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『社会機能の維持のために』

法人内の施設・事業所においても、7月下旬から新型コロナウイルス陽性の利用者・職員の報

告が増加し、複数の施設・事業所で５名以上の集団感染（クラスター）となり、ご心配とご迷惑

をおかけしました。特に、入所施設であるもくせいの里では、感染拡大の防止と入所者への途切

れることのない支援を維持するため、通所や短期入所の受入れを長期に渡って停止するなど、ご

負担をおかけすることとなり申し訳ございませんでした。

社会機能の維持に必要不可欠な業務を担う福祉・介護施設は、地域の障害児者・高齢者にとっ

て大切な存在です。コロナ禍にあっても、感染拡大を防ぎ、業務を継続できるよう万全の体制を

整えてまいりますので、皆様の引き続きのご支援とご協力を心よりお願い申し上げます。

そのような中ではありますが、ひのきの杜共生（ひのきの杜本館）の大規模改修工事が完了し、

８月から新生活がスタートしています。全室個室（１階：女性、２階：男性）とゆとりの空間で、

一人ひとり充実した生活ができている様子です。広い建物になりましたが、職員は、新たにイン

カムを活用して情報共有と連携を図るなど、工夫しながら支援の質の向上に努めています。最近

では、食堂を使わずにグループ単位で落ち着いた環境で食事をするなどのチャレンジも行ってい

るようです。

また、すぎのこにおいては、昭和51年完成の建物の大規模改修工事が始まりました。他の建物

に分散して活動を行うなど、ご不便をおかけしているところですが、障害特性に応じた活動ス

ペースを複数確保するなど、施設の機能の充実に向けた工事でもありますので、完成までご理解

とご協力をお願いいたします。

今後も利用者の皆さんの健康と安全を最優先に考えつつ、日常をさらに取り戻す取り組み、何

より利用者の皆さんの笑顔が見られるような活動を進めてまいります。

◎スタッフブログ同様、最新の活動がご覧になれます。ぜひフォローしてお楽しみください。

～理事長インスタグラムより～

滝(岩船山からの滝) 感激(^^)泣く(´；ω；`)ｳｩｩ

≪ 理事長 岩崎 好宏 ≫
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令和３年度の主な事業報告

Ⅰ 総括事項

１ 評議員会（3回）・理事会（11回）・第三者委員会の開催

２ 経営組織のガバナンスの強化

３ 事業経営の透明性の向上

４ 財務規律の強化

５ 地域における公益的な取組

６ 法人組織・機能の充実

７ 内部管理体制備

８ コンプラインス体制の構築

９ 権利擁護、虐待防止、苦情解決等の体制整備

10 人材の確保、育成と適切な人事、労務管理

お 知 ら せ

※ 12 施設・事業所等の基盤整備の概要

(１) ひのきの杜新館及び附属設備等の整備

(２) ひのきの杜本館の改修整備着工

(３) 愛晃の杜本館の改修整備（浴室・便所）

(４) もくせいの里の改修整備（便所・洗面所、介護ロボット等）

（５）すぎのこ増改築工事の設計・監理業務委託契約の締結

（６）わたすげの改修整備（ベランダ・浴室・消防設備）

（７）送迎用等自動車整備（もくせいの里、愛晃の杜、やまと）

11 地域で支える福祉システムの構築

12 施設・事業所等の基盤整備

13 施設及び事業の適正、公正な経営

Ⅱ 社会福祉事業

１ 第一種社会福祉事業

（１） 障害者支援施設「もくせいの里」

（３） 障害者支援施設「ひのきの杜」

２ 第二種社会福祉事業

（１） 多機能型事業所「すぎのこ」

（３） 多機能型事業所「はまなす」

（５） 多機能型事業所「あすなろ」

（７） 多機能型事業所「ひまわり」

（９） 多機能型事業所「みずほの家」

(11) 共同生活援助事業所「わたすげ」

Ⅲ 公益事業

（２）障害者支援施設「ひのきの杜共生」

（４）特別養護老人ホーム「みすぎの郷」

（２）障害福祉サービス事業所「けやきの家」

（４）多機能型事業所「愛晃の杜」「のあの杜」

（６）多機能型事業所「あすひ」

（８）複合型事業所「やまと」

(10）共同生活援助事業所「花水木」

(12）包括支援事業所「すぎのこ」

１ 日中一時支援事業 ２ 居宅介護支援事業 ３ 栃木市子どもの居場所事業

令和３年度財務諸表

Ⅰ 貸借対照表 （単位：千円）

