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2012年6月16日(土)、法人全体研修会を行いました。講師に芳賀デンタルクリニック 芳賀 定
先生をお招きして、今回は「口腔ケアの大切さ」についてお話をしていただきました。
前回の「摂食嚥下困難な方へのアプローチ」に続いた内容であり、障がいを持つ方にとって口
腔内の衛生への配慮がいかに大切であるか、また、口腔ケアを上手に行えることにより、あらゆ
る面において、良い影響を与えられることなど、教えていただきました。
さらには、私たち介助者の支援方法の例として、利用者を連れだって病院等に行く場合に、ど
の様な声かけを行って不安を和らげるのか、どの様な行動や言動をどうするべきか、歯磨き介助
の際に自立を促す為にどう支援をすべきかなど、すぐに実践できるよう、わかりやすく解説して
頂きました。
歯磨きの実演では、どのような順番にて行うかということだけでなく、なぜそのような順番で
行うべきなのか、その理由も解説していただきました。歯磨き介助をする上で、利用者の皆様の
負担を、少しでも和らげられるように又、ご本人の気持ちになって支援できる、よい勉強になっ
たと思います。
この研修を聞いたみなさんの感想をまとめました。
・日本が、口腔ケアの意識が乏しいこともあり、先進国にも関わらず肺炎による死亡率が高い
ことを初めて知り、また、口腔ケア不足が肺炎他日常よく聞く病気を引き起こす要因である
と知り大変驚きました。
・支援員皆で、共有できたことにより口腔ケアの大切さから、利用者支援のレベルアップが図
れたら良いと思いました。
・利用者の特性を知り、コミュニケーションをとり、感覚や自制心・我慢をすることを習慣づ
けていくことの大切さを知ることができました。
・以前、利用者を伴って病院へ行った時のことを思い出しました。待ち時間の間、本人の興味
のあることをしたりしていましたが、今となってはよかった行為だったのかと考えさせられ
ました。
・お茶のスプレーを首に下げ、昼夜を意識させて口腔ケアにつなげるお話、シャワーでもケア
の第一歩につながるというお話は今日からでも実践できる知識だと思いました。
・自分自身の毎日の生活に密着したとてもためになる内容だと思いました。
・親身な関わり、その人の身になって必要なところはお手伝いしていく姿勢を崩さずに努力し
ていこうと思います。
…等たくさんの感想が寄せられました。今後の支援活動に活かしていきたいと思います。
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2011年度決算報告
貸借対照表
2012(平成24)年 3月31日現在
資産の部

