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　新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、当法人でも基
本方針（2020年4月30日付）を発出しました。「利用者を
守る」「職員の雇用と生活を守る」「事業の機能を守り、
地域社会に役立つ」を基本的な視点に、この間、感染対策
会議の開催や、機関会議、各事業所の職責会議等と連携し、
感染対策の取り組みを進めてきました。
　感染拡大が続き多くの制限がある中、特養ホームでの
個別外出支援や、小規模多機能ホームでのワクチン接種
への同行や見守り（宿泊）支援など、社会福祉法人として
の役割を念頭に、感染対策を徹底した上で工夫を凝らし
た対応を進めています。
　コロナ禍においても法人理念や感染対策の基本方針に
沿って一歩一歩を着実に刻んでいけるよう職員一丸と
なって取り組んでいきますので引き続き皆様のご支援、
ご協力をお願いいたします。

①利用者、保育園児、職員とその家族、関係先
の命と安全を最優先します。

②感染予防と感染防止対策に取り組みます。利
用者や保育園児の家族の協力も得ます。

③事業の継続で利用者の健康と生活を守ります。
一人ひとりの困りごとに寄り添います。

④職員の雇用と生活を守ります。

⑤県内での感染拡大にも備え、各事業所での感
染防止対策の準備を進めます。

⑥行政や他団体・事業所と連携し、地域を支え
る活動に貢献します。

⑦困難が増す社会状況の中で、改めて私たちの
運営理念(「尊厳」「基本的人権」等)を大切にし、
職員一人ひとりが行動します。
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コロナ禍での感染防止の取り組み
法人の基本姿勢
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　長いコロナ禍で、在宅でストレスを抱え
ながら生活されている利用者様やご家族
が安心して暮らしていけるように相談を
受け、訪問の時間を出来るだけ短く、遠
方のご家族の電話対応を行っています。
職員自身の健康管理及び毎日の徹底した
消毒、換気、マスク着用等、引き続き感
染予防を継続し、利用者様が望む「くら
し」への支援をしていきたいと思います。

　コロナ禍においても子どもたちは遊び
を通して人と関わることを楽しみ、子ど
も時代を思い切り楽しめるよう保育を工
夫しています。保育者は、子どもたちを
感染リスクから守り、自分自身の健康も
守れるよう、感染症対策の学習会を行
い、一動作一消毒、食事、午睡の間隔
を空けるなど実際の活動時に保育者がど
う動けばいいか検討し、新たな感染症マ
ニュアルを作り職員間で共有しました。
子どもたちには、手洗いをすることの大
切さとマスクの効果、そしてコロナ禍の
中でも一生懸命働いている人たちがいる
ことを伝えています。

　感染拡大に伴い、看取り・緊急時など
を除き昨年9月からは感染防止対策のも
とリモート面会を実施しています。今年
の6月末までに延べ1,735名の方々が来
所され、リモート面会をされました。画
面越しではありますが顔を見て話ができ
ることで安心していただき、入所者様、
ご家族ともに喜んでいただいています。
　また、衛生管理用品（消毒液、マスク、
使い捨て手袋等）の確保対策の強化や感
染対策マニュアルを見直すなど、感染対
策の徹底に努めています。

　感染防止に取り組む中で、以前の様に
膝を交えての面会ができない事に対し
て、ご家族から「自分（子）のことを忘れ
てしまわないだろうか」との不安の声があ
りました。一部制限を設けてはいますが、
入居者様、ご家族の不安が少しでも和ら
ぐように、ガラス越しやタブレット端末
を使用した面会、また、外出支援の対応
を進めています。
　引き続き、毎日の検温、体調観察、
施設内の消毒など感染予防に取り組み
ます。

　

　デイサービスでは、迎え時に利用者様
の検温と職員の出勤時の検温に加え午後
からも検温を行い健康観察に努めていま
す。座席は1テーブル3名までとし、パー
テーションを設置し、間隔をあけて座って
いただくことで3密予防に繋げています。
出入口には手指消毒器（自動）を導入し、
入退出時に使用していただいております。

　各テーブルにパーテーションを設置し飛
沫拡散防止とソーシャルディスタンスの確
保に努めています。また、リモート面会や、
オンライン会議・研修ができるように環境
を整えました。その他、利用者様が使用さ
れる歌詞集の表紙にビニールのカバーを
取り付け、使用後に毎回消毒を行い、利用
者様に安心して歌っていただいています。

　独居の方で、ご家族が定期的に県外
から帰省される方もいます。帰省される
際は事前に連絡をいただき、通いの調
整をお願いします。ご家族が帰られたあ
とは訪問での配薬や配食などのサービス
を提供しています。職員はフェースシー
ルドやマスクを装着し、一行為ごとの消
毒を行い感染対策に注意しています。

 

　訪問時には体温測定を行い体調変化
の早期発見に努めています。また、法人
学習会の講師（認定看護師）の助言をも
とに、飛沫対策としてゴーグルを準備し
ました。訪問の際は、いつでも防護服に
着替えられるよう、各ヘルパーが、感染
対策セットを持参して「感染しない、拡げ
ない」を心がけて訪問しています。
　引き続き、ご家族や介護事業所と情報
交換を行い、利用者様が毎日、変わりなく
在宅で過ごせるように支援していきます。

