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新元号「令和」となったのがわずか1年前、それが随分と前のことと感じられるくらい、ここ
数か月、世界中で新型コロナウイルス感染とその対応をめぐっての目まぐるしい日々が続
きました。当法人でもさまざまな関係者のご理解、ご協力をいただきながら、感染防止対策
を徹底させていただき、利用者様、職員とも感染者０のまま現在に至っていることに対し、改
めて感謝申し上げます。

しかし現代がグローバル社会である以上、社会経済活動の再開と共に、世界中での様々
な人や物の行き来が起こるため、次なる感染リスクも起こりえます。コロナから何を学び、
どう備えるか、私たちの本来の福祉活動そのものと同様に、PDCAサイクルの中で考え行
動していく必要があります。

さて、私たちにとって、2019年度はさまざまな法人事業のPDCAサイクルの節目でもあ
りました。3か年の第Ⅲ期中期事業計画の中で、これまで15年間続けてきた人事管理制度
を抜本的に見直し、法人職員が目指すべき人材像を明確にし、昨今の働き方改革の考えを
もとに多様な人材が活躍できる新しい人事管理制度「あすわers」としてまとめ上げました。
合わせて、法人の理念や職員行動指針の見直しや10年ビジョン、そして第Ⅳ期中期事業計
画の作成も行いました。また障害者支援施設「足羽更生園」は約2年にわたる新築工事を完
成させ、地域の防災拠点となりつつ小規模ユニット、完全昼夜分離実施という新しい施設支
援のあり方を示す体制を整備しました。

今般、各事業が目標に向かって取り組んだ1年間の結果を、アニュアルレポートとしてま
とめました。さまざまリスクに向き合いながら、誰もが安心して暮らせる共生社会の実現の
ため、「共に生きる人」を目指して、私たち足羽福祉会は日々チャレンジを続けていきます。
合言葉は「利用者様と共に、地域と共に、職員と共に！」

令和2年6月
理事長　髙村昌裕

あ す わ ー ず

社会福祉法人足羽福祉会

理事長 髙 村  昌 裕

ごあいさつ
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職員行動指針

私たちは、人として、福祉専門家として
「共に生きる人」を目指し、

利用者様と共に、地域と共に、職員と共に歩みます。

法人理念

「共に生き、共に集う、光を求めて」

足羽利生苑にて足羽利生苑にて
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全職員に求める「私たちの目指す『人財』像」です

利用者様に明るく笑顔
で丁寧に接し、利用者
様のその人らしさを大
切にして気持ちに寄り
添える。

共に生きる人

人として

福祉専門家
として

利用者様と
共に生きる人

地域社会と
共に生きる人

職員と
共に生きる人

誰と共に生きるか

ど
う
生
き
る
か

地域社会に関心を持
ち、積極的に地域に出
向いてネットワークを
広げられる。

仲間と助け合い、感謝
し合い、お互いをほめ
合い、励まし合える協
力・信頼関係を作れる。

高い倫理観と仕事に対
する誇りを持ち、より良
いサービスを提供する
ために絶えず専門性向
上に取り組める。

広い視野を持って地域
のニーズや課題を把握
し、地域と連携しながら
課題解決に向けて挑戦
する。

責任を持って自身の業
務や役割を遂行し、仲
間と共通の目標に向
かって協働し、仲間が働
きやすい職場作りや業
務改善に主体的に取り
組める。

人間力のある人
（Humanity）

夢中になれる人
（Work hard）

支え合える人
（Network）

仲間を
大切にする人
（Teamwork）

責任を
果たせる人

（Responsibility）

2019年8月6日　職員親睦会（ローズガーデン）
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高齢者
福祉

障がい者
福祉

公益的取り組み
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足羽福祉会の主な事業
放 課 後 学 童 ク ラ ブ
幼保連携型認定こども園
福祉型障がい児入所施設

地 域 密 着 型 事 業

相 談 支 援 事 業

障 が い 児 通 所 支 援

障がい福祉サービス事業
（就労支援）

障がい福祉サービス事業
（生活介護、入所支援）

障がい福祉サービス事業
（グループホーム）

相 談 支 援 事 業

特別養護老人ホーム

啓明児童クラブ、上文殊児童クラブ
足羽東こども園
足羽学園

グループホーム美山、きらく楽（足羽利生苑内）、愛全園グループホーム（愛全園内）
小規模多機能型居宅介護支援事業所美山
福井大東包括支援センター（愛全園内）

フレンズあすわ、フレンズみゆき、フレンズどれみ（※2020年5月に永平寺町にて開所）

足羽ワークセンター、足羽サポートセンター、パステル、スマイル、カラフル
あすわの木（福井県立図書館内）

足羽更生園

あすわ第１（たんぽぽ、さつき、ほほえみ、はばたき）
あすわ第2（はやぶさ、あすか、そよかぜ、つぐみ、とうごう、こもれび、きらり、つばさ）　
あすわ第3（ひだまり、なごみ、はるか、さくら、ひまわり）

ボランティア育成事業（足羽川ふれあいマラソン）、災害時の地元住民避難受入協定、
自閉症支援者養成セミナー、介護分野の地域支援事業、県内法人連携協の生活困難者相談支援事業、
福井市障がい者基幹相談支援センター（※2020年3月閉所）　等々

あすわ相談支援事業所リアン

愛全園、足羽利生苑

啓明児童クラブ

足羽学園・足羽更生園

パステル

グループホーム美山
小規模多機能型居宅介護支援事業所 美山

足羽ワークセンター
あすわ第1・あすわ第2・あすわ第3
（※障がい系グループホームは福井市内に17か所）
足羽利生苑
法人本部事務局

足羽東こども園
上文殊児童クラブ

あすわの木
（福井県立図書館内）

あすわ児童発達
支援センター
フレンズみゆき

愛全園
福井大東包括支援センターあすわ相談支援事業所

リアン

あすわ児童発達支援センター
フレンズどれみ

あすわ児童発達支援センター
フレンズあすわ

拠点の
　ご案内
当法人は福井市
東部を主な活動
場所としており
ます。

カラフル

スマイル

足羽サポートセンター
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2019年度 報告概要（法人全体）
1． サービスの質向上「利用者様と共に」
２． 地域貢献「地域と共に」
３． 人材の確保・育成・定着「職員と共に」
４． 「もっと魅力を知っていただく」
５． 新型コロナウイルス感染症への法人対応
６． 2019年度苦情種別・苦情内容及び解決状況 

足羽福祉会決算報告 35

2020年度へ 36

貸借対照表、事業活動計算書、資金収支計算書

（社会福祉事業）

8
9
10
11
13
14

啓明児童クラブ
上文殊児童クラブ
足羽東こども園
足羽ワークセンター
ス マ イ ル
カ ラ フ ル
足羽サポートセンター
パ ス テ ル
足　羽　学　園
足　羽　更　生　園
あすわ相談支援事業所リアン
あすわ地域生活支援センター
あすわ児童発達支援センター
愛　　全　　園
足　羽　利　生　苑
グループホーム美山

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

（公 益 事 業）
福井大東包括支援センター
福井市障がい者基幹相談支援センター

33
34

ページ

2019年8月24日
足羽利生苑・足羽ワークセンター他
合同夏祭り

2019年8月24日
足羽利生苑・足羽ワークセンター他
合同夏祭り
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２０１９年度法人事業報告

2019年10月1日　法人創立記念表彰式　永年(30～40年)勤続表彰職員2019年10月1日　法人創立記念表彰式　永年(30～40年)勤続表彰職員

社会福祉法人

足羽福祉会
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サービスの質向上「利用者様と共に」１
人権尊重とサービスの標準化　～新たな取り組み～

令和元年度新任職員研修を終えて（新任職員24名 2019年4月3日）令和元年度新任職員研修を終えて（新任職員24名 2019年4月3日）

1部 サービス実践報告会
「児童」「障がい」「高齢」の３分科会

2部 グループワーク
「これからの地域福祉」

1

新任職員研修および半年後のフォローアップ研修にて、新たな接遇トレーナー3名が講師として初めて担当しました。
前年度は講師補助でしたが、確実に成長していることを感じました。
また、共通した接遇目標を各拠点に掲示することにより、職員の接遇に対する意識向上を図りました。

取り組みのアウトプット（社会に発信する）
～ 職員の取り組みを発表！ 「第１１回サービス実践報告会」 ～ 福井県自治会館（2019年12月1日開催）

2

当法人職員のみならず、本会を広く公開するこ
とで、当事者、福祉・教育機関、地域団体を始め、一
般の方も参加しやすいプログラムを構成しました。
児童２事例、障がい５事例、高齢５事例の計１２事例
を報告し、参加者は約160名でした。グループワー
クでは、テーマ「これからの地域福祉」で多様な意
見交換ができました。

利用者様の作品展示
（アオッサ 2019年11月21日）

利用者作品展「〇展」（えんてん）
(福井市立美術館 2019年12月12～15日)

県内福祉法人、教育機関、福祉・地域団体等に対
してダイレクトメールを送り、ＦＢＣ様「シゴト談義」
や当法人のＣＭを放映しました。利用者様の作品
展示会の開催案内等、学校訪問の際にはポスター
掲示のご協力をいただきました。

当法人の1年間の取り組みについて、広く、誰でもわかるよ
うにアニュアルレポートを作成しました。これにより、理事長の
メッセージや理念、事業の取り組み、職員の動向等、さまざま
な要素を盛り込み、当法人のビジョン、社風などの「数字では
見えない資産」を地域を含めた幅広い方々に情報発信するこ
とができました。

地域資源と位置づけた公開セミナー

接遇トレーナーの養成

多様な媒体を活用した広報

足羽福祉会アニュアルレポート2018の作成
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地域貢献「地域と共に」２

