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愛の灯台基金だより／日誌抄録・感謝のコーナー

～ あ の 感 動 を 忘 れ な い ～～ あ の 感 動 を 忘 れ な い ～



パラスポーツとは…
　障害者が行うスポーツ全般を指す言葉です。 パラスポーツというハン

ディがあるために、 健常者のスポーツに比べてレベルが高くないと感じて

しまいますが、 実際にはかなり高いレベルです。 パラリンピックでもその

すごさに感動しました。

　今回はパラスポーツの中のいくつかの競技を紹介したいと思います。

視覚障害者を対象にしたチーム球技です。

1 チーム 3人の選手がアイシェード （目隠し） を着用して戦います。 攻撃はコート内

で鈴入りのボールを転がしたり、 バウンドさせて相手ゴールにボールを投球したりしま

す。 前後半各12 分で争います。

守備は、 鈴の音や相手の足音を聞き分け、 体全体で防御します。

選手が音を頼りにプレイするので、 観客には静かに見守ることが求められます。

ゴールボールゴールボール

テコンドーはスポーツの祭典から正式競技となりました。 蹴り技

を特徴とする格闘技で、 上肢に切断や機能障がいのある選手

が対象となります。 障害の程度により４つのクラスに分け男女

別に体重階級制で競います。 スポーツの祭典特有のルールと

して、 胴部への足技だけが有効な攻撃で、 頭部への蹴りは反

則になります。 相手と至近距離で繰り出される蹴りの応酬は迫

力満点。 力強さとスピード感が見どころです。

テコンドーテコンドー

イタリア語で 「ボール」 を意味するボッチャは、 重い障害のある人の

ために考案されたパラリンピック特有の競技です。 ジャックボールと

呼ばれる白いボールを投げた後、 対戦する両者がそれぞれ赤と青の

6個のボールを投げあい、 自球をジャックボールにいかに近づけるか

を競います。 ルールの類似性から、「地上のカーリング」 とも呼ばれ、

将棋やオセロのように戦略性も高く、 一発逆転もあり最後まで目が離

せません。

ボッチャボッチャ

障害のある選手を対象とし、 お尻 （臀部） を床につけた状態で競技

する 6人制のバレーボールです。 球は一般のバレーボールと同じで

コートは一般のものより狭く、 ネットも低く設定されています。 サーブ

権のない 25点先取 （第 5セットのみ 15 点） の 5セットマッチで

行われます。 選手はお尻を床に付けたまま、 腕の力などでお尻を滑

らせるようにしてコート内を移動します。 また、 相手のサーブを直接

ブロックやアタックなどで返球できる点もオリンピックとは異なります。

シッティングバレーボールシッティングバレーボール

視覚障害のある選手がプレイする 5人制のフットボール。 フィールドプレーヤー

4人はアイマスクを装着し、 ゴールキーパーは晴眼、 または弱視の選手が務め

ます。 ボールは音の出るものを使用し、 選手はボールから出る音やガイドの声

を頼りにプレイします。 試合中は周囲の音声に耳を傾けるため、 観客は静寂が

求められますが、 点が決まった時は大きな歓声で選手をたたえる。 このメリハリ

のある観戦スタイルもこの競技の醍醐味です。

ブラインドサッカーブラインドサッカー

～あの感動を忘れない～



　エッセンシャルワーカーとは、生活の維持に欠かせない仕

事を担っている人のことを意味する。新型コロナウイルスに

よって、多くの人が自粛生活を送る中、感染リスクと戦いな

がら働き続ける人への感謝と敬意を込めた呼称として、俄然

注目されるようになった。私たち福祉サービスの業務は、社

会の中では目立たず、地味な仕事ではあるが、社会の役に立っ

ているということを改めて認識されることになった。だから

こそ、気を引き締めて必要性を求める人たちのために襟を正

して、邁進しなければと思う。

〇エッセンシャルワーカー

　2020 年は、想像もしなかった「新型コロナウイルス感

染症」によって、全世界が振りまわされ歴史に残る 1 年となっ

た。法人では感染症対策委員会を中心に、関係者間で協議し

対応策を打ち出した。福祉サービスを進める上では、感染防

止策の関係上行事やイベント、家族との面会やボランティア

の受け入れなどを中止にせざるを得なかった。支援場面では、

知的障害や認知症等により手洗いやマスクの着用が難しく、

援助なしでは予防することができない利用者が大半である。

また、感染弱者と言われる利用者は、基礎疾患を有する場合

もあり、感染すると生命に直結しかねない。この間、福祉サー

ビスを続ける中で、利用者 3 名、職員 1 名の感染が時期を

ずらして発生した。また第三波のピーク時の 1 月には、職

員の家族等（10 名）で感染が続発、職員、職員家族で 20

名以上が濃厚接触、PCR 検査を受ける事態もあった。幸い

にも感染者が少人数で抑えられたのは、職員の感染対策の意

識の高さと努力の賜物と思う。

〇コロナに翻弄された 1年

≪法人本部≫ ≪障害者支援事業部≫

　スローガンは「高齢化対応・意思決定支援の強化」とした。高

齢化対応として浴室の全面改修を法人の大規模修繕に提案した。

また歩行訓練等、高齢利用者のリハビリの充実を図った。意思

決定支援の強化として、個別支援計画作成に関し、利用者の意思・

意見が十分に反映された個別支援計画の作成を重視すると共に、

モニタリングで再確認を実施した。

リホープ（障害者支援施設）

　「ともに支え合う　笑顔で、やさしく、ていねいな支援の実践」

をスローガンとし、対応の見直しと丁寧な支援の実践を目標に

掲げた。「最優先すべきは利用者の安全と感染防止」として、法

人警戒レベルに応じた面会・自粛を要請してきたが、メールや

電話での適宜連絡、現状報告や写真など2～3ヶ月毎の送付等、

少しでも安心していただけるよう配慮した。

ルミエール（障害者支援施設）

めいわ（障害者支援施設）

　スローガンは、「地域から信頼される利用者サービスを！」で

ある。新型コロナウイルスの影響で帰省、外出やボランティアと

の交流、日中活動はめいわ内のみの活動と制限が出た。自粛の中

で利用者と社会の繋がりを考えて、地域のお弁当を食べる、全

国の甘いものを取り寄せる、家族とのZoom面会などを行った。

【入所部】

　新型コロナウイルス感染症により、県からの通達で、年度の開

始早々に利用自粛のお願いをすることとなった。7月には条件付

きで解除となるが、1ヶ月後、根郷通所センター内で感染者が発

生する。利用者・職員140名のPCR検査を実施した結果、2

名の利用者の感染が判明し、2週間の営業自粛となる。再開後は

感染症対策の更なる強化を図り、滞ることなく受け入れている。