特別養護老人ホーム
にじの郷たにやま

ケアハウス
にじの郷小松原

小規模多機能ホーム
にじの郷たにやま

デイサービスセンター
にじの郷たにやま・本町 ヘルパーステーション

にじの郷たにやま

デイサービスセンター
にじの郷たにやま

▲リモート面会の様子

▲感染対策セット▲面会の為の感染対策
　（パーテーションや端末を使用）

▲パーテーションで感染対策

▲手指消毒器で感染対策

▲フェースシールド、ゴーグル着用の様子

▲アクリル板で感染対策

新型コロナウイルス感染防止への私たちの　　　取り組み

▲パーテーションで感染対策

▲歌詞集（ファイルへ入れて消毒を実施）
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　2020年の特別養護老人ホームのユニット増床（20床）開設後1年が経過
しました。
　2021年度は、増床後のスムーズな運用とコロナ禍での事業継続が最重
要課題となります。
　「つながって、安心を結ぶ。「その人らしく気持ちよく生きる」に寄り添う」
を中心テーマに、サブテーマに「ゆるやかなつながりで、地域とくらしの安
心を結ぶ」「くらしを支える事業と運動を広げる」「理念を大切にし、考え
る力・伝える力を育み、学び成長する職場づくりに取り組む」の3点を掲げ
ました。
　くらしを支えるために私たちの事業と活動を守り、継続発展できる組織
づくりに取り組みます。また、虹の福祉会の理念を大切にし、学び成長す
る職場づくり、人づくりに取り組みます。

＜事業活動展開の重点課題＞
①新型コロナウイルス感染症への対策と対応に取り組み、利用者、

保育園児、職員と事業所を守り、福祉事業の機能と提供体制を維
持し地域社会に役立ちます。

②通所サービス、訪問・在宅サービス、入所施設等の総合的で多彩
な機能を有していることを伝え、地域、利用者に選ばれる事業所
づくりに取り組みます。法人の「総合力」と地域医療機関を含めた

「連携」をより一層強め、地域へ広報していきます。
③持続できる組織、発展を描ける組織であるために、「足腰の強い」

経営基盤づくりと経営改善に全職員で取り組みます。利用者の身
体と機能等は変化すること、多様で連続できるサービス提供が可
能になることを伝え、利用者の安定的確保と拡大に取り組みます。

④ともに学びあい、育ちあう職場づくり、組織づくりに取り組みます。
職員一人ひとりの専門性を高めます。利用者や家族、他者に対す
る尊厳と社会的な接遇の力、コミュニケーションの力を身につけま
す。安定した事業運営をはかるために継続的採用活動と職員教育
に取り組みます。福祉や介護、児童福祉、地域等に関する今日的
知見に基づく研鑽に取り組みます。

⑤だれもが居心地よく暮らせる地域づくり、まちづくりに貢献します。
国連が提起しているSDGs(持続可能な開発目標)について学習し、
他団体や協同組合と協同できることから取り組んでいきます。将来
の虹の福祉会のありたい姿を語り合い、ビジョン案づくりに着手し
ます。

1） 事業活動
①介護事業については、コロナ感染症による医療や介護への影響、人々
のくらしや社会への影響は2021年度も続くことが予想され、私たちの事
業と活動も対応していくことが求められます。介護の利用控えや制限に
よる身体機能や生活の質の低下が生じないように、介護福祉の専門家と
して利用者等への関わりを強めます。利用者の権利としての医療・介護
の受療権・健康権が守られることを大切にします。

　また、感染予防対策の徹底と工夫で、より安全に質の高い介護福祉サー
ビスを提供し、事業所の魅力とあわせて地域へ発信します。

②保育事業については、保育士の確保を進め、安定的
な保育園の運営と園児の定員受入れに取り組みます。
保育の目標、方針に則り、子どもの心身の発達に寄
り添った保育に取り組むとともに子どもと職員の健康、
安全管理に努めます。

　また、子育て家庭のサポートや地域の子育て支援の
充実に努めるとともに、保護者との協力・連携をはか
ります。

2） 人事・管理運営、教育研修
①職員の採用対策を計画的に担当と取り組みを明確に
して進めます。事業の継続を図る上で新卒確保を重
視します。

②リーダーシップ、マネジメントの研修に取り組み、次代
を担う管理者・職責者づくり、人づくりに取り組みます。

③教育制度の整備と内容の充実に取り組み、学び成長
し、役割が発揮できる職場づくり組織づくりに取り組
みます。コロナ感染対策との関係で、全体が集まる
ことへの制限が引き続き予想される中、web等の活
用も教育学習の中に具体化します。

3） 経営管理
①持続できる組織であるために、「足腰の強い」経営基
盤づくりと経営改善に全職員で取り組みます。2020
年度に取り組んだ経営改善月間の経験を活かします。

②適正な事業キャッシュの確保(事業収支差額)で必要
な資金の確保を重視します。

③法人理念と事業所の目標を事業戦略を持って作成し
た予算に基づき運営します。

④全職員で経営改善に取り組むために、法人と事業所
の方針と経営状況を共有します。

4） 法人運営
①法律や制度の「改正」や見直しが進められる状況の中
で、情報収集と分析の力量を高め対応します。法律
や制度、規程にそった法人運営を行うと共に、規程
等の整備も進めていきます。