参加ランナーからのお手紙

地域貢献事業の実施2

生活困窮者総合相談・生活支援事業に経済的援助資金として
4件、169,980円を援助しました。

法人に対して功労のあった地域の方6名に感謝状を贈呈しまし
た。同時に、職員を対象とした職員特別表彰に18名、永年勤続表
彰55名、外部団体表彰18名に表彰状を贈呈しました。

足羽川ふれあいマラソン大会の運営
新型コロナウイルス感染症拡大防止の一環で
中止とさせていただきましたが…

1

第8回大会は、参加ランナーやボランティアの皆様の安全優先の
為、止む無く中止とさせていただきました。中止前には、会場周辺
の清掃活動を地区の皆様と行い、暖冬の影響もあり申し込み数は、
過去最高でした。
中止決定後は、参加料の返金作業を始めましたが、地区の皆様

や参加ランナーの方々から、励ましや応援のお手紙を多数いただ
き、スタッフ一同、次回に向けての決意を新たに持ちました。

夏祭りの様子（足羽利生苑 2019年8月25日） 木田地区清掃活動(2019年11月10日)

創立記念表彰式にて地域の方を表彰

三重県福祉協会様視察の様子(2019年12月2日)

地域の方々と共に、積極的に参画、
協力することにより、お互いの理解を
深め、地域の中の施設であることを再
認識しました。

外部からの視察、実習、ボランティア等を積極的に受け入れま
した。しかし、1月以降は新型コロナウイルス感染症予防対策の
ため、止む無く受け入れを中止しました。

福井県内法人連携事業

10月1日法人創立記念日

福祉人材の育成に貢献

地域行事
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人材の確保・育成・定着「職員と共に」３
採用実績1
2019年度の採用者数は右表の通りです。約１３％が
新卒採用、約８７％が中途採用でした。配属事業所別で
は児童福祉事業所８名、障害者福祉事業所２４名、高齢
者福祉事業所１４名、法人本部事務局１名となっていま
す。

職員が輝ける職場を目指して あすわｅｒｓ（職員人事制度）は
「等級制度」「評価制度」「報酬制度」で構成されます

法人が職員に期待する姿
（私たちの目指す『人財像』）

評価結果により
賞与や昇給が決定 頑張りにきちんと報いて

さらなるやる気を引き出す制度

あすわｅｒｓ（職員人事制度）の構成あ す わ ー ず

2

新制度導入に向けて、「等級制度」「評価制度」「報
酬制度」の３つの柱を中心に議論を行い、2018年
度は16回、2019年度は13回の検討会議を経て、
2020年度より導入します。職員への周知について
は、ハンドブック(118ページ)を全職員に配布し、新
人事管理制度説明会または研修動画を配信して、
周知しました。

法人内託児所「ひまわり」において、2019年度
は、登録職員数35名の申し込みがありました。年間
で延べ人数3,120名(1日平均10名)の乳幼児が利
用しました。
育児に関しては、育児休業開始職員11名、育児
休業復帰職員17名(復帰率100%)でした。子の看
護休暇も延べ90日、時間休も31時間でした。介護
休暇については、延べ15日でした。
このように、法人全体で、職員のワークライフバ
ランスに努めました。

L☆会 5月同期会(2019年5月22日)

託児所「ひまわり」の様子

Ｌ☆会を3回実施し、その会からの要望があった
託児所の利用条件緩和に貢献しました。
今後も女性職員のキャリアアップに努めます。

新卒採用者（人）

中途採用者（人）
正 職 員
臨時職員
定時職員

13
3
25

6

47全　体（人）

2019年度 採用者数

報酬制度
頑張りを正しく評価するとともに
能力アップをサポートする制度

評価制度

職員としてどのような行動を
とるべきか、基準が定められる制度

各等級の役割に応じた
給与の設定

評価結果を活用し
昇格等が決定

等級制度

職員一人ひとりが「て」を
取り合っていく職場であり
続けたいという思いを込め
て、職員にむけて年4回発
刊しています。
毎号、職種や年代別での

インタビューや職員参加型
のページ等を企画。
今後もより職員が楽しめ

る誌面を目指しています。

社内報 「てとて」

新人事管理制度「あすわｅｒｓ」始動！

えるぼしかい

あすわ女性推進会議（Ｌ☆会）

安心して働けるように
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「もっと魅力を知っていただく」４
各種メディアを活用し、法人の魅力を発信しました。1

福井新聞広告特集 「ステッピング2021」
福井県企業ガイドへの掲載（2020年3月1日）

福井新聞 求人冊子「ドリーム」
愛全園 黒川幸江（アシスタントチーフ）
足羽学園 田端路代（チーフ）
パステル 敦賀弘道（ゼネラルマネージャー）

NEXT就職戦線 シゴト談義
足羽学園 中村汐里（児童指導員）
（FBCテレビにて2020年1月5日放映）

一般の方に広く「福祉」を
知っていただくために、広報
委員会の職員が中心となっ
て、機関誌「愛道」を年３回発
刊しました。福井県社会福祉
協議会主催「ふくし広報コン
テスト」にて、2018年度は最
優秀賞、2019年度は優秀賞
と2年連続で受賞しました。

機関誌「愛道」
ふくし広報コンテスト 優秀賞受賞

福井県産業労働部 部長 国久敏弘様（左）

当法人が、福井県より、
働き方改革の一環として、
男女、障害の有無、年齢に
かかわらず、働きやすく、子
育てや介護と仕事の両立
ができる職場づくりに取り
組んでいる企業として認定
されました。（県内16社）

「社員ファースト企業」として認定
2020年3月

女性活躍推進企業プラス（福井県）

ふくいの働きやすい企業２つ星（福井県）
キャリアアップ推進企業（福井労働局）
「プラス１雇用」宣言企業／プラス１女性雇用（福井県）
福井市子育てファミリー応援企業（福井市）
ふくい介護人材育成宣言事業所（福井県）
I・Uターン雇用推進企業（福井県）
インターンシップ受け入れ企業（福井県）

女性の活躍推進宣言企業・
ポジティブアクション取組企業（厚生労働省）

その他、法人の魅力を知っていただくために
さまざまな取り組みを行なっています
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データで見る足羽福祉会20192
※新型コロナウイルス感染症予防のため、2020年1月以降の受け入れ、活動等は中止しております。

1７６名 ９団体

障害者雇用率制度

福祉サービス第三者評価受審状況
2012.4～2020.３

足羽東こども園 2回
カラフル 1回
足羽学園 4回
足羽更生園 2回

スマイル 2回
愛全園 3回
足羽利生苑 3回

1,０18名

※足羽川ふれあいマラソンは中止

顧客数 21,040名
弁当販売数 6,000個

福井県共同募金会へ

※議会食堂あすわは2020年3月末日で閉店し
ました。皆様、ありがとうございました。

従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体
障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」2.2%以
上にする義務があります。（障害者雇用促進法43条第1項）
当法人は、障がい者雇用も積極的に行っております。ちなみ

に、基準となる2.2%は、当法人の場合109名です。

就労支援

2019年12月11日

※全国14.3% 2018独立行政法人福祉医療機構調べ

見学受け入れ者数

年間時短勤務職員数 事故・ヒヤリハット件数

ボランティア受け入れ者数（延べ）

711件事故件数

257件ヒヤリハット件数

障がい者雇用数および雇用率

206名年間延べ人数

3.8％雇　用　率

福祉施設のことを
知っていただくため
施設開放などに取り
組みました。

地域の方々からも年
間500人以上のサ
ポートをいただきま
した。

59名 543名
外部に講師派遣した職員の人数（延べ） 外部研修に派遣した職員の人数（延べ）

福祉サービスの技能
向上と理解を深める
ために外部への職員
派遣を行いました。

職員の質向上のた
め、積極的に職員向
け研修への派遣を行
いました。

実習236名 インターンシップ3名 「招く」201回、「出向く」492回
実習・インターンシップ受け入れ者数 地域とのつながりのあるイベント等の回数

福祉の道に進むため
に必要な実習や福祉
の現場の魅力をお伝
えしました。

毎年多くのイベント
を開催して福祉に対
する理解促進に努め
ました。

157,660円

議会食堂あすわ、あすわの木（福井県立図書館）
給食の顧客数（提供食数）と弁当販売数

豪雨･台風19号災害義援金募金

各拠点事業所に募金箱を
設置しました。

37名
高年齢雇用者数 76名
離　職　率 8.38％
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Web会議の様子

1. 新型コロナウイルス（コロナ）対策事業継続計画(BCP)策定
2. コロナBCP対策本部Web会議 ： 4回
3. 足羽福祉会感染症防止体制について No.1～No.8
4. コロナ感染予防ポスター・チラシ配布
5. コロナ感染防止用マスク発注 ： 10万枚
6. 2020年3月理事会に法人感染防止体制報告
7. 施設長(GM)会議にて周知徹底 ： 月2回

2019年11月末に発生した新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行により、国内
でも１月より連日感染者報告が挙がるようになりました。今後、事態がより一層深刻さを増
すことが予想され、当法人としても、緊急臨時常勤理事経営会議を2020年1月より3回開
催し、施設長会議で確認、法人感染防止体制マニュアルに沿って利用者様の安全を守るた
め、拠点間交流事業、ボランティア受け入れ中止、第8回足羽川ふれあいマラソン中止等の
対応をとり、職員へマニュアルの周知徹底を図りました。

4月7日には、緊急臨時常勤理事経営会議を「新型コロナウイルス対策本部会議」と名称
変更し、同日に第1回本部会議を開催しました。同会議の中で、利用者様と職員の安全・安心
を確保しながら事業を継続するための、「足羽福祉会新型コロナウイルス対策　事業継続
計画（BCP）」を検討、作成しました。国や県の発表、発令等に応じて、迅速に対策本部会議を
開催し、各拠点に周知徹底し、8回の対策本部会議で随時マニュアル等の内容見直しを行い
ました。この会議では、3密（密閉空間、密集場所、密接場面）を避けるために、早急にオンラ
イン会議（Web会議）の環境を整え4月15日第2回会議以降実施しております。