【通所部 (根郷通所センター )】

２０２０年度
事業報告



　スローガンは「地域に溶け込んだアパートであることを

大切にしよう」であった。開設当初からの利用者が障害者

支援施設のロングショートステイに移行した。本人が望む

暮らしに近い形がどこにあるのか、介護保険も見据え検討

を行った。移行先で体調が悪化し入院となり、思い描いた

生活ではなくなったが、様々な視点で検討を行ったことは

意味があったと感じた。

ジョーの家（障害者グループホーム）

　スローガンは「育もう、生きる力」である。新型コロナ

に伴う影響で、利用者の生活環境に大きな制限が出た。帰

宅できないことや、山王の家に留まることのストレスの為、

宿直者が平日の昼食メニューを工夫したり、時には散歩へ

出かけたり、映画を見たりと対応してきた。就労している

利用者は、電車通勤を続けているので出入りの際は消毒を

徹底してきた。

山王の家（障害者グループホーム）

　スローガンは「働くを笑顔に　新しい挑戦」とし、コロ

ナ禍で不安多い一年であったが閉所することなく事業運営

を行った。新しい挑戦では、今まで行ってこなかった自主

生産品の作成、販売に取り組み、特にミシン作業を活かし

た手作りマスク生産に力を入れ、定期的に販売会を行うこ

とで全体の作業収入減少の中、一定水準の工賃支払いを実

現できた。

佐倉市よもぎの園（就労継続支援Ｂ型）

　スローガンは「自身の力を信じ、力を発揮できるエンパワ

メントの深化へ」であった。新型コロナウイルス感染症の影

響により、稼働・受注作業共に厳しい一年であったが、逆に

支援や作業環境を見つめ直す機会として取り組むことがで

きた。感染者がなく大きな混乱にならず過ごすことができ

たのは、利用者・職員の協力によるものが大きいと感じた。

ワークショップかぶらぎ
（就労継続支援Ｂ型・自立訓練（生活訓練））

≪高齢者福祉事業≫

≪地域福祉事業≫

　スローガンを「つなげよう！広げよう！ともいきの輪」としたが、

新型コロナウイルス感染症の影響により、計画通りとはならない

1 年となった。緊急事態宣言発令時には、感染症対策に配慮しな

がら訪問を行い、極力、電話での相談や対応に切り替えた。地域

の方々も地域活動の制限や外出自粛を余儀なくされた。事業につ

いては、開催方法や内容について新しい形を検討しながら進めて

きた。

総合相談センター
（佐倉市障害者生活支援センターアシスト・佐倉市南部地域包括支援センター）

　『目指せ‼　地域共生「ともいき」事業の発展』をスローガンと

したが、新型コロナウイルスの関係でともいき事業が実施できな

かった。イベントや年間の行事も中止とした。感染症対策としては、

利用制限をするとともに、館内の消毒を徹底し、感染リスクの回

避に努めた。完全休所が53日、行政利用等のみの利用日が75日、

条件・制限付きの一般利用が 179 日であった。

佐倉市南部地域福祉センター

　スローガンを「地域づくり　子育ての目くばり気くばりから」

とした。4 月 7 日の緊急事態宣言発出に伴い、学童保育は利用の

自粛要請をした。5 月下旬、分散登校から徐々に再開されるのと

同時に、学童も再開していった。この間、児童センターは臨時休

館とし、6 月 16 日から再開した。休館中でも YouTube を活用

して、「おうちあそび」を発信してきた。児童センターは、心の拠

り所としての存在もあるため、2 度目の緊急事態宣言下は、休館

することなく対応した。

南部児童センター・学童保育所

　完成したロゴマークのタグライン「らしく　楽しく　末永く」

をスローガンとし、「はちす苑8つの誓い」を基に、新たな気持ち

でスタートしたが、新型コロナウイルス感染症による対応に追わ

れ、大きな影響を受けた。施設利用者は家族に会うことができない、

楽しみを行うことが難しく、生活がさらに制限される形となった。

職員も感染予防・自粛生活を送らなければならず、心身ともに大

きな負担がのしかかった。施設内に感染症が広がらなかったのは、

職員の仕事に対する責任感の強さと日々の努力によるものである。

高齢者ケアセンターはちす苑
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第二号第一様式

(単位:円)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

法人単位事業活動計算書

増減(A)-(B)前年度決算(B)当年度決算(A)勘定科目

32,849,8775,964,776,3605,997,626,237

△28,967,74376,357,24047,389,497

61,817,6205,888,419,1205,950,236,740

△32,002,4465,996,778,8065,964,776,360
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△712,7894,436,6543,723,865

△18,72538,46419,739

△10,93012,444,77912,433,849

△9,48312,429,87612,420,393

△1,44714,90313,456

44,640,012△67,523,064△22,883,052

50,642,2341,969,218,2392,019,860,473

△178,910△49,987,114△50,166,024

1,961,324176,981,024178,942,348

△5,413,89120,464,27115,050,380

△21,593,349265,624,797244,031,448

157,459261,054,791261,212,250

75,709,6011,295,080,4701,370,790,071

95,282,2461,901,695,1751,996,977,421

232,773507,039739,812

△576,4782,165,3691,588,891

263,286263,286

67,939,2071,243,372,4141,311,311,621

△5,153,91719,155,05714,001,140

△2,112,855149,808,082147,695,227

△2,247,78040,852,96138,605,181

36,938,010445,834,253482,772,263
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次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

