


私たちの基本理念

われわれは、「愛と献身」を基本方針とし、

利用者のこころとからだを癒し、

安全で品質の高い介護サービスを提供することで

地域社会に貢献する。

経営基本方針
●　地域の福祉ニーズを把握し、多様なニーズに合った

　　高い介護技術確立し、利用者への福祉サービスを提供する。

●　法人として、リスク管理体制を確立し、安心・安全なサー

　　ビス提供に努める。

●　全職員の守るべき法令、規範、倫理を理解し、公正・公平

　　な法人運営を行う。

●　幅広く優秀な人財を採用し、職員の教育と資格の取得を支援

　　することで人財育成に取り組む。

●　健康経営を会推進し、職員の安全と健康を確保するために

　　健康づくり支援に努める。



あいさつ

日頃より社会福祉法人 天神会の事業に対しまして、ご利用者様はじめご家族様、

地域の皆様、多くの方々に温かいご支援とご協力をいただき、心から厚くお礼申

し上げます。 

新型コロナウイルス感染症の拡大、変異株の発生など全世界での混乱が続いてい

る中、最前線に立つ医療関係者や介護現場に心から敬意を表しますとともに一日

も早い終息を願っています。

これからも地域とともに歩み、地域の皆さまから信頼され、地域に貢献する法人

として努力していきたいと考えております。今後とも皆さま方の温かいご支援を

お願いいたします。

－天神会SDGｓ宣言－

社会福祉法人天神会は、2021 年 9月 1日にＳＤＧｓに取り組むことを宣言しま

した。　

地球は社会および環境の面で大きな課題に直面していると言われています。世界

中の多くの国が２０３０年に向けて世界的な優先課題および世界のあるべき姿を

明確化し、各国政府合意のもと、世界規模の課題を国の垣根を越え、共通目標で

進めています。それがSDGｓです。

私たちはこれまでも、福祉に携わる法人として地域のために活動して参りました。

そして今、SDGsに貢献していこうという目標を新たに掲げ、今まで以上に前進

していきたいと思います。 小さなことでも地道な努力をつみ重ねることが大事だと

考え、できる範囲で活動内容を広げようと考えています。

2021 年 9月 1日
社会福祉法人天神会　
理事長　　伊藤俊介
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1　地域の人とつながる

