
令和元年事業報告書 
 

平成 31年 4月 1日から令和 2年 3月 31日まで 

 

法人名：ＮＰＯ法人とら太の会 

 

１ 事業の成果 

  2019 年度は、とら SUN 家の建設の取り組みが大きい成果でした。地鎮祭は朝 8 時からでした

が、なかまたちや子どもたち、たくさん人たちが見守る中、完成までの工事の無事を祈りました。ま

た上棟式にも地域の方々を含めたくさんの方々と餅投げを経験できました。落成式の日は、みのり、

ありんこ園、放課後児童クラブ、なかま、スタッフの代表によるテープカットの始まり、式典の中で

山口建設様にもみんなでお礼を伝え完成を喜び合いました。午後は、やつしろハーモニーホールに

おいて、東日本大震災をモデルにした『星に語りて』の映画上映会を行いました。新施設が完成した

ことで、第 1 回「とら太食堂」も開催することができました。 

2019 年 12 月、新型コロナウイルスが中国の武漢で拡散しているとの報道がされました。クルー

ズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」で感染者が出た頃から、日本でも感染者が増えていき、3 月に

は、幼稚園や小・中・高校の休校が決まりました。しかし、とらＳＵＮ家が完成したことで、放課後

児童クラブやタイムケアの子どもたちを距離感の心配することなく、お預かりすることができまし

た。 

 

＜はたらく＞ 

「八代市障がい者福祉事業所協議会」に、エコエイトから仕事を頂けるようになりました。これ

は、ＮＰＯ法人ＷＥの活動が土台にあってのことだと自負しています。今回の作業は、紙（菓子箱等

のキボール）の分別です。またソファーやベッドから、スプリングを取る仕事です。 

エコエイトのトイレ清掃やゴミ拾いや敷地の草取りも、手をあげられた事業所で交代して取り組ん

でいますし、長年にわたり、作業所のみんなをみて支えて下さる環境センター・環境課の方々があっ

てのことだと感謝しています。また、教育委員会から各学校の古紙回収のお仕事を頂き、やれる事業

所で担当学校を決めて回収させて頂いています。 

新型コロナ感染防止のための自粛をしている人については、八代市はいち早く、電話やメールなど

で、安否確認や生活支援などを行い、自宅で仕事に取り組む場合、出勤したとみなしてもいいという

ことになりました。行政からの歩み寄りをひしひしと感じた 1 年でした。 

障がい福祉課には、福祉に精通した吉田課長がおられますが、この吉田課長の働きも多きかっあっ

と思います。これまで、長年に渡り「ひとつの課に、ひとりはプロを置いてください」とお願いして

きましたが、今回は、熊本県内のどこよりも早い対応をして頂きました。本当に感謝でした。 

 

＜共生の種＞ 

今年も、小学校、中学校、高校を卒業したありんこ園卒の子どもたちが、遊びに来てくれて、あり

んこや放課後児童クラブの子どもたちと遊び、みのりの仕事の手伝いをし、笑顔で帰って行きまし

た。 

小さい頃にいろんな人たちと共に過ごすことの意味はとても大きいと感じました。 

ありんこ園の子どもたちは、みのりさんや放課後児童クラブや宮地五校園のみなさんと年間を通

して、様々な活動や取り組みを行うということでも、共生の種まきを担っているようにも思います。

放課後児童クラブの子どもたちも、とら太でいろんな方々に出会い 関わることで、それぞれ自分自

身と向き合い、違いを認め合い支え合うことを学んでいます。正に、共生の種まきを担っている子ど

もたちに思えてなりません。 

 

＜地域との交流をめざして＞ 

ふれあいホームには、いろんな人が相談や雑談に来られます。居場所として過ごす方もおられま

す。特に、不登校の人たちへの居場所提供も行っていますが、なかまたちや子どもたちの中で自分自

身と向き合う場にもなっているように思います。 

2019 年度も全国花火大会のごみの分別村、とら太の運動会、地域の宮地わ・わ・わっフェスタ、



妙見祭、人権フェスティバル、クリスマス会など、とら太の会のなかまの方々も含めた活動を、サー

クル役員さんを中心に、取り組むことができました。 

農縁や畑も地域のふれあいに貢献できていますが、いのちを育み、いのちを頂くという大切な取り

組みも日々の活動の中でしっかり根付いてきています。しかし、現在の状況では、農縁か畑のどちら

かを辞めなければならないかと考えています。1 年かけて、どうするのか考えたいと思います。 

 

＜元気な子ども・元気ななかま・元気なスタッフを目指して＞ 

産業医（山口卓雄先生）に入って頂くことになりました。子どもたちやなかまたちの健康診断を基

に、医師と本人との話し合いや注意点など指導を受けています。 

 

＜つなぐ＞ 

相談事業は、外部の計画立案だけではなく、親の思い、当事者の思いに寄り添うことや対応等につ

いても学ばされました。ただ、相談件数が増えているので、もっと一人ひとりへの丁寧な支援ができ

るようにしなければと考えているところです。 

 

