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障がいがあっても、高齢になってもいきいきと暮らせる「まち」とはどういうこ

とでしょうか。例えば、気軽に行きたい所へ行けて、気軽に食事ができて、身近に

知人友人がいればと思います。安武町の高齢化率は 30 パーセント。公共機関の電

車やバスがあるものの、障がいや病気のある人、高齢者の皆さんは駅やバス停まで

行くことが難しく、つい外出を控え引きこもりになりがちです。「出会いの場ポレ

ポレ」は開所以来、利用者の皆さんを法人の車で送迎をせず、歩きか自転車か、ま

たは電車、バス、タクシーを選んで

通ってきていただいています。それ

は地域の皆さんや交通機関に携わる

方々が障がい者のことを知り、どう

接するのか学ぶ機会になって欲しい

からです。現在、６社のタクシー会

社と提携し、重度の障がい者にも対

応できる運転手さんが増えています。 

２０１２年より、安武町の皆さんやポレポレ利用者のお父さんたちが移動支援の

「でてこんの」という運営委員会を立ち上げ、会員になった高齢者の皆さんが買物

や病院に行く際に車での送迎をされていました。しかし、運転ボランティアの人が

高齢であること、運営資金が厳しいことから、現在、タクシーに何人か乗りあわせ

て移動する方法を考えておられます。ポレポレに通う利用者も、バスやタクシーを

今よりもっと便利に、かつ低料金で利用できるといいなあと考え、「でてこんの」

と協力体制をとっているところです。 

障がいがあっても高齢者になっても、気軽に行きたい所や楽しい旅行に出かけら

れる、気軽に低料金で食べられる地域食堂がある、声かけや相談にのってもらえる

人がいっぱいいる。このようなまちづくりをこれからも安武町で進めていきたいと

思います                      （常務理事 馬場 篤子） 

障がい者も高齢者もいきいきと暮らせるまちに 
移動手段を考えよう！ 

 

 

 

●インフォメーション 

夏ギフトの注文受付け スタートします！！ 

●平成 26 年度事業実績報告 平成 27 年度事業計画 

ポレポレ倶楽部・旅行・学校交流・ポレポレ祭り 

2015年 7月 1日発行 
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平平平成成成２２２６６６年年年度度度ののの事事事業業業報報報告告告   

 

決算評議員会・理事会で報告された平成２６

年度事業実績の主なものは次の通りです。 

 

１ 法人事務局 

（１） 施設整備 

出会いの場ポレポレの屋上の劣化を防止

する防水・修繕工事を実施しました。  

（２） 資質向上に向けた研修会等の開催 

医療的ケアの研修(千葉市)や強度行動障害

支援者養成研修に参加しました。また、当

法人が事務局となり、障がいが重くても地

域で暮らすための講演会を開催しました。 

（３） 災害対策への対応 

グループホームにおいてスプリンクラー、

自動火災報知設備、誘導灯等の計画的な設

置、避難訓練とあわせた防災士会との連携

による防災教室、台風襲来前日の職員の宿

泊による利用者の安全の確保などに取り

組みました。 

２ 総務企画課 

（１） 定款、規則・規程の適宜見直し 

「決裁規程」など１１の規程等を適宜に制

定・見直しを行いました。 

（２） 事業５ヵ年計画の策定 

法人のこれまで歩みと社会福祉事業の環

境の変化を踏まえ、法人の持続的な発展を

目指した｢事業５ヵ年計画｣を策定しまし

た。 

（３） 情報・広報活動の展開 

迅速なホームページの更新、拓く通信やシ

ャイニング（月２回）を定期発行するなど

業務活動の情報提供を通じ見える化に取

り組みました。 

（４） 医療的ケア等を要する人への支援 

当法人が登録研修機関となり介護職員を

対象とした喀痰吸引等研修（第３号）を実 

 

 

 

 

