
会社概要案内会社概要案内
社名 ： 株式会社アクロス社名 ： 株式会社アクロス

所在地 ： （本　　　社） 鹿児島市桜ケ丘５丁目 32-2所在地 ： （本　　　社） 鹿児島市桜ケ丘５丁目 32-2

　　　 　　 （沖縄営業所） 沖縄県宜野湾市我如古３丁目 15-27　　　 　　 （沖縄営業所） 沖縄県宜野湾市我如古３丁目 15-27

組織体制 ： 「株式会社アクロス組織図」 の通り組織体制 ： 「株式会社アクロス組織図」 の通り

事業内容 ：事業内容 ：

1. 福祉コンサルタント事業 （認可保育園、 認定こども園など）1. 福祉コンサルタント事業 （認可保育園、 認定こども園など）

　　主に鹿児島県内の認可保育園、 認定こども園を対象にコンサルタント業務に従事　　主に鹿児島県内の認可保育園、 認定こども園を対象にコンサルタント業務に従事

・ 保育所等のコンサルタント・ 保育所等のコンサルタント

　（経営相談、 事業拡張、 情報提供、 職員処遇の相談、 施設整備に関する相談）　（経営相談、 事業拡張、 情報提供、 職員処遇の相談、 施設整備に関する相談）

・ 経理事務の請負業務・ 経理事務の請負業務

・ 監事監査、 指導監査等の立会 ・ 理事会、 評議員会等で必要な情報の提供、 説明等・ 監事監査、 指導監査等の立会 ・ 理事会、 評議員会等で必要な情報の提供、 説明等

・ 社会福祉法人創設、 事業所創設、 事業所の追加等の業務支援・ 社会福祉法人創設、 事業所創設、 事業所の追加等の業務支援

・ 定期的な最新ニュース （法改正、 助成金） や情報の資料提供サービス・ 定期的な最新ニュース （法改正、 助成金） や情報の資料提供サービス

2. 労働者派遣事業 （派 46-300152）2. 労働者派遣事業 （派 46-300152）

　　主に認可保育園、 認定こども園へ保育士派遣及び経理事務派遣　　主に認可保育園、 認定こども園へ保育士派遣及び経理事務派遣

3. 有料職業紹介事業 （46- ユ -300146）3. 有料職業紹介事業 （46- ユ -300146）

　　主に認可保育園、 認定こども園へ保育士及び経理事務の有料職業紹介　　主に認可保育園、 認定こども園へ保育士及び経理事務の有料職業紹介

会社概要案内会社概要案内

セールスポイント ：セールスポイント ：セールスポイント ：セールスポイント ：

1.　代表取締役 ： 山野徳幸

経歴 ：

①　ソフトウェア販売会社勤務 （在職期間 ： 19 年）

　　社会福祉施設 （介護、 障害、 保育など） への業務用ソフトウェアの販売、 保守管理特に認可保育園を専門に従事していた。

②　トータルサポートアクロス設立 （6 年間）

　　鹿児島県内の認可保育園を対象にコンサルタント業務に従事

③　株式会社アクロス設立 （平成２４年１１月１日～現在に至る）

　　主に鹿児島県内の認可保育園、 認定こども園を対象にコンサルタント業務に従事

これまで行ってきた主な業務内容 ：

①　公立保育所の民営化申請業務支援

②　認可外施設の認可申請業務支援

③　社会福祉法人創設申請業務支援

④　保育所、 認定こども園、 児童発達支援事業所等の認可申請業務支援

⑤　指導監査、 監事監査、 理事会、 評議員会等の立会い及び資料作成支援、 説明等

⑥　会計確認、 職員処遇や運営に関する相談業務

⑦　県や市町村等への提出書類確認や作成支援

⑧　認可保育園理事長園長向け研修 （鹿児島市、 霧島市、 種子島、 屋久島）

⑨　是正勧告法人の業務改善支援業務 （調査、 改善作業、 報告）

社会福祉施設との取引業務は通算２８年の経験があり、 専門的なコンサル業務でも１５年の経験があり理事長、 園長、 理事、 監事、

評議員との係りや監査立会での行政との関係性、 信頼関係を確立してきた。

指導する側、 指導される側のポイントを熟知している。

２. スタッフ

①　コンサルスタッフ　5 名

②　営業　　　　　　　　　1 名

③　経理事務スタッフ 3 名

④　経理　　　　　　　　　1 名

⑤　派遣管理者　　　　 1 名

⑥　保育士　　　　　　　 7 名

◆株式会社アクロス　組織図

代表取締役社長

取締役取締役常務

福祉コンサルタント事業 労働者派遣事業 有料職業紹介事業 施設整備事業

ＯＡ機器販売事業主任コンサルタント

福祉コンサルタント（社員）

派遣元責任者

派遣管理責任者

職業紹介責任者

派遣労働者（社員）

職業紹介管理責任者

求職者

取締役会

福祉コンサルタント事業

沖縄営業所

令和3年12月開始
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社会福祉法人認可保育園、 認定こども園のトータルサポートを行っている会社です。

専門的なコンサル業務でも１５年の経験があり理事長、 園長、 理事、 監事、 評議員

との係りや監査立会での行政との関係性、 信頼関係を確立してきた。 指導する側、

指導される側のポイントを熟知している。

また、 長年の経験で培ったコミュニケーション能力で、 専門的な相談もスムーズに

対応している。

過去３年間の鹿児島県委託事業に関する実績としては、 下記の通り。

1. H30 年度鹿児島県魅力ある保育環境構築事業にて施設への個別訪問実施

2. H31 年度鹿児島県魅力ある保育環境構築事業にて施設への個別訪問実施

3. H31 年度鹿児島県魅力ある保育環境構築事業にて実践セミナー実施

4. 令和２年度鹿児島県子育て支援員研修事業受託実施 （通常開催 ・ 追加開催）

5. 令和 3 年度鹿児島県認可外保育施設巡回支援指導事業業務委託

6. 令和 3 年度子育て支援員育成セミナー業務 （大島郡広域組合主催）

7. 令和 3 年度鹿児島県子育て支援員研修事業受託 （通常開催）

株式会社アクロス

・ 福祉コンサルタント事業

・ 労働者派遣事業 ( 派 46-300152)

・ 有料職業紹介事業 (46- ユ 300146)

・ ホームページ制作

・ OA 機器販売事業

・ 施設整備事業

・ AcrossMarineClub

Total Support Across
〒891-0175 鹿児島市桜ケ丘 5-32-2

☎099-202-0344 ・ FAX099-202-0955

アクロス HP　 http://across-consul.com

アクロス JOB http://across-consul.com/job/

Facebook　 https://www.facebook.com 

・ アクロス JOB

・ ライン友達追加

AcrossMarinClub

・ アクロス HP


