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●今年度の新採用職員８名の「声」を特集してみました。
慣れない中手探り状態ながら一生懸命頑張って

　います。暖かく見守ってくださるようお願いします。
　また、中堅・ベテラン職員は（昔？の新採用職員時代を
思い出しつつ）現状を見つめ直してみましょう。

退　職　者

新　妻　　　恵

蛯　原　裕　香

渡　邉　咲　月

猪　狩　彰　一

いわき事務センター

のびっこらんど相馬

のびっこらんど美山

東 洋 学 園 成 人 部

出 納 職 員

保 育 士

保 育 士

支 援 員

●のびっこらんど・おもちゃショー（第
２回目）を相馬地区の４つののびっこら
んど（愛愛・原町・相馬・キララ）合同で
11月16日（土）相馬市総合福祉センター
「はまなす館」で開催します。
●多機能型事業所「田村」では、年間行事
として10月12日（土）「那須どうぶつ
王国」などに日帰り旅行に行きます。

●当協会のホームページを６月末にリニューアルして「新着コーナー」
を新設しました。

　アクセス数は、以前との比較において（順調に）増えていますが、
　まだまだ感があります。閲覧者を増やす努力・工夫をさらにパワー
アップしますので、ご意見・ご要望をお寄せください！！

●平成30年度の法人全体の財務諸表を掲載しました。社会福祉法人
　改革により各法人の財務状況はWAM NETの公表サイト「社会
　福祉法人の現況報告書等情報検索」に公表されていますが、当協会は
（硬くなりすぎ、かつ、分かりにくい面がありますが）より広く理解
　されるために広報誌での公表を継続しますので、ご理解ください。

ひとこと
メモ・MEMO

三共観光㈱ 植草学園 

８月20日（火）国際保健医療支援団体ピープルズ・ホープ・ジャパン様
より、お掃除ロボットのルンバを寄贈していただきました。
子どもたちは不思議な掃除機に興味津々！
歓声を上げてついて歩いたり怖がったりと、子どもたちの反応に
スタッフも笑顔になりました。

慰問
お 菓 子 贈 呈

　　　　のびっこらんど原町
ルンバを寄贈していただきました
　　　　のびっこらんど原町
ルンバを寄贈していただきました

寄贈

新採用職員も頑張っています！
今年４月から新社会人となって当法人で仕事を始めた８名のフレッシュな職員から、社会人となっての感想や現在の状況、
今後に向けての気持ちなどの「思い」を集めました。あわせて先輩職員からの「一言」もありますので、ご覧ください。