施しました。また、当法人と３事業所が連

携し重度障がい者の入院時のコミュニケ

ーション支援事業に取り組みました。 

（５） コミュニティーづくりの推進 

 「地域食堂」、「でてこんの」、「ポレポレ祭

り」の取組みを地域と一体的に行いました。 

３．日中支援課 

（１）個別旅行、バス･タクシー送迎の実施 

２ヵ年計画に基づく個別旅行やバス・タク

シーによる利用者の送迎支援を継続して

行いました。 

（２）健康管理や支援活動の充実強化 

定期健康診断、歯科検診(希望者)、インフ

ルエンザ予防接種や活動班毎の会議など

を通じ支援活動に取り組みました。 

（３）生産活動の改善 

ＩＴを活用した顧客管理等業務システム

の開発、事業所の勤務シフトの一元化、他

社製品との組合せによる商品づくりなど

に取り組みました。 

４．地域支援課・相談支援課 

（１）親亡き後の暮らしの支援体制づくり 

３６５日の支援体制づくりに向けグルー

プホームの開所日数の増加（月２回土曜日

まで開所）を図りました。 

（２）居宅介護業務の効率化、支援の充実 

情報システムの導入による複雑な作業の

削減と「サービス手順書」の作成による支

援の統一化・質の向上に努めました。 

（３）タイムケア活動の充実 

「ひめの会」を開催し、ワールドカフェ方

式により障がい児や家族自らが計画から

実行までを経験しました。 

（４）相談活動の効率化 

業務ソフト導入による相談支援計画を 

作成し、業務の効率化を図りました。 
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                               貸　借　対　照　表　 （単位 ： 円）