その他の積立金積立額(18)

その他の積立金取崩額(17)

基本金取崩額(16)

当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)

前期繰越活動増減差額(14)

当期活動増減差額(13)=(11)-(12)

法人税、住民税及び事業税(12)

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

特別増減差額(10)=(8)-(9)

特別費用計(9)

その他の特別損失

国庫補助金等特別積立金積立額

固定資産売却損･処分損

特別収益計(8)

その他の特別収益

固定資産売却益

施設整備等補助金収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

サービス活動外費用計(5)

その他のサービス活動外費用

支払利息

サービス活動外収益計(4)

その他のサービス活動外収益

受取利息配当金収益

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サービス活動費用計(2)

国庫補助金等特別積立金取崩額

減価償却費

就労支援事業費用

事務費

事業費

人件費

サービス活動収益計(1)

その他の収益

経常経費寄附金収益

その他の事業収益

障害福祉サービス等事業収益

就労支援事業収益

保育事業収益

老人福祉事業収益

介護保険事業収益

1

法人単位資金収支計算書
第一号第一様式

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

備考差異(A)-(B)決算(B)予算(A)勘定科目
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0

△50,843,326

0
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△6,025
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1,583,423,804

102,649,937

―

1,904,108

47,993,997

33,089,497

14,904,500

49,898,105

49,898,105

△32,755,200

37,230,820

7,540,809

29,690,011

4,475,620

50,000

4,425,620

133,501,029

1,875,910,241
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51,806,611

0
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1,755,000
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1,705,000
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事
業
活
動
に
よ
る
収
支

当期末支払資金残高(11)+(12)

前期末支払資金残高(12)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

予備費支出(10)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

その他の活動支出計(8)

その他の活動による支出

積立資産支出

その他の活動収入計(7)

積立資産取崩収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

施設整備等支出計(5)

ファイナンス･リース債務の返済支出

固定資産取得支出

施設整備等収入計(4)

固定資産売却収入

施設整備等補助金収入

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

事業活動支出計(2)

その他の支出

支払利息支出

就労支援事業支出

事務費支出

事業費支出

人件費支出

事業活動収入計(1)

その他の収入

受取利息配当金収入

経常経費寄附金収入

その他の事業収入

障害福祉サービス等事業収入

就労支援事業収入

保育事業収入

老人福祉事業収入

介護保険事業収入

1

(単位:円)

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

増減前年度末当年度末増減前年度末当年度末

負債の部資産の部

39,380,563流動負債 282,466,166 243,085,603131,696,9021,677,370,4081,809,067,310流動資産

27,083,647事業未払金 108,069,645 80,985,998130,836,0561,341,070,9161,471,906,972現金預金

392,9971年以内返済予定リース債務 6,647,662 6,254,665△3,812,199327,136,329323,324,130事業未収金

3,604,5071年以内支払予定長期未払金 37,542,321 33,937,8143,881,7582,075,1405,956,898未収補助金

△13,000預り金 7,550 20,55021,2241,993,4292,014,653貯蔵品

1,728,139職員預り金 14,222,597 12,494,458△16,84933,90417,055原材料

6,584,273賞与引当金 115,976,391 109,392,118694,7554,436,1585,130,913立替金

52,1571,032,0321,084,189前払費用

40,000△407,500△367,500徴収不能引当金

△24,447,385固定負債 186,718,426 211,165,811△177,048,7986,357,868,4756,180,819,677固定資産

980,994リース債務 13,377,418 12,396,424△130,969,5945,263,139,3195,132,169,725基本財産

11,265,625退職給付引当金 165,298,375 154,032,75003,186,265,8283,186,265,828土地

△36,694,004長期未払金 7,442,633 44,136,637△130,969,5942,076,873,4911,945,903,897建物

0長期預り金 600,000 600,000△46,079,2041,094,729,1561,048,649,952その他の固定資産

14,933,178負債の部合計 469,184,592 454,251,414△415,2874,079,6643,664,377建物

純資産の部△1,838,47713,716,79111,878,314構築物

0基本金 1,306,000 1,306,000△273,5108,342,5938,069,083機械及び装置

△45,745,454国庫補助金等特別積立金 741,118,107 786,863,561△686,975895,157208,182車輌運搬具

△47,389,497その他の積立金 780,652,051 828,041,548△3,765,00052,370,78848,605,788器具及び備品

0人件費積立金 63,000,000 63,000,0002,875,49216,269,33019,144,822有形リース資産

0修繕積立金 179,466,000 179,466,000△36,1802,476,6952,440,515権利

0備品等購入積立金 33,421,760 33,421,760△4,139,5739,850,2185,710,645ソフトウェア

△47,389,497施設整備積立金 502,465,398 549,854,895△1,475,2822,335,394860,112無形リース資産

0工賃変動積立金 1,863,068 1,863,06811,265,625154,032,750165,298,375退職給付引当資産

0設備等整備積立金 435,825 435,825063,000,00063,000,000人件費積立資産

32,849,877次期繰越活動増減差額 5,997,626,237 5,964,776,3600179,466,000179,466,000修繕積立資産

93,820,066(うち当期活動増減差額) △14,539,620 △108,359,686033,421,76033,421,760備品等購入積立資産

△47,389,497549,854,895502,465,398施設整備積立資産

01,863,0681,863,068工賃変動積立資産

0435,825435,825設備等整備積立資産

0382,000382,000差入保証金

△60,285,074純資産の部合計 7,520,702,395 7,580,987,469△200,5401,936,2281,735,688長期前払費用

△45,351,896負債及び純資産の部合計 7,989,886,987 8,035,238,883△45,351,8968,035,238,8837,989,886,987資産の部合計