働き始めて５ヶ月が過ぎ、ようやく仕事内容を把握できて
きた様に感じています。ミスも多く先輩に助けられて
ばかりですが、感謝の気持ちを持って頑張ります。

フレッシュな笑顔、エネルギーで溢れた新人さん☆

あぶくま更生園 支援員 渡邉 　旭

先輩職員（大山）から

毎日みなさんから元気をいただきながら働いて
います。今後は、入所者さんの意思を汲み取り、
実現できるような支援をしていきたいです。

積極性をもって日々の業務に携わっております。

東洋健生園 支援員 荒井 拓人

日々の利用者さんの笑顔を見るのを楽しみにして
います。これからも、寄り添う支援を第一に考え、
学ぶ姿勢を大事にして働いていきたいです。

明るい笑顔で利用者さんと関わり、頑張っています。

東洋健生園 支援員 先﨑 歩央

先輩職員（有賀）か
ら

先輩職員（坂本）か
ら

保育士

大変なこともありますが、日々利用者さんについて理解
を深めていきたいと思います。また、利用者さんにとって
良い支援とは何かを追求していきたいと思います。

コツコツ努力をされており、成長の姿が見られます。

東洋健生園 支援員 渡部 友香

先輩職員（有賀）か
ら

あぶくま更生園の良いところは、利用者さんや
職員の笑顔だと思います。温かい雰囲気に包まれ
ながら、和気あいあいと邁進したいと思います。

仲間が増えて、職場が更に明るくなり嬉しいです！

あぶくま更生園 支援員 石川 陽菜

先輩職員（坪井）か
ら

子どもたちと楽しく過ごす中で、たくさんのことを
学ばせてもらっています。

一緒に仕事をしていて、とても楽しいです。

のびっこらんど三春 保育士 青田　 望

先輩職員（本田）か
ら

入職して約半年がたち、仕事の流れや利用者の方々
との接し方を覚え、業務に励んでいます。一人ひとり
の事を理解し、共に成長していきたいと思います。

細かい気配りと優しい笑顔が素敵で頼りにしています。

東洋学園・児童部 保育士 我妻 美紅
特性や理解度が異なり育った環境によって性格や
思考が変わってくるのだと知りました。個人をよく
理解し臨機応変に対応できるようにしたいです。

いつも笑顔と寄り添う心を忘れずに頑張っています。

東洋学園・児童部 保育士 小椋 芽依

20火
8

28水
8

華厳院 20火8 10火9

先輩職員（國井）か
ら

先輩職員（荻野）か
ら

東洋学園児童部・成人部
東洋学園児童部・成人部
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◎障がい福祉サービス種別による施設・事業所紹介

東 洋 健 生 園 いわき市（内郷）

東 洋 育 成 園 田村市（船引町）

8月21日（水）にかき氷祭りを開催しました!
暑い夏にはかき氷が必要不可欠!!
皆で一緒に食べて楽しみました!!!
利用者さんからは「冷たくて美味しい」との声が聞かれ、

食べ終えた後の皆の舌は赤色や青色、緑色となり利用者
さん同士見せあい笑いあっていました!!!!

東洋学園成人部 いわき市（四倉）
障がい者入所支援施設（生活介護）

8月23日（金）に恒例の夏祭りを行いました。数日前
から飾り付けがされていて、皆さんその日を楽しみに
している様子でした。当日はベストフードサービスの
職員方の協力で、昼食後に、フランクフルトやクレープ、
アイスなどが振る舞われました。いつもと違った雰囲気で、
食事ができ大満足。また、ウッドデッキで浮き輪や
ビーチボール、氷に触れながら夏を感じ、笑顔があふれる
1日になりました。

8月28日（水）、東洋学園児童部・成人部に植草学園の
学生さん達が慰問され、ボランティア活動で貼り絵班
と運動班に分かれ活動を行いました。貼り絵班では、
利用者と学生さんが協力しながら貼り絵作業を行い
素晴らしい作品が出来ました。運動班は皆で一緒に体
を動かし楽しそうな様子が見られました。その後学生
さん達によるダンスを見学し、最後にはみんなで一緒
に踊って大いに盛りあがり充実した時間を過ごす事が
出来ました。
植草学園の学生さん有難うございました。
またお願いしますね !

東洋健生園夏祭り

かき氷祭り開催!!!

あぶくま更生園 田村市（船引町）

夏祭り
原町共生授産園 南相馬市（原町）

「お誕生日おめでとうございます！！」

福祉型障害児入所施設

8月10日（土）、ワンダーファームで親の会主催の
バーべキューを行いました。保護者の方も多数参加され、
とっても楽しい会になりました。お天気にも恵まれ、
おいしいお肉やおにぎりをもくもくと食べる子どもたち。
お腹いっぱい食べたあとは、広い芝生を思いっきり駆け
回って、鬼ごっこをしたり、虫を捕まえたりして、楽しみ
ました。ご参加されました保護者の皆さん、ありがとう
ございました。

東洋学園児童部 いわき市（四倉）

8月28日

8月23
日

お盆期間中に夏祭りを開催しました !
まずはビンゴゲームを行いました。ビンゴになった

人からお菓子をゲット!
それぞれ、どのお菓子がいいか楽しそうに選んで

いました !
そしてメインイベントのスイカ割り♪
ビーチボールのスイカを狙って、みんなで声をかけ

ながら行いました。
そのあとはもちろん、本物のおいしいスイカを切って、

お昼にみんなでおいしくいただきました !
笑顔いっぱい、最後まで仲良く楽しく夏祭りの時間

を過ごしました☆

8月10日

8月18日

8月18日（日）に令和元年8月度の自治会、誕生日会を
行いました。自治会では利用者さん達で今月度の目標や
要望について話し合いを行いました。要望をお聞きした
際には、大きく手を挙げ「外出に行きたいです」と伝える
利用者さんの姿が見られました。また、誕生日会では8月
誕生日の利用者さんの紹介後、皆で「おめでとう」と
お祝いし、誕生日の歌を歌いました。その後、3種類の
ケーキから好きなケーキを選択し、利用者さん全員で
食べました。お祝いを受け、嬉しそうに笑顔になる姿や、
美味しそうにケーキを食べる姿が見られ、楽しい誕生日会
となりました。