②広報活動についての戦略について知恵を出し合い、
対象と目的を明確にした方針のもとに強化します。

③虹の福祉会の将来の(中長期的な)ありたい姿を描くビ
ジョン案の作成に着手します。

④建物設備の劣化診断と長期修繕計画の作成に取り組み
ます。ビジョン案の討議着手とあわせ、中長期的な資
金需要見込みと更新・投資の計画の検討を進めます。

5） 地域福祉への貢献
①気軽に介護福祉やくらしのことに相談にのれること、
医療を含めた橋渡しができることをアピールし地域に役
立ちます。全ての事業所が生活支援機能を高めます。
②町内会や民生委員、包括支援センターとも連携し、
地域の孤立や困りごとの解決に一緒に取り組みます。
地域密着事業で行う「運営推進会議」での意見・要
望・地域課題等について法人事業所内でも情報共有
し生かします。

③自然災害や感染症対応も含めた法人と事業所のBCP
計画づくりに取り組みます。

　また、町内会や地域とも連携し、防災対策と災害発
生時の対応について相互協力を協議していきます。

2021年度 事業計画
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受け、訪問の時間を出来るだけ短く、遠
方のご家族の電話対応を行っています。
職員自身の健康管理及び毎日の徹底した
消毒、換気、マスク着用等、引き続き感
染予防を継続し、利用者様が望む「くら
し」への支援をしていきたいと思います。
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う動けばいいか検討し、新たな感染症マ
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子どもたちには、手洗いをすることの大
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中でも一生懸命働いている人たちがいる
ことを伝えています。

　感染拡大に伴い、看取り・緊急時など
を除き昨年9月からは感染防止対策のも
とリモート面会を実施しています。今年
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所され、リモート面会をされました。画
面越しではありますが顔を見て話ができ
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ご家族ともに喜んでいただいています。
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　訪問時には体温測定を行い体調変化
の早期発見に努めています。また、法人
学習会の講師（認定看護師）の助言をも
とに、飛沫対策としてゴーグルを準備し
ました。訪問の際は、いつでも防護服に
着替えられるよう、各ヘルパーが、感染
対策セットを持参して「感染しない、拡げ
ない」を心がけて訪問しています。
　引き続き、ご家族や介護事業所と情報
交換を行い、利用者様が毎日、変わりなく
在宅で過ごせるように支援していきます。

介護支援センター
にじの郷たにやま

にじのさと保育園

新型コロナウイルス感染防止への私たちの　　　取り組み

▲事業所内の消毒で感染対策

▲絵本「どうしてしんがたコロナになるの？」
　の読み聞かせ

▲「うさぎとかめ」（２番まで）の歌に
　合わせて、しっかり手を洗います



4

　2020年の特別養護老人ホームのユニット増床（20床）開設後1年が経過
しました。
　2021年度は、増床後のスムーズな運用とコロナ禍での事業継続が最重
要課題となります。
　「つながって、安心を結ぶ。「その人らしく気持ちよく生きる」に寄り添う」
を中心テーマに、サブテーマに「ゆるやかなつながりで、地域とくらしの安
心を結ぶ」「くらしを支える事業と運動を広げる」「理念を大切にし、考え
る力・伝える力を育み、学び成長する職場づくりに取り組む」の3点を掲げ
ました。
　くらしを支えるために私たちの事業と活動を守り、継続発展できる組織
づくりに取り組みます。また、虹の福祉会の理念を大切にし、学び成長す
る職場づくり、人づくりに取り組みます。

＜事業活動展開の重点課題＞
①新型コロナウイルス感染症への対策と対応に取り組み、利用者、

保育園児、職員と事業所を守り、福祉事業の機能と提供体制を維
持し地域社会に役立ちます。

②通所サービス、訪問・在宅サービス、入所施設等の総合的で多彩
な機能を有していることを伝え、地域、利用者に選ばれる事業所
づくりに取り組みます。法人の「総合力」と地域医療機関を含めた

「連携」をより一層強め、地域へ広報していきます。
③持続できる組織、発展を描ける組織であるために、「足腰の強い」

経営基盤づくりと経営改善に全職員で取り組みます。利用者の身
体と機能等は変化すること、多様で連続できるサービス提供が可
能になることを伝え、利用者の安定的確保と拡大に取り組みます。

④ともに学びあい、育ちあう職場づくり、組織づくりに取り組みます。
職員一人ひとりの専門性を高めます。利用者や家族、他者に対す
る尊厳と社会的な接遇の力、コミュニケーションの力を身につけま
す。安定した事業運営をはかるために継続的採用活動と職員教育
に取り組みます。福祉や介護、児童福祉、地域等に関する今日的
知見に基づく研鑽に取り組みます。

⑤だれもが居心地よく暮らせる地域づくり、まちづくりに貢献します。
国連が提起しているSDGs(持続可能な開発目標)について学習し、
他団体や協同組合と協同できることから取り組んでいきます。将来
の虹の福祉会のありたい姿を語り合い、ビジョン案づくりに着手し
ます。

1） 事業活動
①介護事業については、コロナ感染症による医療や介護への影響、人々

のくらしや社会への影響は2021年度も続くことが予想され、私たちの事
業と活動も対応していくことが求められます。介護の利用控えや制限に
よる身体機能や生活の質の低下が生じないように、介護福祉の専門家と
して利用者等への関わりを強めます。利用者の権利としての医療・介護
の受療権・健康権が守られることを大切にします。

　また、感染予防対策の徹底と工夫で、より安全に質の高い介護福祉サー
ビスを提供し、事業所の魅力とあわせて地域へ発信します。

②保育事業については、保育士の確保を進め、安定的
な保育園の運営と園児の定員受入れに取り組みます。
保育の目標、方針に則り、子どもの心身の発達に寄
り添った保育に取り組むとともに子どもと職員の健康、
安全管理に努めます。