当年度末 当年度末

243,279,138 50,580,166

169,865,450 5,009,197

4,143,050 10,373,788

2,037,000 3,547,800

59,227,925 5,257,060

940,121 未払費用（職員給料等） 19,637,404

立替金 66,288 預り金（社会保険料本人負担分及び前受家賃） 6,754,917

前払火災保険料等               4,224,304

　　仮払金 2,775,000 0

固定資産                            629,630,354 50,580,166

基本財産                            352,011,272

その他の固定資産                    277,619,082 33,192,660

114,738,386

152,140,000

522,258,280

31,760,955

822,329,326

872,909,492 872,909,492

　　　　　　　　　資 金 収 支 内 訳 表 （単位：円） 　　　　　　　　　事 業 活 動 内 訳 表　　 （単位：円）

勘　定　科　目 決　　算 勘　定　科　目 決　　算

障害福祉サービス等事業収入 358,237,358 障害福祉サービス等事業収益 358,237,358

経常経費寄附金収入 450,000 経常経費寄附金収益 1,152,540

受取利息配当金収入 36,903 サービス活動収益計(1) 359,389,898

その他の収入(職員からの給食代金等） 5,531,071 人件費 243,306,096

事業活動収入計(1) 364,255,332 事業費 34,434,998

人件費支出 243,306,096 事務費 35,350,231

事業費支出 34,434,998 減価償却費 24,691,728

事務費支出 35,350,231 国庫補助金等特別積立取崩額 -5,880,270

支払利息支出 0 サービス活動費用計(2) 331,902,783

事業活動支出計(2) 313,091,325 就労支援（Ａ型･Ｂ型）事業収益 61,395,383

就労支援（Ａ型･Ｂ型）事業収入 61,382,239 就労支援（Ａ型･Ｂ型）事業費用 62,038,602

就労支援（Ａ型･Ｂ型）事業支出 59,329,169 就労支援事業増減差額（3） -643,219

就労支援事業増減差額（3） 2,053,070 サービス活動増減差額(4)=(1)-(2)+（3） 26,843,896

事業活動資金収支差額(4)=(1)-(2)+（3） 53,217,077 受取利息配当金収益 36,903

施設整備等補助金収入 2,037,000 増 雑収益（職員からの給食代金） 5,531,071

固定資産売却収入 200,000 減 サービス活動外収益計(5) 5,567,974

施設整備等収入計(5) 2,237,000 の 支払利息 0

設備資金借入金元金償還支出 0 部 サービス活動外費用計(6) 0

固定資産取得支出 12,856,517 サービス活動外増減差額(7)=(5)-(6) 5,567,974

施設整備等支出計(6) 12,856,517 経常増減差額(8)=(4)+(7) 32,411,870

施設整備等資金収支差額(7)=(5)-(6) -10,619,517 施設整備等補助金収益 2,037,000

サービス区分間繰入金収入 11,059,100 固定資産売却益 0

その他の活動による収入計(8) 11,059,100 サービス区分間繰入金収益 11,059,100

積立資産支出 31,500,000 特別収益計(9） 13,096,100

サービス区分間繰入金支出 11,059,100 固定資産売却損・処分損 650,915

その他の活動支出計(9) 42,559,100 国庫補助金等特別積立金積立額 2,037,000

その他の活動資金収支差額(10)=(8)-(9) -31,500,000 サービス区分間繰入金費用 11,059,100

当期資金収支差額合計(11)=(4)+(7)+(10) 11,097,560 特別費用計(10) 13,747,015

前期末支払資金残高(12) 180,661,291 特別増減差額(11)=(9)-(10) -650,915

当期末支払資金残高（13）＝(11)+(12) 191,758,851 当期活動増減差額(12)=(8)+(11) 31,760,955

繰 前期繰越活動増減差額(13) 521,997,325

越 当期末繰越活動増減差額(14）=(12)+(13) 553,758,280

活 基本金取崩額(15） 0

動 その他の積立金取崩額(16) 0

増 その他の積立金積立額(17) 31,500,000

減 次期繰越活動増減差額

(18)=(14)+(15)+(16)-(17)

勘　定　科　目

平成27（2015）年3月31日現在

資　産　の　部 負　債　の　部

流動資産                            流動負債                            

現金預金                            事業未払金（就労支援事業にかかる材料代等）

事業未収金（就労支援事業にかかる未収売上金等）                      建物改装未払金                      

未収補助金（スプリンクラー設置補助金）           スプリンクラー未払金

未収収益（自立支援費収入2・3月分）            その他の未払金（3月分水道光熱費・車両費･備品・修繕費等）

棚卸資産（就労支援事業にかかる手持材料代）                        

固定負債                            

負債の部合計                        

純　資　産　の　部           

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                

（うち当期活動増減差額）            

純資産の部合計                      

資産の部合計                        負債及び純資産の部合計              
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平成 26年度 決算報告 

(自)平成 26年（2014）4月 1日 （至）平成 27年（2015）3月 31日 
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平平平成成成２２２７７７年年年度度度ののの事事事業業業計計計画画画   

 

予算評議員会・理事会で承認された平成２７

年度事業計画の主なものは次の通りです。 

 

１． 法人活動の充実・強化 

（１） 法人活動の見える化 

ホームページの随時更新、職員全員による

シャイニング（月２回）、拓く通信（年４回）、

法人の歴史等をまとめた本を発行します。 

 （２）次世代の職員による法人の活性化 

次世代による法人理念の再構築や各種事業

の企画・立案・実行に取り組みます。 

（３）意欲ある人材の育成・確保 

意欲高揚に繋がる就業規則（職員給与規程）

に改定するとともに資質向上に資する研修

会や実務能力向上を図る研修会に参加しま

す。 

（４） 公益的活動の展開 

地域食堂、でてこんの、ポレポレ祭り、東

北災害復興等の取り組みを地域住民と一体

となって取り組みます。 

２． 生きがい・やりがいのある生活 

（１） 本人中心の活動の展開 

「きずなの会」への支援に加え、新たなアー

ト活動、地域との混ざり合いを図る施設外

活動、健康診断や水泳等の体力づくり、ス

ヌーズレンを実施します。 

（２）小集団による旅行、バス・タクシー送

迎の継続支援 

相互の助け合い等が生まれるような小集団

による旅行やバス・タクシー利用した送迎

の支援を継続して行います。 

（３）収益のある生産販売による工賃アップ 

弁当、惣菜、菓子等の新商品の開発、弁当

等の大口注文獲得のための営業活動、そら 

豆の生産拡大と直販等により収益向上に取

り組みます。 

 