＜スタッフ研修の充実＞ 

スタッフ研修も充実していこうと、OJT や新入社員のフォローアップ以外に、下記の様なプログラム

で行いました。 

 

  

全体 みのり 学童・ありんこ園

4月26日 □事業・諸活動年間計画 □ケガの応急処置について □新年度会議

□虐待防止・早期発見　【off-JT】虐待とは？（講師：山下うらら）

□ヒヤリハットマップの振り返りと対策 □保育士連盟研修

5月24日 □とら太総会 □感染症について（講師：土肥和美）

□第一次救命処置研修（消防署等）

6月21日 □交流会 □【off-JT】 □視察研修

□事例検討会（寺田・牧野）　（担当：有馬・下村）

7月29日 □夏休みの計画 □人事考課・職員面談 □きょうされん職員研修 □保育士連盟研修

□キャンプ □危機管理マニュアルの読み合わせ（担当：清本）

8月17日 □夏休みの活動 □愛着障害研修会　（講師：坂口明夫氏）

8月31日 □職員全体研修 □一学期の振り返り □一学期の振り返り

□ヒヤリハットマップの振り返りと対策

9月27日 □事例検討会（丸目・平田）　（担当：須川・榎園）

10月21日 □運動会 □人権学習会（講師：柳） □きょうされん全国大会 □放課後児童クラブ

１１月 □妙見祭 □ハラスメント防止の徹底【off-JT】（担当：佐々木） □苦情解決研修 □保育士連盟研修

□虐待防止研修

１２月 □クリスマス会 □国会請願署名について　【off-JT】署名項目の学習（講師：山下うらら）

１月 □職員全体研修 □二学期の振り返り □二学期の振り返り

□きょうされん職員研修 □保育士連盟研修

２月 □ヒヤリハットマップの振り返りと対策 □きょうされん九州大会 □視察研修

□腰痛予防講座（担当：中野）、研修報告（担当：山下達） □学童保育研修

３月上旬 □卒園式 □とら太の会で働くということ（具体的な支援法方法・応急処置） □年度振り返り □年度振り返り

□入園式 □理念（法人・各部署）・基本方針 □保育の自己評価

３月下旬 □業務分掌 □新年度計画骨子説明

□法令

□職員行動指針

時期 職員会議必須議案
研修事項



２ 事業の実施に関する事項 

（１） 特定非営利活動に係る事業 

事業名 事業案内 
実施 

日時 

実施 

場所 

従事 

者数 

受益対象者 

の範囲数 

支出額    

(千円) 

「障がい」の有無を

問わない保育に関す

る事業  

・ありんこ園の運営 

・一時預かり事業 

随時 

通年 
八代市 18 名 

23 名 

1 名 
28,078 

「障がい」の有無を

問わない学童保育に

関する事業 

・学童保育とら太 

 学習援助と生活指導 

・タイムケア 

（放課後預かり事業） 

随時 

通年 
八代市 

7 名 

 

2 名 

小学生 

35 名 

小中高生 

8 名 

11,103 

「障がい」者の自立

支援に関する事業 

・就労継続支援Ｂ型 

・生活介護 

・自立訓練（休止中） 

通年 八代市 17 名 
Ｂ型 25 名     

介護 13 名 
60,429 

「障がい」の有無を

問わない幼児から高

齢者までの一時預か

りや緊急宿泊サービ

スに関する事業 

・ふれあいホーム             

居場所として提供 
通年 八代市 3 名 43 名 0 

「障がい」児・者の

相談支援に関する事

業 

・計画相談事業所 とら太 

・ちょっとよってみなっせ 
通年 八代市 4 名 延べ 696 名 9,671 

「障がい」児・者を

問わず、共に集い学

びあう事業 

・とら太交流会・運動会  

・地鎮祭 ・上棟式 ・落成式 

・クリスマス会・学習会 

・人権フェスティバル 

・合同キャンプ 

・とら太食堂 

・とら太ふれあい農縁 

随時 八代市 51 名 

参加者延べ

2,070 名 

（宿泊 58 名） 

0 

「障がい」の有無を

問わないグループホ

ームに関する事業 

・暮らしの学習会に参加 

・グループホーム・ショートステ

イ視察見学 

随時 

八代 

芦北 

氷川 

１名  ４名 0 

上記事業に関する情

報提供 

・毎月通信を発行し、会員へ配布 

 地域の方へありんこ園の園児

やみのりの社員が一軒一軒訪

問して配布 

・月４回の古紙回収の際、現況や

取り組みなど便りにして配布 

通年 八代市 30 名 

通信配布 

83 名／月 

 

 

便りの配布 

163 軒／月 

0 

その他、この法人の

目的を達するのに必

用な事業 

・当会の目的や理念を伝えるた

めの講演活動や、みのり社員が

八代市内の 56 軒を訪問しなが

ら古紙回収活動を行う。 

通年 八代市 5 名 

講演活動 

18 回 

回収 

56 約軒 

0 

 

 