　また、子育て家庭のサポートや地域の子育て支援の
充実に努めるとともに、保護者との協力・連携をはか
ります。

2） 人事・管理運営、教育研修
①職員の採用対策を計画的に担当と取り組みを明確に

して進めます。事業の継続を図る上で新卒確保を重
視します。

②リーダーシップ、マネジメントの研修に取り組み、次代
を担う管理者・職責者づくり、人づくりに取り組みます。

③教育制度の整備と内容の充実に取り組み、学び成長
し、役割が発揮できる職場づくり組織づくりに取り組
みます。コロナ感染対策との関係で、全体が集まる
ことへの制限が引き続き予想される中、web等の活
用も教育学習の中に具体化します。

3） 経営管理
①持続できる組織であるために、「足腰の強い」経営基

盤づくりと経営改善に全職員で取り組みます。2020
年度に取り組んだ経営改善月間の経験を活かします。

②適正な事業キャッシュの確保(事業収支差額)で必要
な資金の確保を重視します。

③法人理念と事業所の目標を事業戦略を持って作成し
た予算に基づき運営します。

④全職員で経営改善に取り組むために、法人と事業所
の方針と経営状況を共有します。

4） 法人運営
①法律や制度の「改正」や見直しが進められる状況の中

で、情報収集と分析の力量を高め対応します。法律
や制度、規程にそった法人運営を行うと共に、規程
等の整備も進めていきます。

②広報活動についての戦略について知恵を出し合い、
対象と目的を明確にした方針のもとに強化します。

③虹の福祉会の将来の(中長期的な)ありたい姿を描くビ
ジョン案の作成に着手します。

④建物設備の劣化診断と長期修繕計画の作成に取り組み
ます。ビジョン案の討議着手とあわせ、中長期的な資
金需要見込みと更新・投資の計画の検討を進めます。

5） 地域福祉への貢献
①気軽に介護福祉やくらしのことに相談にのれること、

医療を含めた橋渡しができることをアピールし地域に役
立ちます。全ての事業所が生活支援機能を高めます。

②町内会や民生委員、包括支援センターとも連携し、
地域の孤立や困りごとの解決に一緒に取り組みます。
地域密着事業で行う「運営推進会議」での意見・要
望・地域課題等について法人事業所内でも情報共有
し生かします。

〔役員〕
 役職 氏　名  職業・役職名

 理事長 水谷　吉伸 鹿児島医療生協  副理事長

 副理事長 木田　博文 生協往診クリニック院長・嘱託医

 理事 田中　喬也 法人本部長（法人事務長 兼務）

 理事 竹下　順造 介護部長、特養ホーム施設長

 理事 小田　広行 ケアハウス施設長

 理事 坂元　広之 コープかごしま  事業ネットワーク部  部長

 理事 田中　安平 鹿児島国際大学  特任教授

 監事 児山　正志 コープかごしま  元物流部長

 監事 加治屋忠一 南日本薬剤センター薬局やくし店  薬局長

●任期：2021年6月15日～2023年6月定時評議員会終結時
●2021年6月15日第1回定時評議員会にて選任。  同日第2回
  理事会にて理事長、副理事長選定。

▲2021年6月15日　第1回定時評議員会

③自然災害や感染症対応も含めた法人と事業所のBCP
計画づくりに取り組みます。

　また、町内会や地域とも連携し、防災対策と災害発
生時の対応について相互協力を協議していきます。

〔評議員〕

●任期：2021年6月15日～2025年6月定時評議員会終結時

 氏　名  職業・役職名

 井之上敬子 コープかごしま  福祉助け合いの会

 川島　敏男 南日本薬剤センター  社長

 黒川　久美 社会福祉法人麦の芽福祉会  常務理事

 田中かすみ 鹿児島医療生協  非常勤理事

 南條　　晃 鹿児島大学生協  専務理事

 西田　一男 中山地区民生委員会  会長

 小園　　隆 コープかごしま  事業ネットワーク部長スタッフ

 山門慎一郎 南日本薬剤センター  副社長

 宮尾メリ子 鹿児島医療生協  監事

2021年度  役員・評議員体制



4

　2020年の特別養護老人ホームのユニット増床（20床）開設後1年が経過
しました。
　2021年度は、増床後のスムーズな運用とコロナ禍での事業継続が最重
要課題となります。
　「つながって、安心を結ぶ。「その人らしく気持ちよく生きる」に寄り添う」
を中心テーマに、サブテーマに「ゆるやかなつながりで、地域とくらしの安
心を結ぶ」「くらしを支える事業と運動を広げる」「理念を大切にし、考え
る力・伝える力を育み、学び成長する職場づくりに取り組む」の3点を掲げ
ました。
　くらしを支えるために私たちの事業と活動を守り、継続発展できる組織
づくりに取り組みます。また、虹の福祉会の理念を大切にし、学び成長す
る職場づくり、人づくりに取り組みます。

＜事業活動展開の重点課題＞
①新型コロナウイルス感染症への対策と対応に取り組み、利用者、

保育園児、職員と事業所を守り、福祉事業の機能と提供体制を維
持し地域社会に役立ちます。

②通所サービス、訪問・在宅サービス、入所施設等の総合的で多彩
な機能を有していることを伝え、地域、利用者に選ばれる事業所
づくりに取り組みます。法人の「総合力」と地域医療機関を含めた