法人全体で10万枚のマスクを購入し、各拠点においても、利用者様及び職員の健康状態
を管理し、施設内の消毒、マスク着用、手洗い、ご家族やお取引先の立入制限にまでおよび、
現在も継続中です。

子育てを行う職員の生活援助においても、学校等の休業によりやむを得ず休暇を取る場
合等、職員の事情を最優先に対応しております。

緊急

法人の主な対応

新型コロナウイルス感染症への法人対応5
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2019年度苦情種別･苦情内容及び解決状況6
（　2019年4月1日～2020年3月31日　）

合　計

33

4451. 足羽東こども園
1012. 足 羽 学 園
2363. 足 羽 更 生 園
4124. ワークセンター、スマイル、カラフル、サポートセンター、パステル
5145. あすわ地域生活支援センター
0216. あすわ児童発達支援センター

1317. あすわ相談支援事業所リアン
福井市障がい者基幹相談支援センター

11678. 愛 全 園
5759. 足 羽 利 生 苑
03310. グループホーム美山
333035合 計

その他

2
権利侵害

0
被害・損害

1
説明・情報提供

3
利用料

0
質や量

24
職員の接遇

3
区 分

2017年度拠 点 名 2018年度 2019年度

受付件数

60390739割合（％）
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1
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1
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5
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5
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0112

4
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2019年度2018年度2017年度

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10

苦情件数

その他

職員の接遇

説明・情報提供

被害・損害 3％

苦情件数

年度別施設別にみる苦情受付件数の推移表

年度別拠点別にみる苦情受付件数の推移グラフ
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2019年6月11日　福祉サービスにおける苦情･相談等の解決に関する報告会（愛全園）

（　２０１９年4月1日～２０２０年3月31日までの実数　）

拠 点 名 苦 情 内 容
苦 情 件 数

受付
件数

苦情解決の経緯 結 果
相談助言 紹介伝達 話し合い その他 解決 継続中

その他、
問合せ等

足羽東こども園 サービス内容（サービスの質や量） 4 3 1 4
足 羽 学 園 被害・損害 1 1 1

足 羽 更 生 園
サービス内容（サービスの質や量） 1 1 1

その他

サービス内容（サービスの質や量）
その他

1 1 1

ワークセンター、スマイル、カラフル、
サポートセンター、パステル サービス内容（サービスの質や量） 4 3 1 3 1

あすわ地域生活
支援センター

4 4 2 2
1 1 1

あすわ相談支援事業所 リアン 説明・情報提供 1 1 1

愛 全 園
サービス内容（職員の接遇） 3 3 1 2
サービス内容（サービスの質や量） 7 6 1 6 1
説明・情報提供 1 1 1

足 羽 利 生 苑
サービス内容（サービスの質や量） 4 4 4
説明・情報提供 1 1 1

合 計

サービス内容（職員の接遇） 3 3 1 2
サービス内容（サービスの質や量） 24 21 3 19 5
説明・情報提供 3 3 3
被害・損害 1 1 1
その他 2 2 2

２０１９年度苦情種別・苦情内容及び解決状況
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2019年度各拠点事業報告

社会福祉法人

足羽福祉会
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啓明児童クラブ

行事を通して地元住民の方々の理解と協力を得られるような企画立案を行い、活動を展開しています。また年2回の運営委員会を
通して、地域、学校との連携強化を図り、掲示用おたよりを美山地区６か所に毎月掲示したり、ホームページの活動写真を毎月掲載し
たりして、地域の方々に活動内容を広く周知しています。

2019年11月16日
グループホーム美山での収穫祭の様子

2019年12月14日
美山公民館での「冬を楽しむ会」の様子

中休みでの様子

美山啓明小学校校庭にて

児童クラブを知っていただくための半日体験
イベント『Welcome Day』を、年1回開催しま
した。
ハロウィンの仮装をして、美山啓明小学校、森
林組合、森林組合加工場、上宇坂郵便局、グ
ループホーム美山、ＪＡ福井、東消防署美山分
署、美山公民館の協力のもと、美山地区を歩い
て回り、地域の方々とハロウィンイベントを楽し
みました。
地域の児童館、美山公民館、グループホーム
美山で季節に応じたイベントを開催し、学校と
の連携も取りながら地域の方々との交流を図り
ました。

①公民館の行事参加（文化祭展示、冬を楽しむ
会）
②児童館との交流（すぎのこ児童館：夏フェス、
グループホーム美山で収穫祭）
③グループホーム美山 訪問（収穫祭）
④学校との連携（春休み前後、夏休み後、その他
こまめに連絡）

地域との連携

子どもたちは、遊びを通して自主性や社会
性、創造性を培い、社会に出る土台作りをしてい
ます。和室、保育室、ホール、体育館、園庭、校庭
を使い、それぞれが充実した遊びになるよう支
援しました。

①子どもたちの気持ちに寄り添った関わり、個
別支援（和室では宿題、保育室ではおままご
と、レゴ、工作、ホールでは10分区切りで希望
を聞いてドッチビー、大縄、風船バレーなど体
を動かす遊び)を行いました。校庭では、サッ
カー、鬼ごっこ、鉄棒、自然観察などを行い体
を自発的に動かしました。
②子どもたちが仲間を作りながら、自発的に遊
びを作り出し、主体的に遊びができるよう支
援しました。遊びや生活の中で生じた意見や
対立について、お互いの考え方の違いに気づ
き、葛藤の調整や感情の高ぶりを和らげるよ
うに支援しました。
③発達に応じた主体的な遊びの支援を行いまし
た。

充実した遊びの提供

（1）事業内容 児童の放課後や学校休業日の生活の場の提供と健全な育成。仕
事と子育ての両立支援。

（2）利用者層 （対象利用者） 美山啓明小学校または羽生小学校に通う児童29
名（長期休業中のみ10名）

（3）所 在 地 福井市朝谷町1-20 美山啓明小学校内 美山啓明幼稚園
（4）管理者名 岩本　昌雄

事業所データ（2020年4月1日現在）
・ 「気がかりな児童について」の研修参加、またその情報を共有します。
・ 子どもの特性に合わせた環境づくりに努めます。
・ 職員の専門性を高め、サービスの向上に努めます。
・ 学校、家庭との連携を、より一層密に図ります。

次年度に向けた取り組み

児童たちは「ドッジビー」が
大好きです
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（1）事業内容 児童の放課後や学校休業日の生活の場の提供と健全な育成。仕
事と子育ての両立支援。

（2）利用者層 （対象利用者） 上文殊小学校に通う児童（1年生～6年生）
（3）所 在 地 福井市生部町36号6番地
（4）管理者名 永松　真

事業所データ（2020年4月1日現在）
地域や法人施設と連携し、放課後や長期休業日に、児童に安全で安心な場所と
楽しい活動を提供し、保護者への就労支援を行っていきます。

次年度に向けた取り組み

小学生が公民館や地域の施設、こども園を訪問し、地
域住民と交流したり、やさしい関わりを持つ中で、お年
寄りや小さい子への思いやりの心や、様々な方に触れ
る福祉教育の場となりました。
足羽福祉会交流発表会に児童が12名、公民館にて
地域合唱団との交流には児童18名が参加しました。

2019年12月25日　クリスマス会2019年9月19日　ハロウィン仮装準備

今年度は猛暑の為、常に湿度
温度等に配慮し、児童の健康を
第一に活動を行いました。プー
ルは中止とし、学校休業日の活
動は、公民館活動（2回）水遊び２
回（外気温の把握）会食会（3回）
美術館訪問（1回）観劇（1回）を行
いました。また、保護者様の就労
支援として長期休業中に新たに
児童1名を受け入れ、利用児童
23人の保育を行いました。また、
保護者様から希望のあった長期
休業中の児童弁当注文（あすわ
の木他にて注文）も行い、育児負
担軽減を図りました。（児童14名
利用　弁当数　夏、冬延べ７６食
利用）

職員は家庭的な雰囲気の中で児童が安
心して過ごせるよう、子どもの気持ちに沿っ
てきめ細かく連携しました。また、人数増加
に伴う環境づくりとして、長机4台、じゅうた
ん2枚、遊具や遊びの材料、絵本を追加購入
しました。購入品を活用し、児童が自分らし
く過ごせる環境づくりができました。また、
2019年度における「子育てと仕事の両立支
援に対する助成活動」（一般社団法人生命保
険協会の助成金）を受理し、環境づくりに活
用しました。

サービスの質向上「利用者様と共に」

学校休業日の地域資源を活かした活動

地域貢献
「地域住民との
　　　積極的な関わり」

2019年11月27日
（一社）生命保険協会
福井県協会長の山本恵様より
助成決定通知書を受理しました

2019年7月24日　公民館講座と交流会

2019年8月21日　水遊び

2019年７月26日　公民館屋上にて2019年7月25日　人形劇鑑賞

2019年8月8日　アトリエ美術館



足羽東こども園
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個々の状況や特性に合わせ、丁寧な関わりを持った教育・保育の実践

2019年6月4日　たて割り保育の様子 2019年9月14日　稲刈り行事 2020年2月21日　園外さんぽ

（1）事業内容 幼保連携型認定こども園　定員数／1号6名　2,3号／130名
（2）利用者層 0～5歳児の乳幼児　
（3）所 在 地 福井市東大味町10－1－1
（4）管理者名 三上　登美子

事業所データ（2020年4月1日現在）
園児への関わり方について、リーダーを中心とした職員間での連携を深め、
個々の特性や発達に合わせた、より良い援助を目指します。子どもや保護者の良
いところを認め合い個々の成長や向上に繋げていきます。また、新園舎建設に向
け、より具体的な取り組みを行っていきます。