資産の部 負債の部

科 目 金 額 科 目 金 額

流動資産 １，０５１，９９６ 流動負債 ３７２，６９６

固定資産 ５，１７８，２７１ 固定負債 ５５１，２４３

純資産 ５，３０６，３２８

資産合計 ６，２３０，２６７ 負債・純資産合計 ６，２３０，２６７

Ⅱ 事業活動計算書・資金収支計算書 （単位：千円）

資金収支計算書 事業活動計算書

科 目 決算額 科 目 決算額

事業活動収入計 ２，１９９，２１３ サービス活動収益計 ２，１６９，２５２

事業活動支出計 １，７８８，２９０ サービス活動費用計 １，９５７，４７６

事業活動資金収支差額 ４１０，９２３ サービス活動増減差額 ２１１，７７６

施設整備等収入計 ９６，２２０ サービス活動外収益計 ３２，６１８

施設整備等支出計 ４９４，３７９ サービス活動外費用計 ２１，０１９

施設整備等資金収支差額 △３９８，１５９ サービス活動外増減差額 １１，５９９

その他の活動収入計 ２００，０００ 特別収益計 ９６，７０２

その他の活動支出計 ２５３，９６８ 特別費用計 １０１，２７９

その他の活動資金収支差額 △５３，９６８ 特別増減差額 △４，５７７

当期資金収支差額 △４１，２０４ 当期活動増減差額 ２１８，７９８

前期末資金支払資金残高 ８３３，２４５ 前期繰越活動増減差額 ２，２５６，７５１

当期末繰越活動増減差額 ２，４７５，５４９

積立金取崩額 ２００，０００

積立金積立額 ２３９，６５７

当期末支払資金残高 ７９２，０４１ 次期繰越活動増減差額 ２，４３５，８９２

※ 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得ます
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― ひのきの杜 ―
十五夜のお供え物と言えば“月見団子”ということで、
お団子を杵で叩いて三方に乗せるゲームを行いました。
力加減がなかなか難しく、皆さん大盛り上がりでした！
また、お月見蒸しパン作りも行いました。お月様に見立
てたまんまる蒸しパンに、チョコペンでうさぎの顔を描
いたら完成です。とっても可愛く仕上がりました！

支援主任：川田良実

― ひのきの杜共生 ―
家族旅行の代替行事としてお家パー
ティーを開催しました！ハンバーグ、
ペッパーランチ、ビーフシチュー、
チキン南蛮、ピザなど…
個性あふれ、ボリューム感ある料理
を楽しく調理する様子が、微笑まし
い限りでした。できあがった料理を
見る笑顔と、お腹いっぱいになるま
で食べている皆さんの姿を見て、職
員一同、嬉しく＆楽しく行事を終え
ることができました (*^^*)

支援主任：村石侑輝― あすひ ―
10月19日、ハロウィンパーティーを行いました。
仮装をしたり、肝試しをしたり、みんなで踊ったり。
パーティーのために９月末から準備をスタートし、お化
け・こうもり・かぼちゃ・お菓子等の装飾を飾っていき
ました。みんなに楽しんでほしいという思いで作り上げ、
当日は大いに盛りあがりました。衣装の小道具も充実し
ており、選ぶ際は、「どれにしようかな？」「これがい

い！」と楽しむ明るい声が、遊戯棟に響いていま
した(≧▽≦) 支援主任：枝 雅紀

― もくせいの里 ―
すっかり秋も深まり、冬の情景も見られるよう
になり、夕方気付くと辺りが真っ暗…という季
節となりました。秋には美味しい食べ物や、綺
麗な花も見られ、楽しい行事も盛りだくさんで
す。コロナの感染もまだまだ注意しながら、も
くせいの里で楽しく過ごしていきましょう。

総括主任：梅澤要一

― すぎのこ ―
９月から、すぎのこは増改築工事中で、
日中活動は、生活介護系は第二もくせ
い、就労系はひまわり作業場と樹木管
理やさくらの畑に分かれて活動中です。
昼食は、調理員手作りのお弁当を食べ
ています。今年の冬は各作業場で過ご
しますが、春にはみんなと一緒にいろ
いろな活動を計画しています。

総括主任：齋藤博明

― ひまわり ―
『スポーツの秋』ということで、いぬグループのみ
んなでミニ運動会を開催しました！うさぎ室を運動
会用に設定して「お手伝いレース」を行いました♪
いつもは、ママやパパがやってくれる洗濯を子ども
達が体験♪大きなＴシャツを洗濯して、干して、畳
んで大忙し…。畳むのはちょっぴり難しかったけれ
ど、みんな最後まで諦めずに頑張りました(*´ω｀*)

総括主任：松岡優介