「連携」をより一層強め、地域へ広報していきます。
③持続できる組織、発展を描ける組織であるために、「足腰の強い」

経営基盤づくりと経営改善に全職員で取り組みます。利用者の身
体と機能等は変化すること、多様で連続できるサービス提供が可
能になることを伝え、利用者の安定的確保と拡大に取り組みます。

④ともに学びあい、育ちあう職場づくり、組織づくりに取り組みます。
職員一人ひとりの専門性を高めます。利用者や家族、他者に対す
る尊厳と社会的な接遇の力、コミュニケーションの力を身につけま
す。安定した事業運営をはかるために継続的採用活動と職員教育
に取り組みます。福祉や介護、児童福祉、地域等に関する今日的
知見に基づく研鑽に取り組みます。

⑤だれもが居心地よく暮らせる地域づくり、まちづくりに貢献します。
国連が提起しているSDGs(持続可能な開発目標)について学習し、
他団体や協同組合と協同できることから取り組んでいきます。将来
の虹の福祉会のありたい姿を語り合い、ビジョン案づくりに着手し
ます。

1） 事業活動
①介護事業については、コロナ感染症による医療や介護への影響、人々

のくらしや社会への影響は2021年度も続くことが予想され、私たちの事
業と活動も対応していくことが求められます。介護の利用控えや制限に
よる身体機能や生活の質の低下が生じないように、介護福祉の専門家と
して利用者等への関わりを強めます。利用者の権利としての医療・介護
の受療権・健康権が守られることを大切にします。

　また、感染予防対策の徹底と工夫で、より安全に質の高い介護福祉サー
ビスを提供し、事業所の魅力とあわせて地域へ発信します。

②保育事業については、保育士の確保を進め、安定的
な保育園の運営と園児の定員受入れに取り組みます。
保育の目標、方針に則り、子どもの心身の発達に寄
り添った保育に取り組むとともに子どもと職員の健康、
安全管理に努めます。

　また、子育て家庭のサポートや地域の子育て支援の
充実に努めるとともに、保護者との協力・連携をはか
ります。

2） 人事・管理運営、教育研修
①職員の採用対策を計画的に担当と取り組みを明確に

して進めます。事業の継続を図る上で新卒確保を重
視します。

②リーダーシップ、マネジメントの研修に取り組み、次代
を担う管理者・職責者づくり、人づくりに取り組みます。

③教育制度の整備と内容の充実に取り組み、学び成長
し、役割が発揮できる職場づくり組織づくりに取り組
みます。コロナ感染対策との関係で、全体が集まる
ことへの制限が引き続き予想される中、web等の活
用も教育学習の中に具体化します。

3） 経営管理
①持続できる組織であるために、「足腰の強い」経営基

盤づくりと経営改善に全職員で取り組みます。2020
年度に取り組んだ経営改善月間の経験を活かします。

②適正な事業キャッシュの確保(事業収支差額)で必要
な資金の確保を重視します。

③法人理念と事業所の目標を事業戦略を持って作成し
た予算に基づき運営します。

④全職員で経営改善に取り組むために、法人と事業所
の方針と経営状況を共有します。

4） 法人運営
①法律や制度の「改正」や見直しが進められる状況の中

で、情報収集と分析の力量を高め対応します。法律
や制度、規程にそった法人運営を行うと共に、規程
等の整備も進めていきます。

②広報活動についての戦略について知恵を出し合い、
対象と目的を明確にした方針のもとに強化します。

③虹の福祉会の将来の(中長期的な)ありたい姿を描くビ
ジョン案の作成に着手します。

④建物設備の劣化診断と長期修繕計画の作成に取り組み
ます。ビジョン案の討議着手とあわせ、中長期的な資
金需要見込みと更新・投資の計画の検討を進めます。

5） 地域福祉への貢献
①気軽に介護福祉やくらしのことに相談にのれること、

医療を含めた橋渡しができることをアピールし地域に役
立ちます。全ての事業所が生活支援機能を高めます。

②町内会や民生委員、包括支援センターとも連携し、
地域の孤立や困りごとの解決に一緒に取り組みます。
地域密着事業で行う「運営推進会議」での意見・要
望・地域課題等について法人事業所内でも情報共有
し生かします。

〔役員〕
 役職 氏　名  職業・役職名

 理事長 水谷　吉伸 鹿児島医療生協  副理事長

 副理事長 木田　博文 生協往診クリニック院長・嘱託医

 理事 田中　喬也 法人本部長（法人事務長 兼務）

 理事 竹下　順造 介護部長、特養ホーム施設長

 理事 小田　広行 ケアハウス施設長

 理事 坂元　広之 コープかごしま  事業ネットワーク部  部長

 理事 田中　安平 鹿児島国際大学  特任教授

 監事 児山　正志 コープかごしま  元物流部長

 監事 加治屋忠一 南日本薬剤センター薬局やくし店  薬局長

●任期：2021年6月15日～2023年6月定時評議員会終結時
●2021年6月15日第1回定時評議員会にて選任。  同日第2回
  理事会にて理事長、副理事長選定。