8月21日
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またお願いしますね !
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8月10日（土）、ワンダーファームで親の会主催の
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原　町　学　園 相馬市

就労セミナー「相馬市まちづくり出前講座」

就労セミナー「施設・事業所見学」　原町学園　伊藤 聖矢就労セミナー「施設・事業所見学」　原町学園　伊藤 聖矢
今回、施設・事業所を見学してきました。最初に、アシスト

に行きました。細かい作業やお弁当を作ったり、シーツ
をキレイにしたりと頑張っていました。そして次に相双
障害者就業・生活支援センターに行きました。社会に
出てからの話で、自分のためになる話をしてくれました。
悩み事や困っている事も一緒に解決したりする仕事も
していると説明していました。とても勉強になりました。
次は、原町共生授産園に行きました。林園長と荒さん
の説明を受けながら、施設内を見学しました。大人の人達
が住み働く施設です。みんな集中して作業してました。
今、ぼくは柴田冷食で職場実習をしています。働きつつ、
一人暮らしをするのが目標です。そのために、今の生活
をしっかり頑張っていこうと思いました。今回各事業所で
いろんな話を聞いて、自分のためになることでいっぱい
でした。これからの生活に生かして頑張っていきたい
です。本当に、こういう時間をつくっていただきありがとう
ございました。

※就労セミナーとは、原町学園で開催している
全利用者を対象とした就職するためのスキルアップ
セミナーのことです。月1回、講師を招いての講習会、
事業所見学、ビジネスマナーの勉強会等の内容で実施
しています。

のびっこらんど いわき市（久之浜）
障害児通所支援事業

のびっこらんど、のびっこらんど悠悠合同の夏祭り
を開催しました。
30名を超える参加があり、大盛況となりました。

スタンプラリーで金魚すくい、輪投げ、射的といった
出店を回り、お祭りを楽しんでいました。あの、有名な
お化けの貞子もお祭りにやってきました!!みんな興味
津々で、締めは流しそうめんとスイカ割りで暑い夏を吹き
飛ばしました!

合同夏祭りを開催しました。

学童対象社会訓練 テーブルマナー講習会
8/17(土)に相馬市にある結婚式場「Guesthouse 

HILL TOP N-resort Fukushima」にて、テーブル
マナー講習会を開催しました。講師の方にナイフや
フォークの使い方など食事のマナーを教わりながら、
実際にミニコース料理をみんなで楽しみました。
ハンバーグやデザートなど豪華な盛り付けの美味しい
料理に大喜びの子どもたちでした!
講習会終了後には、1人ずつ「テーブルマナー認定証」

をもらい、残り少ない夏休みの思い出になりました !

7月17日（水）に原町学園の会議室にて、いわき・
田村・相馬の「のびっこらんど」の言語聴覚士が集まり
勉強会を実施しました。
講師をのびっこらんど相馬の非常勤職員で言語聴覚士

の堀川由美子先生にお願いし、お子さんが楽しく訓練に
取り組めるたくさんのヒントや気づきを学びました。

のびっこらんど悠悠 いわき市（平）

お菓子屋さん職業体験 7月30日

のびっこらんど悠悠では、7月30日（火）に小名浜の
お菓子屋さんに協力していただき、お菓子の仕上げ作業
を行いました。どら焼きのあん詰め・袋とじ・シール貼り
など普段したことのない作業で緊張している様子も
うかがえましたが、みんな自分の作り上げたお菓子に
感動している様子でした。