　エッセンシャルワーカーとは、生活の維持に欠かせない仕

事を担っている人のことを意味する。新型コロナウイルスに

よって、多くの人が自粛生活を送る中、感染リスクと戦いな

がら働き続ける人への感謝と敬意を込めた呼称として、俄然

注目されるようになった。私たち福祉サービスの業務は、社

会の中では目立たず、地味な仕事ではあるが、社会の役に立っ

ているということを改めて認識されることになった。だから

こそ、気を引き締めて必要性を求める人たちのために襟を正

して、邁進しなければと思う。

〇エッセンシャルワーカー

　2020 年は、想像もしなかった「新型コロナウイルス感

染症」によって、全世界が振りまわされ歴史に残る 1 年となっ

た。法人では感染症対策委員会を中心に、関係者間で協議し

対応策を打ち出した。福祉サービスを進める上では、感染防

止策の関係上行事やイベント、家族との面会やボランティア

の受け入れなどを中止にせざるを得なかった。支援場面では、

知的障害や認知症等により手洗いやマスクの着用が難しく、

援助なしでは予防することができない利用者が大半である。

また、感染弱者と言われる利用者は、基礎疾患を有する場合

もあり、感染すると生命に直結しかねない。この間、福祉サー

ビスを続ける中で、利用者 3 名、職員 1 名の感染が時期を

ずらして発生した。また第三波のピーク時の 1 月には、職

員の家族等（10 名）で感染が続発、職員、職員家族で 20

名以上が濃厚接触、PCR 検査を受ける事態もあった。幸い

にも感染者が少人数で抑えられたのは、職員の感染対策の意

識の高さと努力の賜物と思う。

〇コロナに翻弄された 1年

≪法人本部≫ ≪障害者支援事業部≫

　スローガンは「高齢化対応・意思決定支援の強化」とした。高

齢化対応として浴室の全面改修を法人の大規模修繕に提案した。

また歩行訓練等、高齢利用者のリハビリの充実を図った。意思

決定支援の強化として、個別支援計画作成に関し、利用者の意思・

意見が十分に反映された個別支援計画の作成を重視すると共に、

モニタリングで再確認を実施した。

リホープ（障害者支援施設）

　「ともに支え合う　笑顔で、やさしく、ていねいな支援の実践」

をスローガンとし、対応の見直しと丁寧な支援の実践を目標に

掲げた。「最優先すべきは利用者の安全と感染防止」として、法

人警戒レベルに応じた面会・自粛を要請してきたが、利用者家

族にはメールや電話での適宜連絡、現状報告や写真など2～

3ヶ月毎の送付等、少しでも安心していただけるよう配慮した。

ルミエール（障害者支援施設）

めいわ（障害者支援施設）

　スローガンは、「地域から信頼される利用者サービスを！」で

ある。新型コロナウイルスの影響で帰省、外出やボランティアと

の交流、日中活動はめいわ内のみの活動と制限が出た。自粛の中

で利用者と社会の繋がりを考えて、地域のお弁当を食べる、全

国の甘いものを取り寄せる、家族とのZoom面会などを行った。

【入所部】

　新型コロナウイルス感染症により、県からの通達で、年度の開

始早々に利用自粛のお願いをすることとなった。7月には条件付

きで解除となるが、1ヶ月後、根郷通所センター内で感染者が発

生した。利用者・職員140名のPCR検査を実施した結果、2名

の利用者の感染が判明し、2週間の営業自粛となった。再開後は

感染症対策の更なる強化を図り、滞ることなく受け入れている。

【通所部 (根郷通所センター )】

２０２０年度
事業報告



　スローガンは「地域に溶け込んだアパートであることを

大切にしよう」であった。開設当初からの利用者が障害者

支援施設のロングショートステイに移行した。本人が望む

暮らしに近い形がどこにあるのか、介護保険も見据え検討

を行った。移行先で体調が悪化し入院となり、思い描いた

生活ではなくなったが、様々な視点で検討を行ったことは

意味があったと感じた。

ジョーの家（障害者グループホーム）

　スローガンは「育もう、生きる力」である。新型コロナ

に伴う影響で、利用者の生活環境に大きな制限が出た。帰

宅できないことや、山王の家に留まることのストレスのた

め、宿直者が平日の昼食メニューを工夫したり、時には散

歩へ出かけたり、映画を見たりと対応してきた。就労して

いる利用者は、電車通勤を続けているので出入りの際は消

毒を徹底してきた。

山王の家（障害者グループホーム）

　スローガンは「働くを笑顔に　新しい挑戦」とし、コロ

ナ禍で不安多い一年であったが閉所することなく事業運営

を行った。新しい挑戦では、今まで行ってなかった自主生

産品の作成、販売に取り組み、特にミシン作業を活かした

手作りマスク生産に力を入れ、定期的に販売会を行うこと

で全体の作業収入減少の中、一定水準の工賃支払いを実現

できた。

佐倉市よもぎの園（就労継続支援Ｂ型）

　スローガンは「自身の力を信じ、力を発揮できるエンパワ

メントの深化へ」であった。新型コロナウイルス感染症の影

響により、稼働・受注作業共に厳しい一年であったが、逆に

支援や作業環境を見つめ直す機会として取り組むことがで

きた。感染者がなく大きな混乱にならず過ごすことができ

たのは、利用者・職員の協力によるものが大きいと感じた。

ワークショップかぶらぎ
（就労継続支援Ｂ型・自立訓練（生活訓練））

≪高齢者福祉事業≫

≪地域福祉事業≫

　スローガンを「つなげよう！広げよう！ともいきの輪」としたが、

新型コロナウイルス感染症の影響により、計画通りとはならない

1 年となった。緊急事態宣言発令時には、感染症対策に配慮しな

がら訪問を行い、極力、電話での相談や対応に切り替えた。地域

の方々も地域活動の制限や外出自粛を余儀なくされた。地域の方

が参加の事業については、開催方法や内容について新しい形を検

討しながら進めてきた。

総合相談センター
（佐倉市障害者生活支援センターアシスト・佐倉市南部地域包括支援センター）

　『目指せ‼　地域共生「ともいき」事業の発展』をスローガンと

したが、新型コロナウイルスの関係でともいき事業が実施できな

かった。イベントや年間の行事も中止とした。感染症対策としては、

利用制限をするとともに、館内の消毒を徹底し、感染リスクの回

避に努めた。完全休所が53日、行政利用等のみの利用日が75日、

条件・制限付きの一般利用が 179 日であった。

佐倉市南部地域福祉センター

　スローガンを「地域づくり　子育ての目くばり気くばりから」

とした。4 月 7 日の緊急事態宣言発出に伴い、学童保育は利用の

自粛要請をした。5 月下旬、分散登校から徐々に再開されるのと

同時に、学童も再開していった。この間、児童センターは臨時休

館とし、6 月 16 日から再開した。休館中でも YouTube を活用

して、「おうちあそび」を発信してきた。児童センターは、心の拠

り所としての存在もあるため、2 度目の緊急事態宣言下は、休館

することなく対応した。

南部児童センター・学童保育所

　完成したロゴマークのタグライン「らしく　楽しく　末永く」

をスローガンとし、「はちす苑8つの誓い」を基に、新たな気持ち

でスタートしたが、新型コロナウイルス感染症による対応に追わ

れ、大きな影響を受けた。施設利用者は家族に会うことができない、

楽しみを行うことが難しく、生活がさらに制限される形となった。

職員も感染予防・自粛生活を送らなければならず、心身ともに大

きな負担がのしかかった。施設内に感染症が広がらなかったのは、

職員の仕事に対する責任感の強さと日々の努力によるものである。

高齢者ケアセンターはちす苑



1

第二号第一様式

(単位:円)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

法人単位事業活動計算書

増減(A)-(B)前年度決算(B)当年度決算(A)勘定科目

32,849,8775,964,776,3605,997,626,237

△28,967,74376,357,24047,389,497

61,817,6205,888,419,1205,950,236,740