金額

（単位:千円）

負債の部

金額

【流動資産】

76,637 【流動負債】

13,639

【固定資産】

7,648 【固定負債】

18,200

【投資その他の資産】

2,332 【基本金】

資産の部合計

1,000

【当期正味財産】

51,446

純資産の部合計

52,446

84,286 負債及び純資産合計

84,286

決算報告書
自2011年4月1日 至2012年3月31日
勘定科目

前年度決算

（単位：千円）

予算

決算額

正会員・賛助会費・寄付金

1,541

1,370

604

自由契約収入

4,916

5,331

5,157

140,612

182,250

186,408

1,407

23

37

148,476

188,974

192,208

103,219

134,153

117,874

37,080

42,381

42,312

140,299

176,534

160,186

8,177

12,440

32,021

収 障害者福祉サービス等
入
事
受取利息・渉外費等
業
収
事業収入Ａ
支
人件費
支 諸経費
出
事業支出小計 B
事業収支差額Ｃ＝（Ａ－Ｂ）

事業外収支
勘定科目

前年度決算

収 長期借入金（債権）
入 事業外収入合計 Ｄ

決算額

0

0

0

0

0

0

720

720

1,220

0

8,468

8,468

550

0

0

3,265

5,632

5,728

4,535

14,820

15,416

-4,535

-14,820

-15,416

収入合計（Ａ＋D）F

148,476

188,974

192,208

支出合計（Ｂ＋E）G

144,834

191,354

175,602

3,642

-2,380

16,605

借入金返済
債権返済積立金
支 固定資産売却損・処分損（売却減価）
出
車両・什器備品積立金（減価償却費）
事業外支出合計 Ｅ
事業外収支差額Ｆ＝（Ｄ－Ｅ）

全体収支差額（F－G）
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2011年度事業報告 法人全体概要
重点課題の取り組みについて
（１）法人の運用管理統制の見直しと構築
今年度は、安定した事業運営を目指し、管理体制・処遇改善等の見直しに着手するが進歩状況
は遅々としている。
（２）法人所有又は賃貸での多機能又は事業に適した、新拠点の設置
法人施設については、所有には至らず賃貸のみとなる。法人所有に向けては、特定非営利活動
法人としての検討が重視される。
（３）学校卒業後の生活支援に関する事業実施及び検討
成人事業については、平塚支部での事業安定をめざし職員一同従事した。また、新体制への移
行を考慮し、且つ将来的に茅ヶ崎支部での事業展開も視野入れながらの事業を行った。
（４）法改正に伴う関係機関との連携と、より円滑な事業体制への取り組み
制度が目まぐるしく変わる中、運営安定及び地域の利用者の皆様に安心して利用して頂くよう、
随時関係機関との連携を図った。
（５）職員への雇用条件等の改善と研修・会議を充実し、意識を高める
職員の処遇等に関しては、上記にも記載したが遅々としているが、改善に向けて行う。外部団体
との連携及び法人内での研修への取り組みを行った。今年度は、2回法人全体研修を実施し、職員
の意識向上に努めた。
（６）幅広い専門的分野の人材確保
事業展開を行うため求人等で人材確保を継続的に行うが、事業安定につながる人材確保には至
らなかった。引き続き重点課題として取り組む。

事業運営
事業所名

所在地

事業種別

事業（サービス）名

サービス提供地
域

本部

南原 法人本部業務、総務（経理・労務・庶務）
障害福祉サービス 居宅介護、重度訪問介護、行動援護、移動支援
パーソナルサー
萩園 児童福祉サービス 育児支援家庭訪問事業（茅ヶ崎のみ）
茅 ビスセンタート
ヶ ムトム
自由契約
パーソナルサービス、宿泊サービス
崎
支 あいあいクラブ 萩園 障害福祉サービス 児童デイサービス
部
茅ヶ崎市日中一時支援事業（学齢児・成人）、児童デイサービス、学校
ゴロゴロクラブ 赤羽根 障害福祉サービス
分場事業
えぽっくハウス
障害福祉サービス 生活介護事業、県サポート事業、平塚市日中一時支援事業
平
南原 障害福祉サービス 居宅介護、重度訪問介護、行動援護、移動支援
塚 ぶんぶん
支
自由契約
パーソナルサービス、宿泊サービス
部
ゆうゆうクラブ
御殿 障害福祉サービス 平塚市障がい児タイムケア事業

総

茅
ヶ
崎
市
、
寒
川
町
平
塚
市

括

法人が設立してから、この数年の間に児童から成人。パーソナルから小集団へと事業内容が拡大して
きている。
法人とし、理念に沿う事業を継続するには、どう向き合うかが問われる時期となる。
職員への生活保障・健康維持等も改善しつつ、事業安定に向けた取り組みを行う。
委員会を通し、職場の安全衛生への意識や広報による関係機関・利用者等への法人の取り組みを周知
し、研修による職員のスキルアップを目指していく。
昨年、3月11日の東日本大震災があり、夏には神奈川県に台風が直撃した。その影響で停電被害や公
共機関が止まり、相模川を渡すメインの橋が封鎖になり、交通機関が大混乱するなど、2011年は自然災
害が多い年であった。法人としても、安全対策の意識を高めるために、各支部で話し合いを持ち、避難訓
練の実施を行い、避難用具の見直しをかけて各支部に設置した。今後も引き続き実施していく。
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石井

深山

学

ふかやま ゆみ

いしい まなぶ
趣味

野球

座右の銘

感謝の心

趣味

海外のドラマ・雑貨・食べ物

座右の銘

継続は力なり

幸せを感じる レッドカレー・ヤムウンセ
食物
ン・サラダ

幸せを感じる
牛タン
食物

今年の１月から本部でお世話になっている深
山裕美です。
福祉のお仕事に携わるのは初めてで、不安も
たくさんありますが新しいことを学んでいき
たいと思う意欲は十分にありますので、皆様
ご指導よろしくお願いいたします。
本部所属ですが、もっともっと利用者の方
とコミュニケーションがとりたいな・・・と
ひそかに思う私です。

４月より嘱託職員となりました石井 学です。
以前は高齢者に福祉用具をレンタルする仕事
に就いていました。
利用者さんの笑顔を引き出せるよう、常に全
力で頑張って行きたいと思います。まだまだ
社会人としても未熟ですが、どうぞ宜しくお
願い致します。