〔出前講座〕地域のニーズにこたえる

リハビリ・看護・介護・ケアマネジャーなどの専門職員が地域に出向き、

地域の皆さんへ出前講座を行っています。

転倒予防教室

感染予防講座

地域の皆さんからのご要望にお応えしています。

肺炎予防について

介護のコツ！

転倒予防教室

要介護とならないための基礎知識

講座メニュー

認知症について

家庭で気を付ける感染予防



2　地域の人たちと助け合う

〔フードドライブ〕　
〔生活困窮者支援〕「困りごとに」対応する

他法人と共に「笠岡市社会福祉法人連絡会」

を立ち上げ、初めての取組みとして、「フー

ドバンク＆フードドライブ」に取り組んでい

ます。

フードバンク＆フードドライブとは、今まで

は廃棄していた食材を、必要な個人や福祉団

体に提供し、食品ロスを減らすと共に、必要

な人に活用してもらう取組みです。天神会で

は、皆様から食料をご提供いただき、地域に

お住まいの方々のお役に立ちたいと考えてい

ます。

〔生理の貧困に対する支援〕

新型コロナウイルス感染拡大の影響が日本経

済に大きな影響を及ぼしている中、アルバイ

トの女子学生やパートの女性などが、自宅待

機や勤務時間の短縮を余儀なくされるなどし

賃金が著しく減少したために生理用品の購入

をためらう女性がいることを「生理の貧困」

として、コロナ禍における新たな課題となっ

ています。この課題に対し、早速笠岡市へ生

理用品をお届けしました。

※Apple Café 女子トイレにも設置しています。



3　地域環境を守る　

〔道路アダプト事業〕　住みやすいきれいなまちづくり

「おかやまアダプト」事業に参加しています。

清掃美化活動を通して、岡山県の共有財産で

ある道路・河川・海岸・公園への愛着心を深

めるとともに、公共施設利用の際のマナー向

上を図ることを目的としています。

道路・河川・海岸・公園の一定区間のゴミ拾

いや除草などの清掃美化活動を、職員有志が

定期的に行っています。



4　社会に貢献する

〔ピンクリボン自販機設置〕
〔ベルマーク収集〕
〔施設の備品やスペースの貸出〕

各施設の備品や地域交流スペース等を
入居者様の暮らしに支障のない範囲で、
地域の皆様に貸し出しています。

○ 介護関連
車椅子、リクライニング椅子、杖、歩行器

○ 娯楽・レジャー関連
カラオケ機器、テント、ブルーシートなど

○ その他
長机、パイプいす、紅白幕、電源ドラム、ハンドマイク、投光器、プロジェ
クター、スクリーン、机台車、扇風機、万国旗、人工芝、草刈り機など

売上の一部を寄付しています

楽しく集めて地域の学校へお届けしています



〔女性が働きやすい環境づくり〕
〔ダイバーシティの取組〕

地域と職員の子育て世代をサポートする

ために、笠岡市認可保育園クレヨンKIDS

を開園し、お子様を安心安全にお預かり

しています。

地域の母子サークルの皆さんとの交流も

積極的に行っています。

5　働きやすい職場づくり

地域のシニア層の方や障害者の方を積極的に雇用しています。

働くパートナーとして

障害者雇用が義務付けられているなか、
天神会は法定雇用率 2.3％をこえる 2.67%と
なっています。



組織概要

● 法人名

● 所在地

● 設   立

● 理事長

● 運営事業所

● 利用者数 (定員 )

● 従業員数

● 総敷地面積

社会福祉法人　天神会

：岡山県笠岡市神島 3628-16

：1980 年 10月

：伊藤　俊介

：全 17事業所

：入所　560名

：通所　140名

：411 名（2021 年 9月 1日現在）

：55,524 ㎡



施設一覧

特別養護老人ホーム天神荘

天神荘ショートステイ

天神荘ホームヘルプサービス   

天神荘指定居宅介護支援事業所

軽費老人ホーム ケアハウスこうのしま

天神介護老人保健施設 

天神老健デイケアセンター    

こうのしま介護老人保健施設 

こうのしま老健デイケアセンター 

障害者支援施設こうのしま荘 

障害者支援施設こうのしま荘（短期入所）

こうのしま荘地域活動支援センター   

日中一時支援事業こうのしま荘

こうのしま荘障害者相談支援センター    

就労継続支援Ｂ型 Apple [ アップル ]  

サービス付高齢者向け住宅Prince Court

天神会 本部 

天神荘デイサービスセンター  

笠岡市神島 3626 番地 7　   tel 0865-67-4111  fax 0865-67-2155

笠岡市神島 3626 番地 7　   tel 0865-67-4111  fax 0865-67-2155

笠岡市神島 3626 番地 7　   tel 0865-67-1456  fax 0865-67-2155

笠岡市神島 5300 番地 2　   tel 0865-67-5599  fax 0865-67-5501

笠岡市神島 3626 番地 7　   tel 0865-67-5566  fax 0865-67-4121

笠岡市神島 3626 番地 8　   tel 0865-67-6011  fax 0865-67-2387

笠岡市神島 5300 番地 2　   tel 0865-67-5500  fax 0865-67-5501

笠岡市神島 5300 番地 2　   tel 0865-67-6100  fax 0865-67-5501

笠岡市神島 3628 番地 3　   tel 0865-67-6112  fax 0865-67-5537

笠岡市神島 3628 番地 3　   tel 0865-67-2323  fax 0865-67-2330

笠岡市神島 3628 番地 3　   tel 0865-67-6111  fax 0865-67-5536

笠岡市神島 3628 番地 3　   tel 0865-67-6111  fax 0865-67-5536

笠岡市神島 3628 番地 3　   tel 0865-67-6113  fax 0865-67-5536

笠岡市神島 3628 番地 3　   tel 0865-67-6113  fax 0865-67-5536

笠岡市神島 3628 番地 3　   tel 0865-67-6113  fax 0865-67-5536

笠岡市神島 3628 番地 16　 tel 0865-67-5515  fax 0865-67-6121

笠岡市神島 5666-1　         tel 0865-67-4000  fax 0865-67-5300

笠岡市神島 3628 番地 16    tel 0865-67-4122  fax 0865-67-6121
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