△32,002,4465,996,778,8065,964,776,360

93,820,066△108,359,686△14,539,620

426,30010,500436,800

94,246,366△108,349,186△14,102,820

48,885,770△48,795,78389,987

△44,612,82149,038,4534,425,632

△48,508,47648,508,476

4,205,620220,0004,425,620

△309,965309,97712

4,272,949242,6704,515,619

32,5007,50040,000

34,82915,17049,999

4,205,620220,0004,425,620

45,360,596△59,553,403△14,192,807

720,5847,969,6618,690,245

△731,5144,475,1183,743,604

△712,7894,436,6543,723,865

△18,72538,46419,739

△10,93012,444,77912,433,849

△9,48312,429,87612,420,393

△1,44714,90313,456

44,640,012△67,523,064△22,883,052

50,642,2341,969,218,2392,019,860,473

△178,910△49,987,114△50,166,024

1,961,324176,981,024178,942,348

△5,413,89120,464,27115,050,380

△21,593,349265,624,797244,031,448

157,459261,054,791261,212,250

75,709,6011,295,080,4701,370,790,071

95,282,2461,901,695,1751,996,977,421

232,773507,039739,812

△576,4782,165,3691,588,891

263,286263,286

67,939,2071,243,372,4141,311,311,621

△5,153,91719,155,05714,001,140

△2,112,855149,808,082147,695,227

△2,247,78040,852,96138,605,181

36,938,010445,834,253482,772,263

繰
越
活
動
増
減
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額
の
部

費
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収
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別
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減
の
部

費
用

収
益

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

費
用

収
益サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

その他の積立金積立額(18)

その他の積立金取崩額(17)

基本金取崩額(16)

当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)

前期繰越活動増減差額(14)

当期活動増減差額(13)=(11)-(12)

法人税、住民税及び事業税(12)

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

特別増減差額(10)=(8)-(9)

特別費用計(9)

その他の特別損失

国庫補助金等特別積立金積立額

固定資産売却損･処分損

特別収益計(8)

その他の特別収益

固定資産売却益

施設整備等補助金収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

サービス活動外費用計(5)

その他のサービス活動外費用

支払利息

サービス活動外収益計(4)

その他のサービス活動外収益

受取利息配当金収益

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サービス活動費用計(2)

国庫補助金等特別積立金取崩額

減価償却費

就労支援事業費用

事務費

事業費

人件費

サービス活動収益計(1)

その他の収益

経常経費寄附金収益

その他の事業収益

障害福祉サービス等事業収益

就労支援事業収益

保育事業収益

老人福祉事業収益

介護保険事業収益

1

法人単位資金収支計算書
第一号第一様式

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

備考差異(A)-(B)決算(B)予算(A)勘定科目

△50,843,326

0

△50,843,326

0

1,263,402

641,275

469,150

172,125

1,904,677

1,904,677

△5,340,016

2,619,396

569,444

2,049,952

△2,720,620

0

△2,720,620

△46,766,712

40,919,454

291,242

16,381

343,559

16,514,642

10,923,457

12,830,173

△5,847,258

△2,421,954

19,792

△39,995

△263,286

△6,025

1,014,164

△2,086,562

△228,418

△1,834,974

1,686,073,741

1,583,423,804

102,649,937

―

1,904,108

47,993,997

33,089,497

14,904,500

49,898,105

49,898,105

△32,755,200

37,230,820

7,540,809

29,690,011

4,475,620

50,000

4,425,620

133,501,029

1,875,910,241

4,160,665

19,739

14,651,745

244,155,594

261,112,592

1,351,809,906

2,009,411,270

13,160,205

13,456

1,588,891

263,286

1,311,311,621

14,001,140

147,695,227

38,605,181

482,772,263

1,635,230,415

1,583,423,804

51,806,611

0

3,167,510

48,635,272

33,558,647

15,076,625

51,802,782

51,802,782

△38,095,216

39,850,216

8,110,253

31,739,963

1,755,000

50,000
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1,916,829,695

4,451,907

36,120

14,995,304
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272,036,049
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当期末支払資金残高(11)+(12)

前期末支払資金残高(12)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

予備費支出(10)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

その他の活動支出計(8)