守屋

裕美

裕美子

野口

次郎

もりや ゆみこ
のぐち じろう

趣味

お菓子作り

座右の銘

悪いことの後にはいいことが
必ずやってくる

幸せを感じる
アイス
食物

海釣り

座右の銘

苦労なくして得るものなし

子育て

幸せを感じる
自分で釣った魚の刺身
食物

４月に非常勤職員から本部常勤職員となりま
した守屋裕美子です。
トムトムに入職して１年半が経ちますが、い
つも利用者さんの笑顔に癒され、楽しくお仕
事させてもらっています。裏方として、利用
者さん・支援員のみなさんの少しでもお力に
なれるよう、頑張って行きたいと思いますの
で宜しくお願い致します。
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趣味

６月より嘱託職員として採用して頂きました
野口次郎です。
最近の６年間、沖縄県宮古島でダイビングイ
ンストラクターをしていました。
のんびり生活でボーッとしていますが、頑張
りますのでどうぞよろしくお願い致します。
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平塚市在住
息子の輪(りん)は自閉症で、重い知的障がいを持っています。
現在、湘南養護学校の中学部三年生です。
小さいころはとにかく多動がひどく…ただただ毎日大変で、壮絶で…楽しい思い出
の一つさえ残っていません。「こんなにひどい子は見たことない」といろいろな人に
言われ、苦しくて、辛くて、「もうこんな生活から逃げたい」そんな思いの日々でし
た。
「息子のために何かしてあげたい」とか「少しでも状態を良くしてあげたい」とい
う気持ちにさえなれず…息子と一緒にいるのが苦痛でしかありませんでした。
そんな息子も今では立派に成長しつつあります。
現在、日々仕事に追われ、疲れ果てている私をサポートしてくれるまでになってい
ます。食事の支度、後片付け、ごみの分別、ごみ捨てなど、自ら進んでやってくれて
います。私が脱ぎ捨てた服なども、知らないうちにちゃんと洗濯機に入れてくれてい
ます(笑)

あんなに手に負えなくて、もうお手上げ状態でしかなかった子が…。

今では、私が疲れているのをちゃんと理解して、自分なりに協力しようという気持
ちさえ持つようになったようで…。本当に息子に助けられていると言っても良いで
しょう。
小さいころは、毎日のように、輪に対してイライラし、怒鳴ってばかりいました
が、今では怒ることもほとんどなくなり、逆に「ありがとう」「輪は優しいね」とい
う言葉をかけるのが当たり前のようになりました。
トムトム平塚支部の事業所の一つ、ゆうゆうクラブには、中学一年生の時からお世
話になっています。本当に色々と助けられています。スタッフのきめ細かい対応、母
親の私までに対しての気づかい、そのおかげで輪も成長し、母も穏やかな気持ちでい
られるのだと思います。
この場を借りて、お礼を申し上げます。本当にいつも助けてくださり、ありがとう
ございます。
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この４月より、障害福祉に関する制度の一部が変更され実施されています。
また、つい先日（６月２０日）、障害者自立支援法を改正する形で「障害者総合支援法」とい
う法律が国会の審議を経て成立しました。
ここではこの４月からの変更点（一部 それ以前）について、いくつかあるポイントを書かせ
ていただきます。
○障害者の範囲の見直し
→発達障害者が障害者の範囲に含まれることが法律上明示されました。
○障害児支援の強化
放課後等デイサービスが創設されました。
→具体的には、あいあいクラブとゴロゴロクラブの事業が変更になりました。
※児童デイサービスは廃止され 新しく事業が創設されました。
○相談支援の充実
国の基準で実施する事業（移動支援などを除くヘルパー事業のサービス、放課後等デイサー
ビス、生活介護など）を利用される方については、今後 ３年間（平成２７年３月末まで）で指
定相談事業所においてサービス利用計画を策定することが義務づけられました。それに伴って
サービスを利用する際に必要な支給決定の手続きも変わっていきます。
○同行援護（視覚障害のかたの外出付き添いの支援）、グループホーム・ケアホーム利用の際の
家賃補助（平成２３年１０月より実施すみ）の創設など
他にも変更点などはあり、障害者総合福祉法も来年の４月から施行される予定です。（この
４月から実施されている変更点については、障害者総合福祉法が実施されても、引き継がれる内
容になっています。）めまぐるしく制度がかわる状況はここ１０年近く変わりませんが、制度が
変わっても、利用者の皆さんが安心して利用できる事業運営を目指していきたいと思っておりま
すので、よろしくお願いいたします。