相馬市・南相馬市のびっこらんど相馬・のびっこらんど原町

7月17日
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障害者就業・生活支援センターに行きました。社会に
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悩み事や困っている事も一緒に解決したりする仕事も
していると説明していました。とても勉強になりました。
次は、原町共生授産園に行きました。林園長と荒さん
の説明を受けながら、施設内を見学しました。大人の人達
が住み働く施設です。みんな集中して作業してました。
今、ぼくは柴田冷食で職場実習をしています。働きつつ、
一人暮らしをするのが目標です。そのために、今の生活
をしっかり頑張っていこうと思いました。今回各事業所で
いろんな話を聞いて、自分のためになることでいっぱい
でした。これからの生活に生かして頑張っていきたい
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のびっこらんど田村 田村市（船引町）

スイカ割り大会を開催☆
8月30日（金）
夏の終わりの思い出作りにスイカ割りを行いました。
スイカ割りを初めて経験するお子さんも多く、期待を

胸に目を輝かせながら待つ子どもたち！
友だちの応援のもと、見事スイカに棒を命中させ

ました。
最後は、美味しくいただき、楽しいひと時を過ごせ

ました。

朝顔が咲いたよ☆
待ちに待った朝顔がきれいな花を咲かせました。
登園時に、「朝顔見に行ってくる」と毎日確認する子、

遊びの時間に進んで水やりをする子など、様々な反応が
ありました。
みんなの努力も実り、色鮮やかな花を咲かせました。
植物を育てる楽しさを感じられたようです！

田村市（船引町）のびっこらんど美山

のびっこらんど船引 田村市（船引町）

野菜収穫

買い物訓練

8月31日（土）中高校生向き体験活動を行っている
のびっこクラブで、今回は、卵焼き作りを行いました。
卵焼き作りの提案してくれた女子は、「家では、甘い味付け
だから、ダシ巻き卵をやってみたい」と、挑戦しました。
卵焼きは学校の授業でもやるそうで、火加減や、フライ
返しでの成形までとても上手にできました。
ほとんどの皆さんが、「おいしい、今度は家でも作って

みたい」との感想でした。今度は、お家の人に、腕前を
披露してくださいね！

おいしい卵焼きできました！

田村郡（三春町）のびっこらんど三春

のびっこらんど三春は、夏の間「のびのびプール」で
たくさん水遊びをしました。浮き輪にすっぽりとお尻を
はめてプカプカと浮いたり、プールに沈めた石を一生懸命
に拾ったりと、遊び方は様々です。十人十色の遊び方に、
スタッフも思わず顔を見合わせることも!来年の夏が
もう待ち遠しいです。秋・冬はどんな楽しいことが待って
いるのでしょうか？

プールで夏を満喫しました♪

のびっこらんど愛愛 南相馬市（原町）
8月、小学生のお子さん達を対象に、夏祭りをしました。 

保護者の方やご兄弟も一緒に参加されたご家庭もあり、
いつもと違った雰囲気で楽しめました。ヨーヨー釣り
やペットボトルロケット、ストローを使ったながし
そうめん風（!?）ゲームに夢中になって遊んだり、お祭り
といえば定番の、かき氷とチョコバナナをみんなで作って
食べて、大満足の夏の思い出になりました♡

みんなで育てたトウモロコシが大きくなり収穫を
しました。
収穫したトウモロコシをレンジでチンして食べました。
自分たちで育てた野菜の味は格別でした。

のびっこらんどキララ 相馬市

キララが育てているミニトマトが今年はたくさんの
実をつけて、今では未就さんが触れる事が出来ない程、
背が伸びました。水遊びのあいまに、トマト狩りをして、
冷やしたトマトをみんなで頬張ったり…
原町学園のお兄さん達に洗車の手伝いのお礼に

トマトをあげたら、暑い最中だったからか、大変喜んで
くれました。来年も沢山実が成りますように!