その他の活動による支出

積立資産支出

その他の活動収入計(7)

積立資産取崩収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

施設整備等支出計(5)

ファイナンス･リース債務の返済支出

固定資産取得支出

施設整備等収入計(4)

固定資産売却収入

施設整備等補助金収入

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

事業活動支出計(2)

その他の支出

支払利息支出

就労支援事業支出

事務費支出

事業費支出

人件費支出

事業活動収入計(1)

その他の収入

受取利息配当金収入

経常経費寄附金収入

その他の事業収入

障害福祉サービス等事業収入

就労支援事業収入

保育事業収入

老人福祉事業収入

介護保険事業収入

1

(単位:円)

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

増減前年度末当年度末増減前年度末当年度末

負債の部資産の部

39,380,563流動負債 282,466,166 243,085,603131,696,9021,677,370,4081,809,067,310流動資産

27,083,647事業未払金 108,069,645 80,985,998130,836,0561,341,070,9161,471,906,972現金預金

392,9971年以内返済予定リース債務 6,647,662 6,254,665△3,812,199327,136,329323,324,130事業未収金

3,604,5071年以内支払予定長期未払金 37,542,321 33,937,8143,881,7582,075,1405,956,898未収補助金

△13,000預り金 7,550 20,55021,2241,993,4292,014,653貯蔵品

1,728,139職員預り金 14,222,597 12,494,458△16,84933,90417,055原材料

6,584,273賞与引当金 115,976,391 109,392,118694,7554,436,1585,130,913立替金

52,1571,032,0321,084,189前払費用

40,000△407,500△367,500徴収不能引当金

△24,447,385固定負債 186,718,426 211,165,811△177,048,7986,357,868,4756,180,819,677固定資産

980,994リース債務 13,377,418 12,396,424△130,969,5945,263,139,3195,132,169,725基本財産

11,265,625退職給付引当金 165,298,375 154,032,75003,186,265,8283,186,265,828土地

△36,694,004長期未払金 7,442,633 44,136,637△130,969,5942,076,873,4911,945,903,897建物

0長期預り金 600,000 600,000△46,079,2041,094,729,1561,048,649,952その他の固定資産

14,933,178負債の部合計 469,184,592 454,251,414△415,2874,079,6643,664,377建物

純資産の部△1,838,47713,716,79111,878,314構築物

0基本金 1,306,000 1,306,000△273,5108,342,5938,069,083機械及び装置

△45,745,454国庫補助金等特別積立金 741,118,107 786,863,561△686,975895,157208,182車輌運搬具

△47,389,497その他の積立金 780,652,051 828,041,548△3,765,00052,370,78848,605,788器具及び備品

0人件費積立金 63,000,000 63,000,0002,875,49216,269,33019,144,822有形リース資産

0修繕積立金 179,466,000 179,466,000△36,1802,476,6952,440,515権利

0備品等購入積立金 33,421,760 33,421,760△4,139,5739,850,2185,710,645ソフトウェア

△47,389,497施設整備積立金 502,465,398 549,854,895△1,475,2822,335,394860,112無形リース資産

0工賃変動積立金 1,863,068 1,863,06811,265,625154,032,750165,298,375退職給付引当資産

0設備等整備積立金 435,825 435,825063,000,00063,000,000人件費積立資産

32,849,877次期繰越活動増減差額 5,997,626,237 5,964,776,3600179,466,000179,466,000修繕積立資産

93,820,066(うち当期活動増減差額) △14,539,620 △108,359,686033,421,76033,421,760備品等購入積立資産

△47,389,497549,854,895502,465,398施設整備積立資産

01,863,0681,863,068工賃変動積立資産

0435,825435,825設備等整備積立資産

0382,000382,000差入保証金

△60,285,074純資産の部合計 7,520,702,395 7,580,987,469△200,5401,936,2281,735,688長期前払費用

△45,351,896負債及び純資産の部合計 7,989,886,987 8,035,238,883△45,351,8968,035,238,8837,989,886,987資産の部合計



2021年4月19日（月）、佐倉市にてヤックス移動スー
パーがルートも新たにスタートしました。近くの商店が
無くなった、高齢となり運転免許を返納して移動手段が
無くなったなど、いわゆる「買い物難民」が増加してお
り、この地域でもこうした声が多く上がっていました。
買い物代行、ネットスーパー、様々な解決策があります
が、「自分の目で見て品物を選びたい！」ヤックス移動
スーパーはそんな思いに応えてくれます。
店頭には新鮮な野菜、肉や魚、お惣菜、冷凍食品、日
用品と様々な商品が並んでいます。車に積んでいない商
品の注文も受け、次回販売日に持って来てくださいます。
気になるお値段は店頭と同じ価格、運送費用として1点
につき10円、但し5品以上購入の場合は一律50円です。

（受付時間）：平日9時～16時まで

「ありがとう」「助かるわ」そんなお客様の声がやり
がい、励みに繋がります、と新人販売員の妹尾さん。お客
様とのやり取りも本当に楽しそうです。ベテラン販売員の
松村さんは、お客様が探している商品をすぐにご案内、優
しく笑顔で対応されていました。
移動スーパーの魅力、それは販売員の方はもちろん他の
お客様同士、会話ができること。「久し振りね。」「元気
だった？」「これ美味しかったわよ。」ちょっとしたサロ
ンの場として賑わっていました。
「もう少し自宅の近くに来てもらいたい。」こうした声
もありますが、山王地区を始め、ニーズが広範囲であるこ
と、数十分停車できるスペースの確保、営業時間の問題な
どから、現在は下記地区での販売となっています。今後の
検討課題として、範囲を広げていきたい、とお話がありま
した。こうしたお客様の声に耳を傾けながら、今後も皆様
に笑顔と便利をお届け。今日もヤックス移動スーパーがあ
なたの街に訪れます。

070-1504-0089
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福祉サービスである“介護”や“障害者支援”と聞くと、「きつい 汚い 給料が安い 結婚できない」などと３K