 

 

 

建設委員会を開催し、「惣菜処ぽれぽれ」で 

の経営改善の評価、各事業所の役割等の整

理、採算性の検証等を行いセントラルキッ

チン建設の可能性を検討します。 

３． 地域生活を送るための体制づくり 

（１）高齢化・重度化への対応 

医療的ケアに対応できるヘルパー養成、医

療機関との連携、緊急時の体制整備、強度

行動障害者に対応できる人材の養成、入居

者のグループホームからサテライトや一人

暮らしへの移行など支援の充実を図ります。 

（２）システム導入等による業務の効率化  

記録用紙の見直し、全グループホームのパ

ソコンとネットワーク接続環境の整備、ケ

ース記録・ヘルパー指示報告システムを活

用するなどして業務の効率化を進めます。 

（３）親亡き後の暮らしに備えた体制の整備 

グループホームの段階的な開所日数、入居

者の利用日数の増加により３６５日稼働に

向けた体制づくりを進めるとともに日常生

活自立支援事業・成年後見制度の活用など

適切な金銭管理の在り方を保護者とともに

検討します。 

４． 障がい児に着目した支援 

「ひめの会」など障がい児・家族が主体と

なった活動、障がい児の体験宿泊や医療的

ケアを要する居宅介護などの支援を行いま

す。 

５． 当事者・支援者・地域を繋ぐ相談支援 

相談支援専門員を３人に増員し、相談支援

体制の強化を図り、質の向上を目指します。 
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安武小の４年生と「学校交流」 
      今年は地域の方々も参加！多世代交流 

 
 

 

出会いの場ポレポレの利用者とスタッフは、毎年、安武小学校運動会の全校ダンスに参

加しています。 

５月２０日(水)、安武小学校４年生の皆さんがダンスを教えに来てくれました。今回は、

多世代で混ざり合おうと企画し、初めて安武町の地域の方々においでいただきました。 

  

当日は、まず私たちが作ったポレポレ

名物「たこ焼き」を４年生の皆さん

に振る舞い、それから安武町の民生委

員や地域の方々がどのような役割を果

たし、地域を支えていただいているの

かを話していただきました。 

 

次はいよいよダンスの練習です！！

４年生の皆さんと地域の方々、利用者の皆さん、スタッフが駐車場に集まり大きな円を作

って踊りました。曲は、運動会で踊る「世界に一つだけの花」。こんなに大人数でのダンス

練習をするのは初めてで、当初、皆さんは少し緊張されていたようですが、世代の異なる

皆さんが音楽に合わせて手を握り、互いに顔を見ながら踊るうちに、笑顔が溢れ素晴らし

い交流会となりました。 

 

 残念ながら運動会当日は天候が

悪く全校ダンスはありませんでし

た。一番がっかりされたのは地域

の方々でした。今後も、次の時代

を担う子どもたちと利用者の皆さ

んが楽しく交流できるイベントを

考え、実施していきたいと思いま

す。また、地域で楽しく安心して

暮らすためには、世代を超えて地

域の人々が集まり交流することが

大事です。みんなが支えあって楽しく過ごす場所づくりを考え、安武町を盛り上げていき

たいと思います。           （ポレポレスタッフ 児玉 元気・碇 翔南子）  
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広島旅行に行ってきました！ 
～宮島・呉～ 

 

 