当園の全体計画に沿って、子ども達一人ひとりの成長や発達に合わせた教育・保育を実践し、「学びに向かう力」の育成に繋げまし
た。特に「たて割り活動・自発的活動」については、環境を工夫したり、遊びが展開するよう子ども達に働きかけたことで、充実した活動
となりました。（月2回以上実施）また、様々な行事の中で、異年齢児との関わりを通し、成長していく姿を、保護者にも伝えることがで
きました。

保護者の育児力向上への取り組み
家庭での育児に役立つよう、親子教室や保護者と共に楽しむ活動を取り入

れた参観や行事を積極的に行いました。（年10回）子ども達の新たな一面を
発見し、子育ての楽しさを感じて頂きながら、子ども達の成長を共に喜び合う
ことで、保護者の育児に対する自信にも繋がっていきました。また、園の活動
の様子を家族で楽しめるよう、画像を多く取り入れたお手紙やホームページ
での活動紹介などを多く行い、地域への情報発信にも繋がりました。（ホーム
ページ年間投稿数 おたより24回 活動報告33回）

職員の確保策、次世代育成
法人の組織力を活かし、保育職を目指す人に
当園の活動を積極的に発信しました。また、保育
養成校や地域関係機関との連携を深め、実習生
やボランティア、職場体験の生徒等を多く受け
入れ、保育職の魅力を伝えました。(保育実習 5
名／ボランティア 15名／職場体験 7名の受け
入れ)

次年度に向けた取り組み

2019年9月7日　秋の保育参観

2019年5月11日　春の保育参観2

2019年5月11日　春の保育参観1 2019年11月7日　足羽第一中学校生徒職場体験



（1）事業内容 就労移行支援事業(定員10名)　就労継続支援B型事業（定員30名）
（2）利用者層 （対象利用者） 働くことに意欲のある障がいがある方
（3）所 在 地 福井市栂野町20-5
（4）管理者名 髙村　昌裕

事業所データ（2020年4月1日現在）
飲食グループのメニュー開発や地域の食事ニーズへの対応に取り組み、B型
全体の平均工賃の3万円以上を目指します。足羽更生園、愛全園と協力して、
HACCP認証取得に取り組み、食品衛生の質を高めます。また今年度も就職者3
名以上を出し、新規利用者様も3名以上獲得します。

次年度に向けた取り組み

あすわの木の「ランチ」おいしいよ～

2019年10月に開設した新厨房による配膳の様子

愛全園での介護補助の様子

4月1日より、福井県立図書館の喫茶ス
ペースに「あすわの木」をオープンしました。
オリジナルメニュー「ピタパン」やランチプ
レート、利用者様が丁寧にドリップする本格
コーヒー等が人気で、たくさんの方にご来
店いただきました。利用者様がTV取材を受
けたり、図書館の企画展とコラボしたり、農
福連携法人の作ったおいしい果物をもとに
商品化（麹スムージー）したりと、さまざまな
企画にも取り組みました。

就労移行支援事業で法人内介護施設で
の「介護補助」業務を受託し、利用者様の就
職を目指して取り組んだ結果、2名の就職を
達成しました。この事業は次年度より就労継
続支援B型として継続受託することとし、従
来の「清掃」「飲食」と合わせて高工賃を目指
すことができる就労支援内容を確立するこ
とができました。

6月からの4か月間で厨房改修工事を行
いました。スペースを拡張し、1,000食／日
用意できる規模となりました。また弁当メ
ニューを開発しカタログを一新したことで、
一般企業や地域からの注文が増えました。
こうした中、新しい厨房内で働き始めた利用
者様が、意欲的に取り組んでくださり、切込
みや洗浄、盛り付けなどできることを少しず
つ増やして、増産、増収に大きく貢献してく
れています。

福井県立図書館に
「あすわの木」をオープン

厨房改修工事完了により
セントラルキッチン化

就労支援内容の確立
「清掃」「介護補助」「飲食」
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スマイル
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（1）事業内容 生活介護 定員数30名
（2）利用者層 （対象利用者） 重度の方で軽作業や余暇活動を通して生きがいをつく

りたい方
（3）所 在 地 福井県福井市和田東1丁目2105
（4）管理者名 惠美　淨文

事業所データ（2020年4月1日現在）
スマイルでは、利用者様が自分自身のニーズを創り、表現し、実現することが
できるように、様々な工夫を凝らして支援していきます。そのために職員は、障が
い特性や意思決定支援について学び、自分自身の倫理観を知るなど、障がい者
支援のプロとしての自覚と研鑽を高めていきます。

次年度に向けた取り組み

私たちは、これまでの事業所内での活動か
ら事業所外での活動に視点を広げ、利用者
様が本当にやりたいことは何か、どんなこと
が出来るのか、更なる可能性を求めて取り組
んでいます。
そこで今回は、スマイルで毎月1回実施し

ている社会体験活動についてご報告します。
社会体験活動とは、地域の様々な資源を活
用して行う活動のことです。

2019年11月21日　あすわの木で食事中

7月にえちぜん鉄道を利用して福井駅から
永平寺口駅まで移動しました。まずは、切符
を買い、改札で駅員さんに渡すという経験を
しました。電車に乗ると、線路の音や、車窓か
らの景色に少し興奮気味。利用者様と職員み
んなの笑顔あふれる活動となりました。

2019年9月26日　カラオケは楽しいよ～

地域の資源を活用した支援を提供する

えちぜん鉄道を活用する

11月に福井県立図書館にある「あすわの木」で利用者様と
外食をしました。実はこの「あすわの木」、同法人の足羽ワーク
センターが経営しており、利用者様が職員と一緒にオーダーを
とったり、調理をしたりしています。今回は、注文から支払いま
で利用者様が行いました。メニュー表を見て何を食べようか迷
い、決めたものを注文してお金を払いました。各テーブルに運
ばれた温かいオシャレな食事をいただき、皆さん笑顔で満足な
様子でした。

福井県立図書館
「あすわの木」で食事をする 9月に近隣のカラオケボックスに行きました。利用者様は歌

を歌うのが大好き。普段はテレビやラジオから流れてくる歌に
合わせて小さな声で歌うのが関の山。でも、今日ばかりはと自
分の好きな歌に合わせて精いっぱいの声で歌います。歌謡曲
からアニメソング、大御所の名曲まで、マイクを持つ手にチカ
ラが入ります。

カラオケで歌を大声で歌ってみる

2019年7月24日　えちぜん鉄道利用



カラフル
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日々の活動として作業支援を取り入
れています。作業内容は、個々の特性に
あった作業を提供できるよう、(株)日本
エー･エム･シー様の梱包材作り、マエダ
セイカ(株)様の組子作り、(株)アイエス
産業様のハンガー作業、そして今年度よ
り新しく大同青果(株)様のシール貼りを
はじめています。利用者様は、その日の
作業を自分で選択して行えるよう、意思
決定の機会も含めて提供しています。

2019年7月　楽しい滋賀県旅行での様子

新しい作業にチャレンジ

年に1回、利用者様と職員で1泊2日や日帰りの研修旅行に
出掛けています。行き先は利用者様の希望を伺いコースを設
定、視覚情報などでコース選びから食事メニュー、体験内容な
ど様々な選択をします。みなさん「もう１回写真見せて」「何が
あるの？（体験など）」と真剣です。今年度は滋賀県と愛知県の1
泊2日コースと、石川県の日帰りコースに参加されました。

私たちは、高齢の利用者様の「少しでも働きながら元気でい
たい」との思いを尊重し、また、重度の利用者様の「生き生きと活
動したい」との思いを受容し、共に「笑顔」となれる活動を提供し
ています。

来所時、利用者様一人ひとりと目線を合わせ、思いをお聴きし
ます。
健康状態に変わりないか確認して、毎日の日課であるラジオ
体操を行います。天気が良い日には散歩に出掛け、地域の方と
のあいさつなど触れ合いを大切にしています。また、地域との交
流では追分口駅舎の掃除を8回、愛全園コミュニティホールでの
交流活動を19回実施しました。

利用者様の健康を第一に考え、
意志を尊重した支援を提供する

体力維持活動と地域での交流活動

新しい作業への
取り組みをはじめる

研修旅行に参加して様々な体験をする

清掃を通じて地域との交流

（1）事業内容 生活介護 定員数30名
（2）利用者層 （対象利用者） 高齢や重度の方で軽作業や創作活動を通して生きがい

をつくりたい方
（3）所 在 地 福井県福井市林町62-3
（4）管理者名 惠美　淨文

事業所データ（2020年4月1日現在）
カラフルでは、利用者様の「生きがいづくり活動」として、創作活動やユニバー
サルスポーツ（卓球バレー、ボッチャ等）を取り入れます。また、その活動を地元
小・中・高校など地域の実情をみながら、交流の機会を設けていきます。

次年度に向けた取り組み



足羽サポートセンター
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重度高齢の利用者様にも意志があり、働きたい
思いを支援するために私たち職員はサービスを
様々な形で提供しました。

作業用の治具(じぐ)

作業の様子１

重度高齢化が進む中で、足羽サポートセンターに
は21歳から69歳の方が利用していました。難しい
作業でも工程を細分化したり、治具を使用すること
で重度の方でも作業に関われました。また、高齢の
方でも体力面など配慮し、利用者様同士が助け合
えるよう支援を行いました。
作業が楽しいと思えるような事業所にするため

に、利用者様のできることを増やし成功体験を積み
重ねることや環境を調整することで年間稼働率
110％を達成しました。

作業の様子２

利用者様の働きたい
思いを支援する

意志を大切にする

平均工賃15,000円以上を目指し支
援を行いましたが、平均工賃15,000円
に届かず10,456円でした。
原因としては、重度の方にできる作業

や高齢の方にも負担にならない作業を
行ったため、また、出勤日数が少ない利
用者様や遅刻が多い利用者様がおられ
たことも挙げられます。その中でも生産
数を上げる努力や営業努力を行い、新規
企業様を獲得し、少しでも単価が高い作
業を行うことができました。