茅ヶ崎支部

５月１８日(金)と５月２５日(金)の二日間、２０１２年夏に向けての
衛生の講習を今年も行いました。講師を務めたのは、生活介護事業
えぽっくハウスの看護師 工藤明美氏。食中毒の予防法・感染症予防
法・効果的な手洗いの他に、てんかんの発作時の対応方法・夏バテを
しない為の水分補給と食事など、約１時間半を有効に使って、今まで
の支援の経験も交え説明いただきました。実演等も組み込み、とても
解りやすいものでした。
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課長

本間

太郎

今年度（２０１２年度）より、展示即売会「てんそく」に参加
しています。４月にもイベントがあり、売り上げも昨年度迄に
ない好調なものとなりました。
夏の「てんそく」での販売は、７月３日・４日でこの広報誌の
発行日と重なってしまいました。秋にまた開催される予定で
す。イベントの開催日や場所は平塚市の広報等にも掲載が
されます。
是非、えぽっくハウスのメンバーたちが製作した商品をお
手にとってご覧ください。

昨年度は、平塚養護学校の夏祭りと文化祭に参加をさせて
頂きました。良い写真がとれず、活動のイメージを載せること
ができませんでしたが、大盛況に終えました。
今年は湘南養護学校の学校行事にも参加させていただく予
定です。どうぞ宜しくお願いします。

個別での注文お受けし
ています。
お電話でのご依頼もお
受けしております。
℡ 0463-71-6171

平塚駅南口の正面道路を３００ｍ程歩き、右に曲がると見えるお
店です。ご厚意で、えぽっくハウスの植木鉢の販売をして頂けること
となりました。温かみがあって、とても良い雰囲気の店内で販売する
ことが出来て幸いです。
ハンコや、それに伴う小物を扱っており、ディスプレイも可愛らしくて
素晴らしいです。是非一度お店へ☆
えこポットの値段は、えぽっくハウス内で購入
する時と同額の２００円です。
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交通安全講習会

夏季休業のお知らせ

６月２９日(水)に、平塚警察署 交通課 田中警部補
を招き、交通安全講習会を行いました。
「酔っ払いを体験できる不思議メガネ」を体験。
簡単なキャッチボールをしてみると、思った方向
に投げられなかったり、ボールが取れなかったり
で、職員はアタフタしてしまいました。
車の運転時は飲酒運転はもちろん、携帯電話・ス
ピード・死角などにも注意しましょう。
また、平塚市・茅ヶ崎市では自転車の走行もかな
り多いですね。自転車は軽車両に分類されていま
す。車同様、自転車に乗る人も交通ルールを必ず
守りましょう。

８月１３日(月)～８月１７日(金)

トムトム（茅ヶ崎支部ﾍﾙﾊﾟｰ事業所）の
事務所が移転しました。
住所：茅ヶ崎市萩園1603-5
ｵｰﾃｯｸﾙﾐﾈ 103号室
電話：０４６７－８４－０８０６
FAX：０４６７－５５－９２１５

ご支援ありがとうございます！
２０１２年３月～２０１２年６月現在
◆個人◆
小川様/嘉山様/鈴木様/山本様/田中様/原様/石井様/飯田様/中島様/馬庭様/幸崎様/藤田様/宮川様
河合様/石野様/佐藤様/長谷川様/藤嶋様/山本様/宮岡様/加藤様/倉谷様/高田様/長島様/吉田様
沼田様/小泉様/佐野様/清水様/石井様/後藤様/白濱様

◆団体◆

㈱浅沼建設様

◆平塚市の 加藤貴透 加藤久美子 様より◆
トムトムで使用出来たら是非、と冷蔵庫とこたつの寄付を
いただきました！どうもありがとうございました！
ご家庭で使用していない物でまだまだ使えるのに…。
といったものがございましたらご相談頂ければ幸いです。
今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

賛助会員を募集中です！
【個人・団体共に】 年間1口：３，０００円（何口でも結構です）
【郵便口座番号 】 ００２９０－３－４７０４２
【口座名義】特定非営利活動法人ﾊﾟｰｿﾅﾙｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰﾄﾑﾄﾑ

ホームページもご覧ください。
http://www.npo-tomtom.com/
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特定非営利活動法人
パーソナルサービスセンタートムトム
神奈川県平塚市南原２-４-５
マインズビル１階
電話 ０４６３－３７－２０１２
FAX ０４６３－３７－２０１３
Email: houjin@npo-tomtom.com

