますが、ようやく成果に反映し

支援Ａ型では１日の平均労働時間に応じた報酬の設定と

34

所属するクリーニング部門においては新規大型シーツ

26

た報酬設定となります。これまで以上に利用者さん一人

30

支援を心掛けていきます。

航跡 － Kouseki －

5

21

仲間入りをしました。

ともに国民文化祭の会場に

シュな３人がキッチン花亭の

もなっているため、施設内

支援学校を卒業したフレッ

にわかりやすい看板を設置

5月のお誕生会

28

するなど楽しい雰囲気づく
りを進めていきます。

温泉館での接客

2

住吉浜リゾートパーク

日帰り利用のデイサイトキャンプ

本年度は、「やさしさ日本一の施設を目指して全員で
チャレンジする」を合言葉に、従業員さん一人一人の意
思を丁寧に把握し支援していくことを施設運営の基本と
して、これからの住吉浜リゾートパークの就労支援事業
を推し進めていく所存です。
そこで本年度は、就労支援や生活支援の形態も従業員
さんや保護者の方の希望する方向性にマッチした具体的
な支援に心掛け、一人一人の能力向上を目指し、日々、
安心・安全の支援を心掛けてまいります。
今後は地域移行を見据えた支援に努めたいと考えてお
り、平成 年 月から杵築市内の賃貸アパートをグルー
プホームⅣとして確保し、 名の従業員さんが利用を始
めました。平成 年 月から実施したサテライト事業も
最終年の 年目を迎え、従業員さんの利用状況から、グ
ループホームからの地域移行も可能となり得る状態と
なっており、一定の成果は得たものと考えております。
また、社会参加を目的
に、地域の催事などへの積
極的な参加をはじめ、災害
時の相互協力など地域に根
差した活動を推し進めてま
いります。
園内環境整備に関して
は、前年度事業からの継続
として、デザイナーによる
アドバイスを受け、園内看
板等を一新し、イメージ
アップを図ります。
ホテル別館全室の
ユニットバスを改装

30

3

み
なが と

あん

いま なが

よう

じ

え

とう

平成 30 年 6 月 12 日、住吉浜リゾートパークのチャ
ペルにて、パルクラブで働く「長富さん＆今永さん」
と「安養寺さん＆江藤さん」の結婚式が行われました。
毎日、休憩時間に2 人でお散歩をしながら仲のいい姿
を見せてくれていた長富・今永カップルと安養寺さん
の熱いアタックで結ばれた安養寺・江藤カップル。
たくさんの人に祝福され、素敵な笑顔で幸せを運ん
でくれました。これからは 2 人で力を合わせて助け合
いながら生活をしていきます。
末永くお幸せに！！

NPO法人あいネットワーク大分

第10回

音楽会

平成 30 年

10 月８日（月・祝）
開場 13：00

開演 13：30

あいネットワーク大分では、できる限り上質の音楽を通して、観客もリズムに合わ
せて手を叩いたり、体を動かしたりして音楽の楽しさや喜びを自由に表現することで、
お互いの個性を認め合い、尊重し合いながら「障がい」という垣根がなくなるきっか
和波たかよし 氏
けとなること、そして障がいのある方の心豊かな暮らしの機会となることを目的とし
てこの音楽会を開催し、おかげさまで今年は 10 回目を迎えることになりました！
さらに第 10 回目を迎えるこの音楽会は、「第 33 回 国民文化祭・おおいた 2018・第 18 回 全国障害者芸術・文化
祭おおいた大会」とコラボし、ヴァイオリニスト和波たかよし氏の素晴らしい演奏とともに、県内の特別支援学校の
生徒による音楽発表や、公募によって集まった障がいのある人もない人も一緒に練習を重ねたステージ発表など新た
な取り組みとなっています。深い感動と勇気を、そして日々の生活の活力と自信を来場者のみなさんと出演者が共有
できるステージとなっていますので、ぜひ、みなさんのお越しをお待ちしております‼

会

場

入場料

iichiko 総合文化センター 「iichiko グランシアタ」
大分県大分市高砂町 2 番 33 号
前売券・当日券ともに 500 円（全席自由）

出演団者
津久見樫の実少年少女合唱団
問合せ先
特別支援学校合唱発表
ＮＰＯ法人あいネットワーク大分
大分県公募参加者による合唱
電話 097-574-8665
ヴァイオリニスト和波たかよしと芸短大ストリングス & 小林道夫とのアンサンブル
航跡 － Kouseki －
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平成29年度

博愛会決算状況

（単位：千円）

貸 借 対 照 表
借 方

金 額

貸 方

事業活動収支計算書
金 額

借 方

金 額

貸 方

金 額

流動資産

1,368,024 流動負債

232,752 サービス活動収益 2,174,441 サービス活動費用

1,998,750

固定資産

3,655,943 固定負債

296,557 サービス活動外収益

12,307 サービス活動外費用

18,324

基本金
国庫補助金等
特別積立金

その他の積立金
次期繰越活動
増減差額

169,674

537,820 経常増減差額
1,021,291 特別収益

90,111 特別費用

105,332 特別増減差額
2,830,215 当期活動増減差額

87,368
257,042

前期繰越活動増減差額

2,360,298

当期末繰越活動増減差額

2,617,340

5,023,967 負債・純資産合計 5,023,967 次期繰越活動増減差額

資産合計

2,743

2,830,215

働きやすい職場を目指して
本年度の博愛会の「働き方改革」の取り組みの一つとして「リフレッシュ職員旅行制度」の拡充がスタートします。
博愛会で 10 年勤続した職員には、１週間のリフレッシュ休暇の取得と３万円の祝金を支給する制度を創設しました。
10 年勤続以降は５年勤続ごとに取得でき、今年度は 17 名の方が該当します。