作業支援（工賃向上）

工賃向上に繋げるため、企業へ出向い
て作業を行う施設外就労もありますが、
重度高齢の利用者様にも施設外就労に
参加できるよう取り組みました。その為
に作業工程の細分化を行ったり、企業内
で働く経験を積むための支援を行った
結果、23名の方が施設外就労に参加で
きました。

施設外就労

（1）事業内容 就労継続支援B型事業　定員数 30名
（2）利用者層 （対象利用者） 働きたい意欲がある方
（3）所 在 地 福井県福井市成和1丁目1009-2
（4）管理者名 渡辺　順子

事業所データ（2020年4月1日現在）
次年度は、重度高齢利用者様が「楽しく」「長く」働きたいという思いに応えるた

め新規事業を立ち上げ、工賃が少しでも多く支給できるような体制を整えます。
事業所の移転先で、地域貢献となるよう挨拶運動を行います。５Ｓの徹底により
仕事を行いやすくします。利用者様支援に関する知識を習得し、支援に活かせる
よう高齢者介護に関わる勉強会に参加し、スキルアップをはかります。

次年度に向けた取り組み



パステル
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本年度、パステルでは利用者様が踏み出せな
かった一歩に対して「挑戦」できる環境を関係者
の皆さんと共に作りました。
中でも、「一般就労を目指したいけれども、

やっていけるだろうか…」と過去の失敗経験（社
内での相談相手を含む人間関係、金銭管理な
ど）から前向きに考えることができなかった利用
者様への就職支援として、事前の企業見学や職
場体験の実施は勿論のことですが、企業様のご
厚意もあり、上司・同僚の皆様へご本人様を「障
がい者雇用の人材」としてではなく「ひとりの人
間」として受け入れていただけるよう、複数回の
話し合いを重ねました。
不安を抱かれていた就職後の相談先につい

ても、社内での問題とプライベートな問題が混
同しないよう、それぞれの相談相手を分けて明
確にするという就職後のケア体制を提案し、職
場体験中に試行的に実施できるよう環境を整え
ました。
そうした就職前、就職後の不安を一つずつ取

り除く中で「頑張って挑戦してみたい。」との思
いを伝えてくださるようになり、晴れて一般企
業に勤めるに至りました。

挑戦できる環境づくり

自立訓練（生活訓練）事業では１名の利用者様
に対して、ご自宅への訪問支援を行いました。
ご本人様のご希望は「自宅から出る」「就職す
る」ことでしたが、外に出ようとすると体調が悪
くなり、欠席することへの罪悪感から、自宅から
出られないという負の循環の中におられまし
た。そうした状況下でまず心掛けたことは、こう
すると良い、ああすると良い等、あれこれ「支援」
をしようとするのではなく、お互いを知るための
会話を純粋に楽しんでいただくということでし
た。
何気ない会話も積み重ねていくことで、いつ

しか「訪問がない日は寂しい」「自分の新たな一
面に気付けた」と意識の変化が生まれ、初めて
人とのやり取りを楽しまれるご様子にご家族様
から喜びの声もいただきました。今後もこの関
係を保ちつつ、希望される生活へ向けた取り組
みを実施していく予定です。

訪問支援

（1）事業内容 自立訓練（生活訓練）事業　定員数10名
 就労継続支援B型事業　定員数10名
（2）利用者層 （対象利用者） 精神障害者（発達障がいの診断のある方）
（3）所 在 地 福井県福井市御幸4丁目1806
（4）管理者名 敦賀　弘道

事業所データ（2020年4月1日現在）
所内外における研修参加や講師をお招きし、職員の質の向上を目指します。

次年度に向けた取り組み



足羽学園
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福祉サービス第三者評価受審

自らの意思を尊重した意思決定支援 ～利用者様の思いを引き出す支援～

2019年11月28・29日に4度目の受審となる福祉サービス第三者評価を受審しました。
受審にあたって、ご家族様や利用者様へのアンケートのご協力をいただきありがとうござました。
個々に合わせたコミュニケーション支援や生活の充実に向け、利用者様の意見を反映させながら支援
している点については高評価を頂きました。
しかし、利用者様の思いを汲み取るための取り組みは実施しているものの、手順書の作成や情報発
信の仕組み作りが不完全であるとの受審結果となりました。次年度の取り組みとしてそうした仕組み
づくりに取り組んでいきます。

2019年9月23日　足羽山ミニ動物園での様子

2019年5月3日　利用者様力作「こいのぼり」2019年4月2日　あすわの木に行きました

未就学児活動の様子

利用者様の思いを主軸とした支援を行いました。出か
ける場所も職員が決めるのではなく、いろんな情報を駆
使して利用者様に伝える、クッキングも利用者様のやり
たい事を聞いて取り入れる。今年度も、利用者様の「やり
たい」「～したい」を応援し、たくさんの笑顔に出会うこと
ができました。

ユニット化になった事で低年齢（未就学児）での入所が増えました。2019年度は4名の未就学児が在籍し、園内で切磋琢磨しながら
成長をしてきました。子どもの育ちを支えるうえで、家族とのつながりも大事な要素となります。
ご家族が担える部分は家族に依頼し、難しい部分を園で担う、そして子どもの育ちをご家族にお伝えする中で共に喜び合う機会を
持つように取り組みました。
そんな中で、子どもの成長に立ち会えた時、ご家族と共に喜びを共感し合えた時・・・職員にとっても至福の時間となりました。いろ
んなご家庭の状況はありますが、共に育ちを応援する、そんな関係性を軸に今後も支援を行っていきます。

家族の思いに寄り添って
～家族と共に子の育ちを支援する～

（1）事業内容 福祉型障害児入所施設　定員20名
 短期入所支援　定員4名
（2）利用者層 （対象利用者） 18歳までの知的に障がいのある子ども
（3）所 在 地 福井県福井市宿布町19-46-1
（4）管理者名 嶋田　富土男

事業所データ（2020年4月1日現在）
●未就学児に対する支援力向上と、高等部卒業後を見据えた関係機関との連携
に取り組むことで、その時期（幼児期・児童期・青年期）に必要な支援を意識し
て取り組みます。
●足羽学園の取り組みを社会の皆さまに広く知ってもらうために、定期的なブロ
グ発信を行います。
●職員を研修に派遣し、研修報告を職員間で情報共有することで、支援力が向上
するよう取り組みます。

次年度に向けた取り組み



足羽更生園
新築工事完了

2018年8月より着工した新築工事も、2020年3月25日無事に
1年半の月日を経て完成を迎える事ができました。工事期間中に
は、関係者の皆さま、ご家族にはご不便をおかけしましたが、お陰
様で利用者様にとってより良い生活環境となりました。
共通棟の3階には地域交流スペースを設け福祉避難所としての
利用も視野に入れた造りとなっています。

2019年７月に新居住棟が完成し、４寮８ユニット（各ユニット
８名）での生活が始まりました。新たな環境に利用者様が戸惑
わないか心配をしておりましたが、少人数での生活にどの利用
者様もすぐに慣れ、穏やかな表情で過ごされています。
また、日中活動についても、完全昼夜分離となり、全利用者
様がバスに揺られ、「羽生の郷」「ワンステップ」へ出かけて行く
ようになりました。生活にメリハリが付き、どの利用者様も意気
揚々と活動へ出かけ、帰ってきたらユニットでくつろぐという生
活を提供できるようになりました。

2017年に足羽福祉会50周年を記念して開催した「〇展」の
第２弾として「〇展２０１９」を、福井市美術館をお借りして2019
年12月11～15日まで開催しました。今回は、足羽学園、足羽
更生園のみならず、足羽福祉会障がい部門の各事業所からも
作品を募り、100点近い作品が集まりました。感性豊かな作品
が、多くの来館者（延べ389名来館）の心を打ち、出展者に対し
て温かなメッセージをたくさん頂きました。

2020年3月30日　竣工式(神事)

共通棟

ユニット全景

ユニットケア＆昼夜完全分離の実施

〇展２０１９（えんてん2019）開催
～利用者様の素敵な感性を皆さまに～
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（1）事業内容 障害者支援施設
 施設入所支援　定員60名　　生活介護事業　定員60名
 短期入所支援　定員4名　　  日中一時支援　定員5名
（2）利用者層 （対象利用者） 知的に障がいのある１８歳以上の方
（3）所 在 地 福井県福井市宿布町19-46-1
（4）管理者名 嶋田　富土男

事業所データ（2020年4月1日現在）
●ユニット毎での個々に合わせた支援に取り組むことで、利用者様の生活を豊か
にできるよう取り組みます。
●災害時の福祉避難所として地元自治会との連携協議を行い、課題について検
討する機会を持ちます。
●サービス内容の自己点検、外部評価としての福祉サービス第三者評価の4回
目の受審に向けて取り組みます。

次年度に向けた取り組み



あすわ相談支援事業所リアン
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利用者様一人ひとりの希望を聞き取り、どんな生活
がしたいのか？どんなことに困っているのか？また、将来
への不安や希望などを汲み取り、サービス等利用計画・
障害児支援利用計画に反映させました。　　　　　
高等部卒業後の進路決定では本人・家族の希望だけ