▲2021年6月15日　第1回定時評議員会

③自然災害や感染症対応も含めた法人と事業所のBCP
計画づくりに取り組みます。

　また、町内会や地域とも連携し、防災対策と災害発
生時の対応について相互協力を協議していきます。

〔評議員〕

●任期：2021年6月15日～2025年6月定時評議員会終結時

 氏　名  職業・役職名

 井之上敬子 コープかごしま  福祉助け合いの会

 川島　敏男 南日本薬剤センター  社長

 黒川　久美 社会福祉法人麦の芽福祉会  常務理事

 田中かすみ 鹿児島医療生協  非常勤理事

 南條　　晃 鹿児島大学生協  専務理事

 西田　一男 中山地区民生委員会  会長

 小園　　隆 コープかごしま  事業ネットワーク部長スタッフ

 山門慎一郎 南日本薬剤センター  副社長

 宮尾メリ子 鹿児島医療生協  監事

2021年度  役員・評議員体制
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　利用者様が安心・安全に暮らせるように福祉

用具の導入と職員研修を実施し、抱え上げない・

力に頼らない介護（ノーリフトケア）を拡充しま

した。また、地域の方による介護てつだい隊の

協力により、園芸、環境整備、リハビリ体操な

ど利用者様の生活の質の向上に繋がっていま

す。

　コロナ禍においては、外出や面会制限などで

活動が制限され、皆様にご不自由をお掛けする

ことも多くなりました。毎年恒例だった秋まつ

りも中止になりましたが、昨年は規模を縮小し

利用者様と職員のみで敬老会を開催することが

できました。引き続き、感染対策を実施しなが

ら行事や余暇活動を企画し、利用者様の生活の

楽しみ・生きがいに繋がるように取り組んでい

きます。

特養ホームの１年の活動

～コロナ禍における暮らしへの支援～

敬老会 敬老会（長寿のお祝い）

クリスマス会 施設周辺を散策

青空の下、中庭でのお茶会 介護てつだい隊による体操

特別養護老人ホーム
にじの郷たにやま
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～新たな生活のなかで、変わらない遊びを～

にじのさと保育園
子どもたちの一年

　新たな生活様式に変わり、1年以上が経ちました。

保育園では、感染症予防と子どもの育ち、どちらも

守りながら保育をしています。月毎や年間の行事

は、感染状況を見極め、縮小したり、時には延期し

たり、残念ながら中止という判断をその都度行いま

した。それと同時に子どもの遊びや発表の場を、ど

のようにしたら安全に実施できるかということを考

えていきました。子どもたちには手洗いの大切さを

伝え、保護者には、感染症予防の対応の協力をお

願いして、もちろん職員も同様に対応しました。

　予防策と対応策、恐れるだけではなく備えること

もしながら、この一年、保育園では変わらず元気な

子どもたちの声が響き、戸外で走り回る姿がありま

した。そして今年、乳児部と幼児部のチーム保育

と、保育の専門部を立ち上げ、保育者がこれまで

以上に協力して子どもの保育に取り組んでいます。

コロナ禍にあっても、より充実した日々を送ってい

ます。

▲ 6月  異年齢交流（砂場で釣り堀あそび）
　 （幼児部）

▲ 4月  入園進級式（短縮して実施） ▲ 5月  異年齢で「どろあそび」（幼児部）

▲ 6月  異年齢交流（地域の方にいただ
　 いた水鉄砲で的あてあそび）（幼児部）

▲ 8月  川遊び（園外保育）

▲ 10月  運動会（入場制限をした運動会。
　 子どもたちは、身体の力を発揮）

▲ 6月  共同壁画の製作 ▲ 7月  絵本の時間（乳児部）

▲ 3月  発表会（2部制で、少人数での開催）▲ 3月  東日本大震災の人形劇（誕生日会）▲ 3月  卒園式（短縮して実施）
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■2020年度は特養ホーム（ユニット型）を20床増床（2
月10床、5月10床）し、合計110床となり、新たな一
歩を踏み出すことができました。課題であった職員確
保については、採用活動の強化により退職した職員の
Ｕターンや職員からの紹介など採用を進めることがで
きました。

■入所系での待機者（有効待機者）の減少や入院日数の増
加、通所系では新規利用者の確保が厳しい状況が続き
ました。また、保育園でも保育士確保の厳しさはあり、
定員までの受け入れができていません。法人全体とし
て経営的な厳しさが続く中、事業継続のための新規利
用者の確保と安定した利用継続の追求への具体的な対
策として、9月～10月を『経営改善月間』と位置づけま
した。事業所が協同して訪問活動等を実践し、10月
以降改善が図られ、収支差額では予算・前年を上回る
ことができました。

■新型コロナウイルス感染拡大が続き多くの行事等が中
止となる中、法人においても地域との交流の機会であ
る秋まつりをはじめ、事業所単位での企画についても
検討を余儀なくされました。基本方針に沿って、多く
の方が集まる行事企画は中止としましたが、その他の
行事等については保育園の発表会や入園進級式、運動
会など感染対策を徹底した上で規模を縮小して開催す
るなど工夫を凝らして対応を進め、職員向けの福利厚
生企画として音楽会も開催しました。また、特養ホー
ムやケアハウスにおいては面会制限を行う中、リモー
ト等での面会を実施し、利用者様やご家族にも喜んで
いただいています。

■介護事業では、サービスの質の向上の為、介護過程の
展開を位置づけ、ケア計画に基づき他職種との連携を
図りながら進めました。日々のデータ収集を行い、事
故対策への活用も進め、改めて記録のあり方について
も検討しました。地域との交流においては感染拡大に
伴う中止等はありましたが、地域密着型事業所の運営
推進会議は再開しました。町内会の夏まつりなどの行
事は中止となりましたが、奉仕作業への参加や地域住
民の介護てつだい隊の受け入れを進め、地域との交流
をすすめました。