♪「上からよんでもトマト、下からよんでもトマト」♪

8月

夏休みに買い物訓練で東和道の駅のジェラート
ナチュレに行きました。
食券販売機で食券を買い16種類の中から好きな

アイスをそれぞれ選び美味しそうに食べました。
食べた後は、「缶ジュースかえるかな?」と残った

お金を数え計算をしてジュースを買っていたお友達も
いました。
お小遣いの中で何が買えるか計算をしてアイス

やジュースを買って食べることができ貴重な体験に
なりました。

8月30日

8月31日
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ワークスペース・アシスト 南相馬市

GH浜事業所 双葉郡（広野町）

8月16日（金）
暑気払いもかねて納涼会を行いました。午前中は雨が

降っていて外でできるか心配しましたが、天気も回復し
屋外でバーベキューをしながら、流しそうめんや
かき氷等々、大満足の夕食となりました! ! また、突然
差し入れを抱えた山田理事長が登場し、利用者の皆さん
と一緒にイベントを楽しまれました。暗くなってからの
大迫力の四倉の花火大会も鑑賞できて、とにかく楽しい
納涼会となりました! !

8月10日（土）、納涼祭を実施しました。輪投げ大会
は真剣勝負とばかりに得点を競い大盛り上がり!歓声
が響いていました。
水ヨーヨー作りも興味津々、童心に戻り楽しんで

いました。

納涼会を行いました。

8月19日（月）に開所しました九反坪GHの入居者が
全員揃い、新生活をスタートしております。女子の
GHとあって、和気あいあいと元気に笑顔あふれる毎日
を過ごしてます ! !

九反坪GH
入居者が揃いました!!

8月10日

8月1
0日

多機能型事業所 田村 田村市（大越町）

「新しい発見！散歩に行こう!!」　

おおくま共生園 田村市（船引町）

一泊慰安旅行(東京・群馬方面)

日中活動支援事業所

多機能型事業所田村では、毎日の日課に散歩が
あります!
事業所がある田村市大越町は「牧野のひまわり」が

有名です。
毎年、牧野ひまわりの会の皆さんが復興の象徴として、

ひまわりを植えてくださり、夏の間は、ひまわりが咲き誇る
道をひまわりの花に負けず、元気いっぱい太陽に向かって
歩きました。
そして、秋になった今、コスモスの花やバッタや

トンボ、たくさんの秋を感じながら、涼風の中歩いてます!

7月12日（金）～13日（土）、一泊慰安旅行に行って
きました。一日目は東京観光で、ホテルバイキングや東京
スカイツリー、ソラマチでの買い物など盛り沢山な内容
でとても楽しく過ごしました。あいにくの天気で富士山
まで一望とはいかなかったですが、足元から見える
人の小ささに驚くなど貴重な経験もできました。二日目は
群馬方面に向かい、車中カラオケで楽しみ、群馬會舘食堂
で昼食を頂きました。オーナーの小豆畑さんは、震災後
から今も当協会を支援されている方で、直接お会いして
お礼ができたので、利用者も喜んでいた様子でした。

8月10日（土）、大掃除・納涼会を行いました。午前は
日頃お世話になっている施設をきれいに掃除をしました。
午後はお弁当に流しそうめん、スイカ割り、かき氷、
ポップコーンなど夏の暑さを吹き飛ばすほど楽しい
行事になりました。