でなく、将来の可能性も考慮し、学校や進路先の事業所
と支援方法などを考える進路調整会議を開催しまし
た。また、65歳になると介護保険の申請も必要になる
ので、高齢になる利用者様を支えていけるよう、包括支
援センター、ケアマネージャー等とも連携しながら、希
望や最善の利益を考え、障害福祉サービスと介護保険
サービスの併用・移行に取り組みました。さらに、法人
内の障害福祉分野と介護保険分野との合同勉強会を
年2回実施し、お互いの共通理解を深めました。
ライフステージの変化だけでなく児童の成長過程の
中でいくつもの変化が起こり、利用者様やご家族も不
安を抱えることがあったので、不安を軽減し、希望の実
現に向かえるよう多職種の支援者との連携を図り、
チームで支える支援を行ってきました。
【計画相談支援/利用契約数314名　計画作成・モニ
タリング作成延べ881件】
【障害児相談支援/利用契約数93名　計画作成・モ
ニタリング作成延べ252件】

Ａ様は長年、施設入所の生活を送り、これまでに何度か一人暮らしを
したいと思っていましたが実現には至りませんでした。しかし、2017
年9月から地域移行支援を利用開始し、2019年11月から一人暮らし
を実現しました。希望に見合う賃貸物件やサービスが見つからない
等々の課題を乗り越え、今は自身のＬＩＮＥグループに日々の出来事を
日記として、支援者や仲間と共有しています。
【地域移行支援2名/地域定着支援4名】

児童から高齢になる利用者様、ご家族とともに

「長年、施設には大変お世話になりました。
でも、残りの人生、どんな苦難があっても、
覚悟しています。
元気な間は一人暮らしがしたいです。」

（1）事業内容 計画相談支援　障害児相談支援　地域移行支援　地域定着支援
（2）利用者層 （対象利用者） 障害種別を特定しない
（3）所 在 地 福井県福井市大手3丁目12番20号
（4）管理者名 渡辺　順子

事業所データ（2020年4月1日現在）
ICTの導入、活用を図り、会議の在り方や記録作成等の時間の短縮化を進め、
生産性を高めるとともに「相談支援の質」を確保し、利用者様・ご家族・職員等の
安全を守れるようコロナウイルス感染対策等の社会情勢に対応していける体制
づくりを行っていきます。

次年度に向けた取り組み



あすわ地域生活支援センター(グループホーム14事業所の総称)
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（1）事業内容 ●共同生活援助　３事業所　（１７共同生活住居）
 あすわ第１ ほほえみ6名　たんぽぽ18名
  さつき12名　はばたき①②　6名
 あすわ第２ そよかぜ4名　つぐみ6名　はやぶさ9名
  あすか9名　とうごう10名　こもれび10名
  つばさ4名　きらり8名
 あすわ第３ ひだまり6名　ひまわり10名　さくら12名
  なごみ7名　はるか4名
 ●短期入所　あすわ短期入所4名　ひまわり短期入所2名
（2）利用者層 （対象利用者） 地域で自分らしく暮らしたい方
（3）所 在 地 福井県福井市栂野町20-5（代表所在地）
（4）管理者名 あすわ第１ 平澤　明
 あすわ第２ 吉村　宜利子
 あすわ第３ 荒川　待子

事業所データ（2020年4月1日現在）

あすわ地域生活支援センターの共同生活援助事業所を統廃合し3事業所3管
理者体制のもと、17共同生活住居単位で利用者様の生活がより豊かになるよう
に、カルチャー教室の開催、ボランティアと共に地域を招くイベントの開催、食事
やおやつ作り等を行います。ほめ言葉のシャワーの時間を定期的に設け、自己肯
定感の育成を行います。

次年度に向けた取り組み

今年度は2名の方の自立支援に取り組みました。今まで良く
も悪くもたくさんの方と生活していた利用者様にとって、一人
暮らしは不安も大きいものでした。本人や関係者との話し合い
を重ね、それぞれの段階を経て12月と3月に一人暮らしをス
タートさせました。

2019年5月時点、14か
所のグループホームで
143名の利用者様が利用
し、中には社員寮であった
建物を借りて18名の方が
生活している家庭的な雰
囲気とは言えないグルー
プホームもあります。今年
度はこのグループホーム
の少人数化に取り組みまし
た。物件探しや利用者様の
配置、職員の配置等検討を
重ね、利用者様の受け入れ
先となるグループホーム
の定員を増やし、移行準備
を整えました。

仕事も頑張っています 2019年6月22日　おやつ作り楽しいな

グループホームを卒業 夢を現実に
日中活動終了後や休日に職員や世話人を多く配置すること
で利用者支援を充実させるように取り組みました。そのひとつ
として利用者様と世話人、職員が一緒におやつ作りや食事作り
をすることで、自分で作る楽しさや家庭的な雰囲気を味わえる
ようにしました。自分で作ったおやつは見た目が良くなくても
味は最高です。皆で楽しい時間を過ごしています。

家庭的な雰囲気作り 自分で作る楽しさ

グループホーム少人数化への取り組み

2019年6月1日　田植えに挑戦しました

2020年1月18日　小グループ外出



あすわ児童発達支援センター（子ども発達支援センターフレンズあすわ、フレンズみゆきの総称）
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●子ども発達支援センターフレンズあすわ
（1）事業内容 ①児童発達支援　定員10名
 ②放課後等デイサービス　定員18名
 ③保育所等訪問支援
 ④短期入所　定員5名
 ⑤児童発達支援センター機能強化事業
（2）利用者層 （対象利用者）
 ①就学前の児童（7歳未満）
 ②学齢期の児童（6歳以上18歳未満）
 ③18歳未満の児童
 ④当センターの利用者様
 ⑤福井市内在住の方
（3）所 在 地 福井県福井市大和田1丁目1607
（4）管理者名 渡辺　浩基

●フレンズみゆき
（1）事業内容 放課後等デイサービス　定員10名
（2）利用者層 （対象利用者） 学齢期の児童（6歳以上18歳未満）
（3）所 在 地 福井県福井市御幸4丁目106-2
（4）管理者名 渡辺　浩基

事業所データ（2020年4月1日現在）

2020年5月に永平寺町に新たに放課後等デイサービス事業所「フレンズどれ
み」を開設いたします。これまでフレンズあすわ、フレンズみゆきで培ってきたノ
ウハウを基に、地域の方々にご理解・ご協力を得ながら、障がいのある子どもた
ちの成長の支えとなるように、より地域に密着したサービス提供を目指していき
ます。
また昨年度から取り組みを始めた、児童発達支援における医療的ケアの必要
な子どもたちへの支援や個別療育クラスについても、より一層充実できるようプ
ログラムや体制を整えていきたいと考えています。

次年度に向けた取り組み

（児童発達支援）
看護師を新たに配置し、社会的課題である医療的ケ

アの必要な障がい児の受け入れを10月から開始しまし
た。また土曜日に個別療育のクラスを開設し、一人ひと
りの発達課題を明らかにしながら、保護者との面接を通
して共に成長を感じられるように支援してきました。

あすわ児童発達支援センターの利用者の保護者様
を対象とした家族向けサロンを拡張し、福井市からの
委託事業である児童発達支援センターの機能強化事
業の一環として、市民向けサロンを年間10回行い、障
がい理解の促進と保護者支援を行いました。
また、福井フェニックスライオンズクラブ様のサポー

トを受け、放課後等デイサービス利用者様とその家族
向けにイベント（ボウリング大会）を実施し、家族支援と
共に社会資源を活用した社会参加の機会を設けまし
た。3年目の実施ということもあり、会場の雰囲気にも
慣れ、参加者同士が楽しんでふれあう姿が見受けられ
ました。

日常療育の様子

2019年11月16日　保護者サロンの様子

新たなニーズへの取り組み

保護者支援の実施

2019年11月24日　ライオンズクラブ主催　ボウリング大会



愛全園

数年前までは地元地域で盛んに行われてきた桜
祭り。愛全園も招待され、利用者様・ご家族共に年
間行事の楽しみの一つでありました。
2019年度は愛全園が企画立案し、地元住民を招
待した形での「花見楽しもう会」を開催しました。
当日は天候にも恵まれ、多くの皆さんの参加のも

と、公民館も貸していただき、ゆっくりと花見を楽し
むことができました。

介護福祉機器「HAL」の練習（手前職員装着）

2019年10月20日　愛全園祭（地域の方と）

2018年度から愛全園祭の企画内容を見直し、
「全員が楽しむお祭り」を目的に催し物を行っており
ます。
2019年度はさらにスケールアップし、地元高校
相撲部との「愛全園場所」の開催や、地元太鼓クラ
ブと職員共同での出し物披露、家族の会からは「振
舞いちゃんこ鍋」出店など、全員が何かに関わり、皆
で楽しむ、催し物が開催できました。

地元地域と共に「花見楽しもう会」を多くの方の参加のもと開催

近年の利用者様重度化により、介護職員の介護負担は益々大きくなってお
ります。
利用者様をベッドから車椅子へと移乗する際などの介護動作時に腰部にか

かる負担軽減を図る目的と、利用者様の立ち上がり支援などの自立支援、両
方を兼ね備えた「ＨＡＬ」の導入を行いました。
介護職員からは好評を得ており、今後ますます普及・活用を行うべく、福祉
機器業者と連携した取り組みを継続中です。

介護職員の腰痛予防の為、
介護福祉機器「ＨＡＬ」を導入しました

利用者様・ご家族・職員、全員が楽しむ愛全園祭の開催
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（1）事業内容 ユニット型介護老人福祉施設60名・従来型介護老人福祉施設30名・
 短期入所生活介護35名・通所介護25名・居宅介護支援事業所・
 認知症対応型共同生活介護9名・地域支援事業
（2）利用者層 65歳以上の高齢者(第1号被保険者)及び40歳～64歳までの
 医療保険加入者(第2号被保険者)
（3）所 在 地 福井県福井市丸山町40-7
（4）管理者名 滝波　正興

事業所データ（2020年4月1日現在）
高齢者虐待防止に向けた取り組みの浸透と職員間の「話しやすい職場環境の
構築」「その人らしさ」「その人の出来ること探し」を追求した事例検討の充実