とか４Kといわれることがあります。

それを聞いて、この仕事に就くことをためらう人が多くなり、福祉現場はいつも人手不足に追われています。

しかし、実際に福祉現場で働いている人に聞いてみると、「楽しい」「やりがいがある」「この仕事にしか味わえな

いものがある」と多くの人が答えます。

そこで、今回は愛光の職員にインタビュー形式で質問し、“福祉の魅力”について探ってみたいと思います。

介護スタッフは常に利用者の方々の想いに耳を傾ける お仕事です。

時に悩みを聞き、自己実現のために一緒に考えていきます。

「できなかったことができるようになった！」

「行けないと諦めていたところに行けた！」など、

お金には代えられないプライスレスな瞬間を
日々感じることのできるお仕事です。

福祉の現場では、離職率が一般企業に比べて意外と低い傾向にあります。

やりがい重視でもあり、他職種との収入差もありますが、細く長く続けることのできるお仕事で

もありますね。

昨今のコロナ禍における情勢の影響でさまざまな職種が影響を受けています。し

かし福祉の現場はコロナ禍において突然の倒産による解雇が少ない職種でもありま

す。また近年では『介護職員処遇改善加算』という国からの助成も

あり、収入もやや上昇。一般企業ほどではありませんが、いきなり職を失うことが

ないという意味では、安定した職種でもあります。

2017年 2018年 2019年 2020年

離職率
平均比率

愛光 12.6％ 14.2％ 9.3％ 10％

福祉系 16.2％ 17.8％ 16.2％ 16.2％

他職種 14.9％ 14.6％ 15.6％ 8.5％

※厚生労働省 雇用動向調査結果 抜粋

隣のページでは、実際に愛光で活躍している

多種多様の職種の笑顔とやりがいを紹介します。

地域包括支援センター

義岡　美子さん

主任ケアマネジャー　22 年目

～良かったと思われる相談を～

利用者や家族の困りごとの相談を

受ける際に良く聞き話し、それぞ

れの望む環境に近づけるための情

報提供や、介護保険サービスへ繋

げるお手伝いができること。また、

そのことで相談して良かったと思

える生活環境に近づけることが実

現したとき、自身でも良かったと

思えることです。

めいわ

石田　亮さん

生活支援員　2 年目

～福祉を志したきっかけ～

きっかけは、周囲の勧めで福

祉系大学に進学したことです。

進学当初はあまり前向きでは

ありませんでしたが、勉強し

ていく中で、人と真剣に向き

合うことの難しさと、「生活」

を支えていくことに誇りを

持って仕事をしていることに

魅力を感じ、この仕事を選び

ました。

健康管理センター　

佐藤　綾子さん　　看護師　19 年目 

～生きる姿に感動～

利用者が笑顔で過ごせる時間や、環境を提供したい

と思っています。コミュニケーションの形にこだわ

らず、関わりを持つとその時々を懸命に素直に生き

ている姿を見せてくれるので感動しています。

はちす苑

江口　貴子さん　管理栄養士　12 年目

～食をたすける～

できあがりをイメージして料理が出来た時や、利用者で食欲

が落ちた方から、好きな食べ物をお聞きし、工夫して食べら

れるようになるととてもやりがいを感じます。最近は発酵食

品で甘酒がとてもブームになっています。

リホープ　福田　久美さん　

生活支援員 13 年目

～この職場でよかった～

現在、第二子を妊娠中ですが、上司、同僚の方々には業務内容の調整や勤務変更、

様々なフォローをしていただいています。また、職員だけでなく利用者にも優

しい言葉をかけてもらい、この職場で働けて本当に良かったと思ってます。



はちす苑
このコーナーは…

　魅力あふれる福祉のお仕

事をさらに詳しくお伝えす

るべく、各事業ごとに

フォーカスしてお仕事内容

をご紹介します。

はちす苑とは？

　地域に根差した、高齢者のためのトータルケアサービ

スをめざしている施設です。在宅での生活が困難になっ

た高齢者が生活されています。「誇りの福祉」を目標に

掲げ、利用者様が心地よく安心して、その方らしくお過

ごしいただけるような環境を整えております。

施設名の「はちす」は、蓮 ( はす ) の古称

が由来。水面から茎をまっすぐに伸ばし、

大きな花を咲かせる蓮は、“清らかに生き

る”ことの象徴とされています。ご利用者

様にも、自分らしく、のびのびと暮らして

ほしい。そんな思いから蓮の花がシンボル

マークとなっています。はちす苑　シンボルマーク

食事介助の様子▶

　その方の食事ペースに合

わせて介助します。適切な

座位を取って頂き、誤嚥し

ないようしっかり嚥下した

ことを確認します。

ケアワーカーの1日

7:00 起床 口腔ケアや整容を行う。

8:00 朝食 介助をしながら健康状態をチェック。

10:00 自由時間 リビングで談笑されたり、お部屋で休まれ
たりする方に適宜水分提供や介助を行う。

12:00 昼食 季節を取り入れた献立を提供。

13:00 お風呂 会話を楽しみながらマンツーマンで介助。

14:00 余暇活動 クラブ活動（生花、茶道、陶芸、音楽）も
定期的に開催。
リビングでは読書やテレビをご覧になる方も。

15:00 おやつ 談笑しながらのティータイム。

16:00 午後の一服 自由に休まれる利用者様の見守りや介助。

18:00 夕食 管理栄養士が作った栄養満点の献立を提供。

19:00 就寝 パジャマに着替えて口腔ケア。

21:00
～

6:00

夜間巡視 寝返りの介助やオムツ交換など。

◀手引き歩行の様子

　歩行が不安定な方の手

を引き、無理のない程度

で下肢筋力の機能維持を

目指します。

◀入浴介助の様子

　個別ケアを重視し脱衣か

ら洗体、入浴、着衣までを

マンツーマンで行います。

介助中の会話も弾みます。

多職種連携

ケアワーカー

介護支援専門員
（ケアマネジャー）

看護師

提供サービス

○特別養護老人ホーム

○ショートステイ

○デイサービス

○ホームヘルプ

○ケアプラン

○配食サービス

＜多職種連携による、きめ細やかなサービスの提供＞

（介護福祉士(※)など）

※介護福祉士とは？

　社会福祉専門職の国家資格です。身体上

または精神上の障害がある方が、スムーズ

な日常生活を送れるよう専門的知識と技術

をもって、支援、介助をするお仕事です。

食事や入浴、排泄、歩行などのケアをした

り、介護者からの相談に応じてアドバイス

を行ったりします。
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ほしい。そんな思いから蓮の花がシンボル