■保育事業では、感染拡大による様々な制限がある中で
も、保育活動が委縮して子どもの活動が制限されすぎ
ないよう感染対策に取り組み、園庭での活動を増やす
など工夫した活動を進めました。保護者との関係づく
りについては、規模縮小ではありましたが入園式で今
年度の保育計画をお伝えし、懇談会では、園での子ど
もたちの様子を伝え、感染対策の工夫をしながら保護
者同士の交流も図り、関係づくりに努めました。また、
昨年導入した保護者との連絡メールを活用し、地震や
コロナ感染に伴う連絡をいち早く行うことができるよ
うになりました。

2020年度決算概要
貸借対照表（2021年3月31日現在） （単位：千円）

科　　目 科　　目
流 動 資 産 438,402 流 動 負 債 108,842 

現 金 預 金
事 業 未 収 金
そ の 他

306,927 
127,000 

4,475 

事 業 未 払 金
1年以内返済借入金
そ の 他

23,161 
56,048 
29,633 

固 定 資 産 1,984,458 固 定 負 債 400,822 
基 本 財 産

建物・建物付属設備
土 地

その他の固定資産

1,825,798 
1,058,308 

767,490 
158,659 

設 備 資 金 借 入 金
リ ー ス 債 務
退 職 給 付 引 当 金
長 期 預 り 金

375,719 
0 

20,153 
4,950 

負 債 合 計 509,665 
純 資 産 1,913,195 
次 期 繰 越

（うち当期活動収支差額）
979,694 
52,302 

資 産 合 計 2,422,861 負債及び純資産の合計 2,422,861 

2020年度事業活動決算（2020年4月から2021年3月） （単位：千円）

予　算 実　績 予算比
介 護 保 険 事 業 収 益 851,794 811,206 95.2%
保 育 事 業 収 益 99,709 98,423 98.7%
障害福祉サービス等収益 36 0 0.0%
ケ ア ハ ウ ス 収 益 45,909 46,078 100.4%
そ の 他 事 業 収 入 0 0 
経 常 経 費 寄 附 金 収 益 240 80 33.3%

サービス活動収益計 997,689 955,788 95.8%
人 件 費 636,070 606,386 95.3%
事 業 費 137,906 136,983 99.3%
事 務 費 122,291 116,964 95.6%
利 用 者 負 担 軽 減 額 732 917 125.3%
減 価 償 却 費 77,580 76,253 98.3%
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 27,615 △ 27,626 100.0%

サービス活動費用計 946,965 909,899 96.1%
サービス活動増減差額 50,723 45,889 90.5%
サービス活動外増減差額 464 6,413 1382.1%
経 常 増 減 差 額 51,188 52,302 102.2%
予 備 費 10,300 0 
会計基準当期増減差額 40,888 52,302 127.9%
次 期 繰 越 増 減 額 968,280 979,694 101.2%
当期活動増減差額（国庫補助金関係除く） 13,273 24,675 185.9%

※2021年5月25日：第1回理事会、2021年6月15日：第1回定時評議員会にて承認

2021年度予算概要
2021年度事業活動予算（2021年4月から2022年3月） （単位：千円）

予　　算 前年実績比
介 護 保 険 事 業 収 益 885,451 109.2%
保 育 事 業 収 益 96,852 98.4%
障害福祉サービス等収益 36 0.0%

ケ ア ハ ウ ス 収 益 46,503 100.9%
介護職員初任者研修収益 0 　　　̶
経 常 経 費 寄 附 金 収 益 240 300.0%

サービス活動収益計 1,029,083 107.7%
人 件 費 648,516 106.9%
事 業 費 144,785 105.7%
事 務 費 125,275 107.1%
利 用 者 負 担 軽 減 額 1,009 110.0%
減 価 償 却 費 76,681 100.6%
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 27,580 99.8%

サービス活動費用計 968,686 106.5%
サービス活動増減差額 60,397 131.6%
サービス活動外増減差額 8,456 131.9%
経 常 増 減 差 額 68,853 131.6%
予 備 費 10,300 　　　̶
会計基準当期増減差額 58,553 112.0%
国庫補助金関係除く増減差額 30,972 125.5%

※2021年3月16日：第6回理事会にて承認

2020年度事業及び決算報告
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～新たな生活のなかで、変わらない遊びを～