次年度に向けた取り組み



足羽利生苑
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（1）事業内容 介護老人福祉施設59名、（介護予防）短期入所15名、
 地域密着型介護老人福祉施設18名、（介護予防）通所介護20名、
 福井市総合事業10名、（介護予防）認知症対応型通所介護12名
（2）利用者層 要支援・要介護高齢者
（3）所 在 地 福井県福井市栂野町20－7
（4）管理者名 岩本　昌雄（ 【啓明児童クラブクラブ長】…兼務）

事業所データ（2020年4月1日現在）
①入所、在宅を問わず自立支援介護の内容をより高品質に引き上げる為「利用者
様の意思が適切に反映する」ケア会議を家族との共有を図りながら運営しま
す。
②地区社協との連携を軸に、潜在的な地区ニーズを探っていきます。
③今後の業務環境に必要な介護ロボットやＩＣＴ機器の導入を検討、実施し職員の
負担軽減と業務効率化を検証します。

次年度に向けた取り組み

介護力向上の根幹である「介護力レベルアップ講習会」
への参加による自立支援介護が高品質に提供出来るよう
実践しています。
水分摂取、栄養、自然排便、運動の基本ケアに着目し、体
調を整え、活動性を高めて体力を回復、意欲や活力につな
げていくことを目標に、利用者様一人ひとりの心身の状態
に配慮しながら「身体的」「精神的」「社会的」自立の達成、改
善又は維持につながるよう取り組みました。
取り組みの理解が家族にも徐々に浸透しつつある中で、
面会、交流、一時帰宅等ご家族との絆も多様な関わりへと
変化が生じているように思われます。無理なく多様に家族
との関わりが持てるように話し合いを重ね、支援が必要に
なる前の利用者様の姿に戻していくプロセスを「家族に繋
げる」自立支援介護と位置づけ「その人らしい生活」を家族
と共に支援できるよう新たなチャレンジで繋げていきま
す。

いこ憩サロンの数あるメニューの中で今年度は下記の企画をご
紹介します。
町内６地区から27名が参加。
・サロンは年29回開催延べ591名が参加。
・リハビリ効果測定（身体測定）を年２回
・中心メニュー
　①おしゃべり
　②おやつ
　③リハビリ機器

熱気と興奮冷めやらない中で「無事閉会」
※担当スタッフの根拠のない一言…『キッと〇〇イチのサロンだわ』。

介護職員が自身の介護技術がどのレベルにあるのか「見える化」「わかる化」により理解するこ
とで、自信や次のレベルを目指す励み、意欲を引き出す「介護プロフェッショナル段位制度」を活
用した育成支援に取り組んでいます。
先ずはレベル認定をすすめること。次いでその結果が介護の現場で実践され、全体の統一、標
準化への育成ツールとして活用できる育成プログラムの構築による全体レベルの底上げへと…
行動を起こすことでゴールを目指した新たな課題が生まれ、解決への道筋を見据えています。

家族との面会の様子

わなげ足送りの様子

日 時 令和元年１１月２４日（日）
場 所 足羽利生苑
10：00 開会式
 選手宣誓
 ラジオ体操・ながら体操
競技開始
 ①ボール送り
 ②借り物競争
 ※応援合戦
 ※ミュージックケア
　　　　③玉入れ
　　　　④わなげ足送り
　　　　⑤パン食い競争
12：00 昼食
 食後の？？
13：30 終了

いこ憩サロン
秋の大運動会！！

「家族に繋げる」介護力向上の取り組み

笑顔がはじけた。体が弾んだ。
「ああ…堂々の大運動会」開催

介護技術の「見える化」「わかる化」を育成支援で進行中

いこ



グループホーム美山

2019年6月27日　みやま保育園みやまっ子夏祭り

2019年9月21日　認知症の方を支える地域づくり「RUN伴」

毎週木曜日開催　地域を招いたカフェの様子

2019年11月16日
地域の子供たちを招いた収穫祭

最期まで慣れ親しんだ場所で、その方らしい生活を支えるケアとし
て看取りケアがあります。今年度は講師を招き職員および家族を対象
とした研修会を行いました。まだ実践事例はありませんが、いつまで
もその方の望む生き方を支えられるよう取り組んでいきます。

健康推進とボランティア開拓のため地域
交流ホールを開放してカフェを開催し、介護
相談会や調理による「食育」をテーマにした
講習会を地域住民に向けて行いました。
更に、防犯研修や自然災害時に備えて、地

域一体で利用者様を支えていくために、民生
委員の方や近隣住民の方に利用者様の安否
確認等の協力を得て在宅生活を支えました。
2月以降は、コロナウイルス感染症予防の

為、地域の方々と電話連絡を積極的に行いま
した。

「美山で育ち、美山で暮らす…」私たちは利用者様のそのような想
いに応えるために、認知症対応型共同生活介護（グループホーム）、
小規模多機能型居宅介護の2つの事業で、地域での生活を支援して
います。特に、「地域に出向く」「地域を招く」を通して「地域と共に」を
念頭に置き、地域との双方向の交流を大事にしています。「地域密着
型施設」として、地域とのつながりを大切にしながら地域に信頼され
る施設を目指しています。

美山地区の保育園・小中学校行事への参加、地区の祭りへ出向くなど、年間を通じ
て地域との交流を活動の中に多く取り入れました。利用者様が施設を利用しながら
社会資源と関わりをもつことで、生きがいや生活のメリハリを感じることができてい
ます。
また利用者様および職員も地域住民の一人として“地域共生社会”への大きな役
割を果たすため、フラワーロードの清掃や美山公民館に設置されているプランター
の水やりを行いました。

2019年5月16日　下宇坂小学校マラソン大会応援

地域貢献 「地域と共に」～地域に出向く～ 地域を招く

サービスの質向上「利用者様と共に」
～「看取りケア」実施に向けて～
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（1）事業内容 認知症対応型共同生活介護：定員9名
 小規模多機能型居宅介護事業所：定員29名
 その他緊急時対応ショートステイ各1名
（2）利用者層 要支援・要介護高齢者
（3）所 在 地 福井県福井市美山町6-1
（4）管理者名 藤原　行順

事業所データ（2020年4月1日現在）
慣れ親しんだ地域でいつまでも生きる。「地域密着型サービス」はそのような
利用者様の想いに応えるため、きめ細やかなサービスを展開していきます。そこ
で大事なのは地域とのつながりです。コロナウイルス感染症予防も徹底しなが
ら、地域資源を有効に活用し幅広くサービスが提供できるよう、施設だけで利用
者様を支えるのではなく、地域一体となって事業を展開していきます。

次年度に向けた取り組み



福井大東包括支援センター

33Annual Report 2019

（1）事業内容 地域包括支援事業　介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業
（2）利用者層 地域住民　65歳以上の高齢者(第1号被保険者)及び
 40歳～64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)
（3）所 在 地 福井県福井市丸山町40-7
（4）管理者名 藤田　佐富美

事業所データ（2020年4月1日現在）
地域課題の明確化を図り、具体的な行動計画を策定する。
医療介護連携に向けた会議の開催
地域の防災力向上の為、地域福祉避難所と連携した防災マニュアル体制の構築

次年度に向けた取り組み

地域課題解決に向け、地域ケア会議を通して地域と共に考
える取り組みから発展し、「認知症ひとり歩き模擬訓練」を地域
住民自らが企画実施する取り組みを行いました。
当日は、公民館職員・民生委員・警察官・消防署員など、多く
の方々の出席のもと、認知症の方へ対する言葉かけや、サポー
タ体制の確認などを行い、今後の継続の必要性を皆で共有し
ました。

2019年11月16日　東藤島地区認知症高齢者ひとり歩き模擬訓練

2019年11月19日　高校での講座の様子

何でも相談して下さい、待ってます！

地元企業や学校など、様々な場所へ伺い、認知症の理解に
関する普及講座を開催しています。(地元企業1回・小学校1
回・高校3回・児童館1回・高齢者サロン1回)
また高齢者が安心できる地域造りの為、高齢者虐待防止
研修や消費者被害防止研修など、関係機関と連携した取り
組みにも力を入れました。

地域の介護力向上に向け、在宅ケア講習
会を岡保・東藤島・啓蒙、それぞれの地域で
開催しました。
当日は、地元かかりつけ医からの講演を

はじめ、「人生会議」と位置付けた、一人ひと
りの終焉を考える話し合いの場を設け、認
知症への理解だけでなく、年老うことへの備
えを考えました。

地域と共に考える取り組みから、
地域住民が主体の取り組みへ

認知症に対する理解普及促進と
安心して生活できる地域造りの充実

地域の介護力向上に
向けた取り組み

2019年10月24日 在宅ケア講習会の様子



2019年10月30日　当事者向けセミナーの様子

当センター事業は2017年度より福井市からの委託事業として進めてきましたが、運営に当たって福井市との十分な連携が取れな
いことが多く、事業受託継続が困難な状況になったことから、理事会決議を経て、次年度からの受託を辞退することとなりました。
地域の相談体制基盤つくりという未知の取り組みについて、スタッフの力量や経験不足もありましたが、福井市障がい者自立支援
協議会の協議内容の発信、各種障がい福祉サービスの状況（定員の空きや内容、送迎の有無）発信、障がい者虐待防止センターの周
知と通報の大切さによる相談の増加と啓発など、3年間で前進させられたこと・ものもたくさんありました。また、様々な困窮ケースに
携わらせていただく中で、障がいそのものだけでなく、様々な生活課題が起因となって孤立や阻害が起きていることを実感しました。
3年間の事業受託においてたくさんの方々のご協力・ご尽力ありがとうございました。