せきれい いわき市（四倉町）

5周年セール開催中《超激安価格》にて承っております。
ジャケット類もお受けいたします。
お気軽にお問合せ下さい。
おおくま共生園　銭高　0247-61-5381

～使用時期の前に
『こたつ布団、厚手の毛布、羽毛布団等』
クリーニングでリフレッシュしましょう。～

～使用時期の前に
『こたつ布団、厚手の毛布、羽毛布団等』
クリーニングでリフレッシュしましょう。～

大掃除・納涼会

8月16日
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　東日本大震災並びに東京電力㈱福島第一原子力発電所の事故により避難していた「東洋学園児童部」が、平成３０年５月１６日
いわき市四倉町に竣工・落成し、児童部４０名・成人部４０名、合計８０名の児者併設施設として事業を再開致しました。
また、平成３０年８月１日には障害児通所支援事業所「のびっこらんど」がいわき市久之浜に移転し事業を開始、同時に
「のびっこらんど悠悠」もいわき市平で事業を再開致しました。
　さらに、事業再開が職員不足等により遅れておりましたが、「グループホーム浜事業所」が平成３１年４月１日より、障害者
多機能型事業所「せきれい」が令和元年５月１日よりそれぞれ事業を開始することになりました。
　また、平成３０年１０月２０日、２７日には、これまで当法人が避難先から継続して物心両面でご支援をいただいた団体・個人
をご招待して「復興感謝の集い」を開催し、これまでの御支援に対して感謝の意を表しました。
　これにより、東日本大震災並びに東京電力㈱福島第一原子力発電所の事故による復興事業はすべて完了しました。
　また、利用者支援のサービスの質の向上にむけ、研修会の開催や外部研修への参加等に努めてまいりました。加えて法人の
将来を見据えて、人材確保、特に有資格者確保と現職員の定着化を図るため諸制度の充実にも努めてまいりました。

１． 理事会の開催（年４回）

２． 評議員会の開催（年４回）

３． 監事会の開催（年１回）

４． 公認会計士監査（年２回）

５． 施設長・所長会議の開催（年７回）

６． 苦情解決委員会第三者委員会の開催（年２回）

７． 施設整備状況

（１）応急仮設施設関係
 ①共同生活援助「グループホーム富岡事業所」建設工事
  建物構造・規模：管理棟　木造瓦葺平屋建　127.52㎡
  居住棟　木造瓦葺２階建　184.64㎡×5棟
  工　期：平成29年11月21日～平成30年6月14日
  建設地：福島県田村市船引町船引字屋頭清水204番地
 ②障害者多機能型事業所「せきれい」建設工事
 　建物構造・規模：木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建　454.62㎡
  工　期：平成29年11月22日～平成30年6月30日
  建設地：福島県いわき市四倉町字東一丁目68－24

（２）施設整備関係
 ①グループホーム浜事業所新設工事
 ②原町共生授産園増築・改修工事
 ③おおくま共生園洗濯工場排水装置設置工事

（３）公用車整備関係
 ①東洋育成園（ホンダ　ステップワゴン　定員８名）
 ②おおくま共生園（トヨタ　ピクサス　定員４名）
 ③のびっこらんど（トヨタ　スペイド　定員５名）
 ④ワークスペース・アシスト
      （トヨタ　ハイエースワゴン　定員10名）
 ⑤せきれい（トヨタ　ヴォクシー　定員7名）
 ⑥せきれい（トヨタ　ノア　定員７名）
 ⑦田村（トヨタ　ノア　定員8名）
 ⑧のびっこらんど田村（トヨタ　ウィッシュ　定員７名）
 ⑨東洋学園成人部（トヨタ　シエンタ　定員７名）

８． その他
　（１）研修会の開催
　　　・職員接遇研修（平成２９年５月以降就職した職員対象）
　　　・新任職員研修会
　　　・新評価制度研修

　（２）ＩＳＯ事業報告
　　　・内部監査（年２回）
　　　・マネジメントレビュー（年１回）
　　　・ＪＱＡ更新審査

　（３）東日本大震災義援金及び支援物資について
　　 全国の方々から心温まる義援金及び支援物資を
　　 いただき、利用者の支援並びに法人の復興財源に　
　　 充当いたしました。

平成30年度の協会全体の事業運営状況や財務状況などにつきまして、６月の理事会、評議員会の承認を受けて、「現況報告」
として法令に基づき公表しましたので、概略をお知らせします。なお、財務諸表に関するコメントは以下のとおりです。

◎貸借対照表＜年度末における資産と負債の状態を表示して財政状態を明らかにするもの＞においては、前年度末と
比較して補助金の未収がなくなったこと、建設仮勘定が解消されたことなどの特殊事情を除けば大きな変動はなく、基本
　財産も２億５千万円増えており順調に推移しました。

◎資金収支計算書＜１年間の収入・支出と収支差額の状況を明らかにするもの＞においては、当期末の収支差額は
　５千８百万円で、対前年度１千３百万円の増、累計額でも７億５千１百万円となりました。
　ただ、特殊事情である施設整備等補助金や積立資産取崩収入を除いた収入額に占める収支差額の割合は３．２％と極めて
　低いため、収支バランスを改善しなければなりません。