 6月3日（水）・4日（木）の2日間、ポレポレD班の男性利用者5名とスタッフ5名で

広島旅行に行ってきました。今年度のポレポレ利用者旅行は、これまでの旅行とは多少趣きを

変えて、男性利用者と女性利用者がそれぞれグループに分かれて男子会、女子会旅行として実

施することにしました。今回、その第一弾としてD班の男性利用者が梅雨前の爽やかな広島の

呉市、そして宮島を訪れました。 

 旅行１日目は、呉市の大和ミュージアム（呉市海事歴史科学館）や海上自衛隊呉史料館など

を見学しました。幸い天候に恵まれ、久留米出発時には雨に降られたものの呉市に到着する頃

にはほとんど上がっており、海から吹く涼しい風がとても気持ちよく感じられる一日でした。 

 呉市到着後、名物の広島風お好み焼きな

どをお腹いっぱい堪能した一行（中には、

何と！ラーメン、お好み焼き、餃子を一人

で平らげた利用者もいました！）は、大和

ミュージアムに展示されている大小様々な

船の模型をゆっくり歩いて観て楽しみまし

た。また、船員のコスプレをして、望遠鏡

を覗きこんだり、大掛かりなシミュレータ

ーを何度も夢中になって操作したりする利

用者もいました。 

 その後は宮島口にあるホテルへ。夕食会は、地元の牡蠣や穴子などがテーブルに所狭しと並

び、乾杯後はほんのり顔が赤くなる利用者もいて旅行ならではの解放感に満ちた宴席でした。 

 翌朝、船で宮島へ渡り、たくさんの外国人旅行客や修学旅行生とともに世界文化遺産「厳島

神社」へ向かいました。船上

のデッキから望む宮島はまた

格別で、キラキラと光る海原

の上に映える厳島神社の大鳥

居を利用者と顔を寄せ合い指

さしながら、その荘厳な気配

をともに堪能して帰ってまい

りました。 

最後に、ある利用者が「旅

行、きょうで終わっちゃう

の？」と言っていたのが印象的でした。        （ポレポレスタッフ 内田佳寿） 
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２００１年に障がい児者やその保護者、法人スタッフ、教員、安武町の人、福祉に関心を持

つ人たちが立ち上げたポレポレ倶楽部（以下、倶楽部）は、今年で１５年目です。当初は、主

にポレポレを人的・物的に支援する後援団体として、バザーや研修会などの活動を活発に行っ

てきました。しかし、これまで中心を担ってきた

方々が高齢化してきたこと、通所の場、暮しの場

ができ、ポレポレも人的・物的に自立し、ある一

定の役割を果たしたことで、現在、次なる進化を

模索しています。 

倶楽部の今年の重点項目は、若い会員たちが活

動を推進していけること。ここで、今一度、倶楽

部の目的「障害を持つ人も持たない人も共に地域

で暮らせるまちづくりを目指す」や参加する意義を共有しなおし、次世代が中心になって活動

していく場面を増やしていきたいと考えています。そして、倶楽部に関わる多業種・多世代が

手を取り合い、支え合っていくような会として次に進んでいくように力を合わせていきたいと

思っています。 （ポレポレ倶楽部 浦川 直人） 

 

 

 

 

 
 

「若い世代が主体となって、たこ焼きを焼いてみよう！」 

６月７日、これを目的として、市の環境フェアに

出店しました。若い世代が初めて中心となり、その

準備から片付けまで、ベテラン先輩に教えてもらい

ながら行いました。前日までに何をどれ位準備する

のか、当日は何を持っていくのか、焼き方のコツな

どを丁寧に、時には厳しく。当日は、たこ焼きを買

い求めるお客様の待ち行列がしばらく続くほどの

人気で、予想よりも早く完売しました！実際に体験

してみないと見えなかったこと、分からなかったことだらけで、ベテラン先輩たちの応援のお

かげで無事に片付けまで円滑に行うことができました。また、仕込んだり焼いたりする中で、

先輩との会話も自然と生まれ、同じ世代だけでは得られない学びも多くありました。たこ焼き

販売やポレポレ祭りなどのイベントを通して、いろいろな人とつながっていくことは大いなる

魅力。もっと参加者が多くなればいいなと思っています。  （ポレポレ倶楽部 浦川 直人） 

親子パン教室 

写真は 

新たな展開へ！ 
ポレポレ倶楽部も次世代に！ 

 

環境フェア(６月)にたこ焼きを出店 

その味は、20年の実績！ 
         ベテラン先輩から若い世代へ！ 
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ポレポレ祭り、１０月２５日に開催！！ 
             ぜひお越しください 