当センターは、福井市障がい者虐待防止センターとして、障
がい者虐待の通報窓口としての役割も担っています。相談窓
口の周知、市民の虐待に対する意識向上等もあり年々通報件
数が伸びています（2019年度通報件数38件）。
当センターの独自の取り組みとしては、当事者様の権利意
識の向上と簡単な虐待防止法の中身について考えていただく
ために当事者向けセミナーを開催しました。（令和元年度　当
事者向け3回、事業者向け2回開催し、当事者51名、事業所職
員30名が受講）
ロールプレイを交えた分かりやすい事例で、当事者の方に
も実際に行っていただきました。その時々の気持ちの理解や
良くないことを知り相談することの大切さを知ることで権利意
識の向上に努めました。また、事業所職員も一緒に参加するこ
とで間接的に利用者様の気持ちの理解や何を訴えているかを
知る機会にもなりました。

福井市障がい者基幹相談支援センター

障がい者虐待防止センターとしての
当事者向け啓発活動

障がい者相談支援の中核である当センターでは、生活困窮
（経済的困窮、精神的困窮、家族困窮など）の複雑な相談ケー
スに携わることがあります。特に公的援助（生活福祉資金や生
活保護、障がい年金等）につなげるにしても、それまでの数日
ですらひっ迫しているケースもあります。
今年度は、公共料金を滞納し日常生活が営めない、家賃を滞
納し返済する目途がすぐには立たない、借金等の返済に困り福
祉サービスの利用料金が支払えない等のケースが4件あり、
当法人の「生活困窮者総合相談・生活支援事業」を利用して当
面の援助（経済的援助）を行いました。
どのケースもその後の地域での見守りが必要なものであ

り、相談支援を継続しながらも他法人の計画相談支援事業所
や地区相談支援事業所、キーパーソンとなる家族、必要な公的
サービス（障がい者サービス、医療機関、生活保護など）につな
ぐことで当事者の生活の立て直し、精神面の安定・安全を図る
ことができています。

社会福祉法人連携としての
生活困窮者支援と相談支援

3年間、ありがとうございました。
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2019年度足羽福祉会決算報告
貸借対照表（2020年3月31日現在）

事業活動計算書
自2019年4月1日　至2020年3月31日

科　　目

流動資産

固定資産

基本財産

その他の固定資産

1,529,610,799

3,604,505,621

1,944,210,449

1,660,295,172

資産の部　合計 5,134,116,420

流動負債

固定負債

基本金

国庫補助金等特別積立金

1,142,120,907

516,641,119

負債の部　合計 1,658,762,026

155,157,823

792,821,319

その他の積立金 156,707,060

純資産の部　合計 3,475,354,394

負債及び純資産の部　合計 5,134,116,420

次期繰越活動増減差額
（うち当期活動増減差額）

2,370,668,192
▲135,946,647

金額（円） 科　　目 金額（円）

資
　
産
　
の
　
部

負
債
の
部

純 

資 

産 

の 
部

資産の部　合計 5,134,116,420

2,929,373,179サービス活動収益計(1)

2,913,251,938サービス活動費用計(2)

16,121,241サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

12,696,537サービス活動外収益計(4)

4,189,789サービス活動外費用計(5)

24,627,989経常増減差額(7)=(3)+(6)

360,874,106特別収益計(8)

521,448,742特別費用計(9)

▲160,574,636特別増減差額(10)=(8)-(9)

▲135,946,647当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

2,197,416,899前期繰越活動増減差額(12)

2,061,470,252当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

380,405,000その他の積立金取崩額(15)

71,207,060その他の積立金積立額(16)

2,370,668,192次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

8,506,748サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

科　　目 金額（円）

資金収支計算書
自2019年4月1日　至2020年3月31日

2,941,863,625事業活動収入計(1)

2,723,106,882事業活動支出計(2)

218,756,743事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

660,489,540施設整備等収入計(4)

1,218,186,464施設整備等支出計(5)

384,802,927その他の活動収入計(7)

303,231,260その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

▲35,708,921当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

670,811,999前期末支払資金残高(12)

635,103,078当期末支払資金残高(11)+(12)

▲557,696,924施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

科　　目 金額（円）

足羽サポートセンター
利用者様作品
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長期ビジョン ＡＳＵＷＡ２０３０
１． 住み慣れた地域で「自分らしく」生きることの実現
２． 共生社会実現に向けて地域、社会の課題解決を図る行動
３． 成長し、支え合い、笑顔あふれる職場にする働き方改革

足羽福祉会 理事及び監事の方々 2020年5月

足羽福祉会 評議員及びゼネラルマネジャーの方々 2020年6月

足羽福祉会は、「共に生き、共に集う、光を求めて」の法人理念の実現と社会福祉法人とし
ての責務を果たし、更なる発展を目指していくため、令和2年１月理事会において「長期ビ
ジョンASUWA2030」を策定いたしました。
「人を支えるのは人」、足羽福祉会は地域共生社会づくりの構築に積極的にチャレンジし
ていきます。

足羽福祉会の経営方針

2020年度へ
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2020～2030（共通目標）

長期ビジョンの全体像
法 人 理 念

「共に生き、共に集う、光を求めて」

１. 利用者様と共に

実現のためのテーマ目指すべき方向

① 夢や幸せを実現する取組み
② 安心、尊厳を守る取組み

５． 経営基盤の強化
① 資金収支10カ年計画を達成する取組み

２． 地域と共に
① 社会とのよりよい関係づくりを
 強化する取組み
② 地域のために法人資源を活用する取組み

３． 職員と共に
① 目標を描き、共に成長する取組み
② 安心して働ける健康経営の取組み
③ 共に働く人を呼び込む取組み

４． 実施プロセス
① 法人の価値を高める取組み
② 透明性の高いガバナンスを
 追求する取組み
③ 外部評価や認証制度を活用する取組み
④ 合理化と効率化を推進する取組み

地域共生社会づくりの構築

個別支援の
視点

地域づくりの
視点

役割を果たせる
人材の視点

①住み慣れた地域で「自
分らしく」生きることの
実現

②共生社会実現に向けて
地域、社会の課題解決
を図る行動

③成長し、支え合い、笑顔
あふれる職場にする働
き方改革

たのしもう、つながろう、
そしてのりこえよう！！

第Ⅳ期中期事業計画(2020～2022)
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第Ⅳ期中期事業計画の概要(2020～2022)

「たのしもう、つながろう、そしてのりこえよう!!」
足羽福祉会では、長期ビジョンの実現のため、2020年度からの3カ年計画(第Ⅳ期中期事業計画)を策定しました。新たな3カ
年に目指す「法人全体の共通目標」を設定し、全ての事業部門での取組みを通してその実現を目指すこととします。

よ
り
一
層
信
頼
さ
れ
る
社
会
福
祉
法
人
を
目
指
し
て

新 た な 中 期 事 業 計 画 推 進 の 特 徴

共通目標
目標①

目標②

目標③

目標④

目標⑤

目標⑥

目標⑦

目標⑧

あ す わ ー ず

本人の「いいとこ探し」から夢や願いの実現につながるよう、チームで取組む。

生活困窮、災害、まちづくり等の地域課題に包括的に応える。

ＳＤＧｓの理解を深め、分野を超えた交流、研修を通して具体的に取組む。

新人事管理制度“あすわｅｒｓ”の理解を深め、成長の意欲向上につなげる。

さまざまな立場の人が活躍し、支え合える職場環境を作る。

足羽東こども園の園舎改築を行い、新たな地域拠点として再生する。

ＩＣＴ活用により、ペーパーレス化、会議短縮など業務改善を進める。

小規模事業所の経営改善をはかり、法人全体の収支を向上させる。

特徴①
法人事業部門を確立
し、連携した事業展開
方法を設定

特徴②
新たな人事管理制度
「あすわers」の定着

法人部門・こども福祉部門・
障がい者福祉部門・高齢者
福祉部門(2020組織図参照)

法人理念や職員行動指針に
基づいた職員の多様なキャ
リアプランを応援

特徴③
経営組織のガバナンスを強
化し、福祉サービスのみなら
ず、地域に寄り添い、地域と
共に社会福祉法人としての
存在価値を追求。

あ す わ ー ず

私たちは、今、
目指す「人財」に向かって、
歩みはじめました。

2020年度新任職員研修 （2020年4月）
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2020年度 足羽福祉会組織図

合　計
正 職 員
パートタイム職員
シニアアソシエイト職員
人員割合（％）
平均年齢（歳）
平均勤続年数（年）

男　性 女　性 合　計 人員割合（％）平均年齢（歳）平均勤続年数（年）
168 367 535 100.00 45.3 8.02
126 256 382 71.40 39.9 9.03
33 108 141 26.36 57.9 4.09
9 3 12 2.24 68.7 12.07

31.40 68.60 100.00
47.4 44.4 45.3
9.04 7.07 8.02

2020年4月1日時点 職員数等データ表

フレンズあすわ

フレンズみゆき

フレンズどれみ

あすわの木
（福井県立図書館）

あすわ第１

あすわ第2

あすわ第3

ゼネラルマネージャー会議

マネージャー会議

専 門 会 議

衛 生

広報戦略

女性活躍

交 流

接 遇

リ ス ク

愛 道

感染症予防

防 災

啓明児童クラブ

上文殊児童クラブ

足羽東こども園

足羽学園

あすわ児童発達
支援センター

足羽ワークセンター

スマイル

カラフル

足羽サポートセンター

パステル

足羽更生園

あすわ相談支援事業所
リアン

あすわ地域生活
支援センター

愛 全 園

足羽利生苑

グループホーム美山

福井大東包括
支援センター

公益事業

会 議

託児所「ひまわり」

建設委員会

法人委員会

こども福祉部門

障がい者福祉部門

常勤理事経営会議理 事 会評議員会

会計監査人・監事

司法書士・特定社労士
（顧問契約）

評議員選任解任
委員会

高齢者福祉部門

法人本部事務局

人事委員会

苦情解決
第三者委員会
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社会福祉法人

編著：足羽福祉会法人本部事務局

足羽福祉会

足羽福祉会ホームページ
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