〜職員の声〜

今年度、勤続 15 年となり博愛会で初めての１週間のリフレッシュ休暇をいただけることになりました。
せっかくの１週間の休暇ですので、家族と一緒にディズニーランドに行こうか、のんびり温泉旅行に行こうかと
計画中です。リフレッシュ休暇のおかげで普段はできない長期の旅行にも行きやすくなりますね。
５年ごとにリフレッシュ休暇をいただけるので、メリハリができ、次の休暇に何をしようかと楽しみです。

住吉浜リゾートパーク
７大 特 典 付 き 夏 休 み プ ラ ン
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K O U S E K I

社 会 福 祉 法 人

博愛会本部

〒870 0868 大分県大分市大字野田759番地1
TEL（097）586−6121 FAX（097）586−6115
指定障害者支援施設

第一博愛寮

〒870 0868 大分県大分市大字野田759番地1
TEL（097）549−1321 FAX（097）549−1092
※ホームヘルパーステーション直通 TEL（097）548−7257

指定障害者支援施設

第二博愛寮

〒879 7761 大分県大分市中戸次2131
TEL（097）597−0204 FAX（097）597−0205

指定障害者支援施設

福祉農場

コロニー久住

〒878 0202 大分県竹田市久住町大字有氏896 14
TEL（0974）77−2344 FAX（0974）77−2951

博愛会地域総合支援センター

指定障害福祉サービス事業所（多機能型）

博愛会地域総合支援センター
指定宿泊型自立訓練事業所

博愛大学校どりーむ
障害者就業・生活支援センター

大分プラザ

〒870 0839 大分県大分市金池南1丁目9番5号
TEL（097）574−8668 FAX（097）574−8667

指定障害福祉サービス事業所（多機能型）

キッチン花亭

〒870 0868 大分県大分市大字野田841番地1
TEL（097）586−5775 FAX（097）586−5525

指定障害福祉サービス事業所（多機能型）

パルクラブ

〒878 0202 大分県竹田市久住町大字有氏896 22
TEL（0974）77−2941 FAX（0974）77−2946
指定障害福祉サービス事業所（多機能型）

住吉浜リゾートパーク

〒873 0033 大分県杵築市守江1165 2
TEL（0978）63−9117 FAX（0978）63−9127
http://www.sumiyoshihama.com
養 護 老 人 ホ ー ム

久住高原南山荘

〒878 0204 大分県竹田市久住町大字栢木6062 1
TEL（0974）77−2123 FAX（0974）77−2125

INFORMATION
◆観光登山バス今年も運行します！
登山の後は、炭酸水素塩泉の温泉や
石窯ダイニング fuuでゆっくり過ごす
ことができます。
（別途料金必要）
●平成30年11月18日まで
●事前予約制（3日前の17時まで）
観光登山バスに関するお問い合わせ/ご予約は
竹田市観光ツーリズム協会久住支部
TEL：０９７４−７６−１６１０

◆パルクラブの定休日が変更になりました。
●定休日：第二、第四火曜日

◆café Charité（カフェ シャリテ）
大分県立美術館 OPAM 内
【営業時間】 ２階 11：00 〜 17：00
（ランチ 11：00 〜 14：00）
１階 10：00 〜 19：00
（金・土 20：00 まで営業）
【定 休 日】 年中無休 ※臨時休業日あり

◆久住屋〜健康レストラン〜
【ラ ン チ】 11：00 〜 14：30（L.O. 14：00）
【カ フ ェ】 14：00 〜 16：30（L.O. 16：00）
〔営業日〕 月・火・水・木
【焼
肉】 17：00 〜 21：00（L.O. 20：30）
〔営業日〕 金・土・日・祝
【定 休 日】 第二月曜日
久住屋『高原百貨店』では
毎月第一金・土曜に
「特売日」を開催中!!

平成29年度 補助事業完了のお知らせ
〜ありがとうございました〜
（１）一般社団法人 全国浄化槽団体連合会
省エネ型大型浄化槽システム導入推進事業
整備内容：福祉農場コロニー久住浄化槽送風機・
ブロア取替工事
助成金額：291,600 円

寄 付 ・ 寄 贈
博愛会後援会 様より ･･ 403 万 1 千円（法人へ）
薬師寺利根 様より ････ 100 万円（法人へ）

発行／ 社会福祉法人

平成三十年六月

安藤昭三 様より ･･････ 30 万円（法人へ）

編 集 後 記
時として自然の猛威に驚かされるばかりですが、人の営
みもまた自然の恵みに感謝しながら成り行きに身を任せる
しかありません。これからも福祉の原点を忘れずに心地よ

博愛会

いやさしさをお届けします。そして地域の皆さんのお役に
立てるよう共に歩んで行きたいと思います。
今後ともよろしくお願い致します。

老人はげみの里見会 様より
･････････････････････ 30 万円（南山荘へ）
イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン
ホームワイドプラス賀来店 様より
イオン商品券 ･････････ 23,000 円分（第一博愛寮へ）
社会福祉法人豊和会 理事長 加藤 様より
･････････････････････ こいのぼり３匹（南山荘へ）
別保自動車 様より ････ 玄米低温保管庫
（コロニー久住へ）
ありがとうございました。大切に使わせていただきます。