にじのさと保育園
子どもたちの一年

　新たな生活様式に変わり、1年以上が経ちました。

保育園では、感染症予防と子どもの育ち、どちらも

守りながら保育をしています。月毎や年間の行事

は、感染状況を見極め、縮小したり、時には延期し

たり、残念ながら中止という判断をその都度行いま

した。それと同時に子どもの遊びや発表の場を、ど

のようにしたら安全に実施できるかということを考

えていきました。子どもたちには手洗いの大切さを

伝え、保護者には、感染症予防の対応の協力をお

願いして、もちろん職員も同様に対応しました。

　予防策と対応策、恐れるだけではなく備えること

もしながら、この一年、保育園では変わらず元気な

子どもたちの声が響き、戸外で走り回る姿がありま

した。そして今年、乳児部と幼児部のチーム保育

と、保育の専門部を立ち上げ、保育者がこれまで

以上に協力して子どもの保育に取り組んでいます。

コロナ禍にあっても、より充実した日々を送ってい

ます。

▲ 6月  異年齢交流（砂場で釣り堀あそび）
　 （幼児部）

▲ 4月  入園進級式（短縮して実施） ▲ 5月  異年齢で「どろあそび」（幼児部）

▲ 6月  異年齢交流（地域の方にいただ
　 いた水鉄砲で的あてあそび）（幼児部）

▲ 8月  川遊び（園外保育）

▲ 10月  運動会（入場制限をした運動会。
　 子どもたちは、身体の力を発揮）

▲ 6月  共同壁画の製作 ▲ 7月  絵本の時間（乳児部）

▲ 3月  発表会（2部制で、少人数での開催）▲ 3月  東日本大震災の人形劇（誕生日会）▲ 3月  卒園式（短縮して実施）
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鹿児島虹の福祉会
●特別養護老人ホームにじの郷たにやま
   (ショートステイ併設)
●デイサービスセンターにじの郷たにやま
●ヘルパーステーションにじの郷たにやま
●介護支援センターにじの郷たにやま
●本　部

〒891-0105  鹿児島市中山町5028番地80
TEL.099-267-3977　FAX.099-267-3180

●ケアハウスにじの郷小松原
〒891-0114  鹿児島市小松原1丁目15-19
TEL.099-210-5130　FAX.099-210-5223

●デイサービスセンターにじの郷たにやま・本町
〒891-0141  鹿児島市谷山中央3丁目4582番地 谷山中央ビル2階
TEL.099-263-5066　FAX.099-263-5068

●小規模多機能ホームにじの郷たにやま
〒891-0105  鹿児島市中山町5028番地78
TEL.099-813-8140　FAX.099-813-8141

●にじのさと保育園
〒891-0105  鹿児島市中山町5028番地87
TEL.099-263-1202　FAX.099-263-1208

社会福祉法人

中
山
バ
イ
パ
ス

鹿児島南高校

谷山電停

桜ヶ丘

至 皇徳寺至 皇徳寺

永
田

川

上塩屋電停

笹貫電停

至 吹上

国
道
２
２
５
号

産
業
道
路

至 

中
山
イ
ン
タ
ー

タイヨー
マクドナルド

中山温泉

グリーンタクシー

焼肉白川

中山小学校

中山交番

セブン
イレブン

開陽高校

谷山小学校

鹿児島市役所
谷山支所

谷山中学校
鹿児島南
郵便局

鹿児島
情報高校

にじの郷たにやまにじの郷たにやまにじの郷たにやま
小規模多機能ホーム小規模多機能ホーム

にじのさと保育園にじのさと保育園

ケアハウス
にじの郷 小松原
ケアハウス
にじの郷 小松原

デイサービスセンター
にじの郷・本町
(谷山中央ビル)

デイサービスセンター
にじの郷・本町
(谷山中央ビル)

谷山駅谷山駅

鹿児島銀行
笹貫支店

笹
貫
バ
イ
パ
ス

フタタ

七村橋

寄附をいただいた方々
（順不同）

髙田　俊美 様
園山　双葉 様

2020年4月から2021年3月まで

誠にありがとうございました。

総合的に介護・福祉サービスを提供しています

社会福祉法人 鹿児島虹の福祉会

特別養護
老人ホーム ○

○

○

○

○

○

○

訪問介護
通所介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能居宅介護

居宅介護支援事業
訪問給食
ふれあい会食

保 育 園
ケアハウス

在宅サービス

　新型コロナウイルス感染症や大規
模災害があり、介護事業者にとって厳
しい環境が続いています。
　そうした中、昨年度の国会で介護
保険法が改定され、2021年4月より
介護保険制度が変更となりました。主
なポイントは以下の通りです。

＜2021年4月から＞
●介護保険サービスを利用したとき

の、利用者負担が変わりました。
●2021～2023年度の介護保険料が

改定されました。

＜2021年8月から＞
●施設系サービス、短期入所系サー

ビスにおける食費の費用額が、現
行1,392円から1,445円へ変わり
ます。

●特定入所者介護サービス費等の利
用者負担段階が細分化され、食費
の負担限度額が一部変わります。

●高額介護サービス費等の「現役並
み所得者」の区分が細分化され、
上限額が一部変わります。

介護保険制度改正の
主なポイント

　介護する方が一時的に介護できない
場合など、安心して泊まることができ
るためのサービスを提供します。

ショートステイ
（短期入所生活介護）

　ホームヘルパーがご自宅にお伺いし、
身体介護、生活援助を行います。

ヘルパーステーション
にじの郷たにやま

（訪問介護）

訪 問 泊まり

多機能型通 い

相談調整

　日中の介護とともに、体操やゲーム、
脳トレなど機能訓練を行い、心身機能
を活発にします。

デイサービスセンター
にじの郷たにやま

（通所介護）

　少人数での活動や地域との交流の機
会を通じ、可能な限り個別の要望に応
じることでご本人の自信回復に働きか
けるサービスを提供します。

デイサービスセンター
にじの郷たにやま・本町
（認知症対応型通所介護）

　「通い」「訪問」「宿泊」のサービスを
ご希望に応じて柔軟に組み合わせて提
供します。

小規模多機能ホーム
にじの郷たにやま
（小規模多機能居宅介護）

　サービスを提供する事業所や地域の
方々との連絡・調整、制度の活用など
についてのアドバイスを行うことによ
って、生活を支えます。

介護支援センター
にじの郷たにやま
（居宅介護支援事業所）