マークとなっています。はちす苑　シンボルマーク

食事介助の様子▶

　その方の食事ペースに合

わせて介助します。適切な

座位を取って頂き、誤嚥し

ないようしっかり嚥下した

ことを確認します。

ケアワーカーの1日

7:00 起床 口腔ケアや整容を行う。

8:00 朝食 介助をしながら健康状態をチェック。

10:00 自由時間 リビングで談笑されたり、お部屋で休まれ
たりする方に適宜水分提供や介助を行う。

12:00 昼食 季節を取り入れた献立を提供。

13:00 お風呂 会話を楽しみながらマンツーマンで介助。

14:00 余暇活動 クラブ活動（生花、茶道、陶芸、音楽）も
定期的に開催。
リビングでは読書やテレビをご覧になる方も。

15:00 おやつ 談笑しながらのティータイム。

16:00 午後の一服 自由に休まれる利用者様の見守りや介助。

18:00 夕食 管理栄養士が作った栄養満点の献立を提供。

19:00 就寝 パジャマに着替えて口腔ケア。

21:00
～

6:00

夜間巡視 寝返りの介助やオムツ交換など。

◀手引き歩行の様子

　歩行が不安定な方の手

を引き、無理のない程度

で下肢筋力の機能維持を

目指します。

◀入浴介助の様子

　個別ケアを重視し脱衣か

ら洗体、入浴、着衣までを

マンツーマンで行います。

介助中の会話も弾みます。

多職種連携

ケアワーカー

介護支援専門員
（ケアマネジャー）

看護師

提供サービス

○特別養護老人ホーム

○ショートステイ

○デイサービス

○ホームヘルプ

○ケアプラン

○配食サービス

＜多職種連携による、きめ細やかなサービスの提供＞

（介護福祉士(※)など）

※介護福祉士とは？

　社会福祉専門職の国家資格です。身体上

または精神上の障害がある方が、スムーズ

な日常生活を送れるよう専門的知識と技術

をもって、支援、介助をするお仕事です。

食事や入浴、排泄、歩行などのケアをした

り、介護者からの相談に応じてアドバイス

を行ったりします。



振込用紙をご利用ください。

新規会員、及びご登録会員の

皆様のご入会を心よりお待ち

申し上げております。

《お問い合わせ先》 愛の灯台基金事務局 043-484-6398

TEL 03-1234-1111

〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-3

営業時間 10：00〜20：00

年中無休

http://www.askult.com/

年 会 費
個人会員 1,000円 (1口)
団体会員 10,000円 (1口)

※口数に上限はありません

皆様のご賛同により、愛光の展開する福祉事業を支

援し、地域社会の福祉文化向上の推進と地域貢献活動

を目的に活動しております。是非この機会に後援会の

活動へご参加ください。

・オリジナルクリアファイル

プレゼント

・アウトドア用チェアー、

テーブルの無料貸し出し 他

入会特典

連日の猛暑と昨年から続くコロナウイルスで、心も身体も沈む事が多かった日々でしたが、オリンピッ
クやパラリンピックの開催で少しだけ解放された今年の夏。多くの感動と涙で再度スポーツの素晴らし
さを感じる瞬間でした。今回、特集で取り上げた以外にも多くのパラスポーツがあります。コロナの終
息後には、臨場感溢れるパラスポーツを見る事ができるように、今後も引き続き感染予防を続けていき
ましょう。           （齊藤）

編集後記

2021 93   10 発行

編集委員

稲垣直子（委員長）／林拓也（総務部）／齊藤美佳（めいわ）／小川海星（はちす苑）／関谷麻人
（ルミエール）／佐藤友里恵（リホープ）／藤山明子（南部包括）/椎名豊（ワークショップかぶらぎ）
イラスト協力：平野美幸（学童保育所）

(2021.3 ～ 2021.6) 

村瀬純一、 矢野光子、 有山賢一、 小柳智史、 國井二男、 池田勝也、 岡田武、 小林眞智子、 細谷農園　細谷明

千葉県立千葉女子高等学校【団体】

【個人】

(2021.3 ～ 2021.6) 

12 日　コロナワクチン接種（は）
19 日　コロナワクチン接種（は）
20 日　採用後１年面接・昇格候補者面接
27 日　監事監査

５月

ル：ルミエール　　　　　　　   め：めいわ　　　　　　　　　リ：リホープ　　　
根：根郷通所センター　　　　   は：はちす苑　　　　　　　　ア：アシスト
よ：よもぎの園　　　　　　　   か：ワークショップかぶらぎ　ジ：ジョーの家
包：南部地域包括支援センター 　児：児童センター・学童　　　地：南部地域福祉センター
山：山王の家　　　　　　　　   後：後援会「愛の灯台基金」

３月  5 日　予算ヒアリング
13 日　理事会
27 日　評議員会
31 日　退職辞令交付式

４月  1 日　辞令交付式
 1 日　新任職員研修（1日～ 6 日）
21 日　ともいき食堂（弁当配布）
28 日　コロナワクチン接種（は）

６月  5 日　理事会
14 日　試用期間終了面接
16 日　ともいき食堂（弁当配布）
20 日　評議員会・理事会
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2021 年秋まつり　中止のお知らせ

例年 10 月に開催をしております

愛光秋まつりですが、感染症拡大

の現状を鑑みまして、今年度も中

止させていただくこととなりまし

た。楽しみにされていた方々には

大変申し訳ございません。
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