◎事業活動計算書＜１年間の純資産の増減内容を表示して事業活動の成果を明らかにするもの＞においては、30年
度まで大規模な施設整備事業が続いたこと、東京電力（株）からの補償金や賠償金などを計上したこと等により例外的な会計
処理結果となっています。具体的事例としては、サービス活動増減で２千９百万円・当期活動増減で１億９千３百万円の赤字計上
などです。令和元年度以降は通常ベースの結果に戻ることを想定しており、現時点でも経営的には、特段の問題もなく引き続き
しっかりと取り組んでいきます。

第61号広報広報 M I R A I

みみらい

平成30年度事業報告並びに財務報告

貸借対照表

資金収支計算書

事業活動計算書  

平成３１年３月３１日現在

（自）平成３０年４月１日　　（至）平成３１年３月３１日    

（単位：円）

（単位：円）

（自）平成３０年４月１日　　（至）平成３１年３月３１日 （単位：円）

流動負債

固定負債

基本金

国庫補助金等特別積立金

その他の積立金

次期繰越活動収支差額

（うち当期活動増減差額）

負債及び純資産の部合計

事業活動収入計（１）  

事業活動支出計（２）  

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）  

施設設整備等収入計（４）  

施設設整備等支出計（５）  

施設設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  

その他の活動収入計（７）  

その他の活動支出計（８）  

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）  

サービス活動収益計（１）

サービス活動費用計（２）

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）

サービス活動外収益計（４）

サービス活動外費用計（５）

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

特別収益計（８）

特別費用（９）

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）

前期繰越活動増減差額（１２）

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）

１０１　基本金取崩額（１４）

１０２　その他の積立金取崩額（１５）

０５１　その他の積立金積立額（１６）

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

予備費支出（１０）   

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） 

前期末支払資金残高（１２）   

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

429,583,755

1,150,884,869

627,779,106

4,338,290,150

3,230,812,481

4,270,366,544

△ 193,662,597

14,047,716,905

1,775,784,201

1,535,379,483

240,404,718

146,034,900

923,838,885

△ 777,803,985

754,794,917

159,327,595

595,467,322

0

58,068,055

693,800,630

751,868,685

1,759,577,003

1,789,097,881

△ 29,520,878

63,239,609

17,213,123

46,026,486

16,505,608

146,034,899

356,203,104

△ 210,168,205

△ 193,662,597

3,756,740,141

3,563,077,544

0

707,764,000

475,000

4,270,366,544

流動資産 

基本財産 

その他の固定資産 

 

 

 

 

 

資産の部合計 

事業活動による収支

施設整備等による収支

その他の活動による収支

サービス活動増減の部

サービス活動外増減の部

特 別 増 減 の 部

繰越活動増減差額の部

846,115,464

8,164,678,253

5,036,923,188

14,047,716,905

資産の部  負債の部  

純資産の部

勘定科目 決算

勘定科目 決算
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　東日本大震災並びに東京電力㈱福島第一原子力発電所の事故により避難していた「東洋学園児童部」が、平成３０年５月１６日
いわき市四倉町に竣工・落成し、児童部４０名・成人部４０名、合計８０名の児者併設施設として事業を再開致しました。
また、平成３０年８月１日には障害児通所支援事業所「のびっこらんど」がいわき市久之浜に移転し事業を開始、同時に
「のびっこらんど悠悠」もいわき市平で事業を再開致しました。
　さらに、事業再開が職員不足等により遅れておりましたが、「グループホーム浜事業所」が平成３１年４月１日より、障害者
多機能型事業所「せきれい」が令和元年５月１日よりそれぞれ事業を開始することになりました。
　また、平成３０年１０月２０日、２７日には、これまで当法人が避難先から継続して物心両面でご支援をいただいた団体・個人
をご招待して「復興感謝の集い」を開催し、これまでの御支援に対して感謝の意を表しました。
　これにより、東日本大震災並びに東京電力㈱福島第一原子力発電所の事故による復興事業はすべて完了しました。
　また、利用者支援のサービスの質の向上にむけ、研修会の開催や外部研修への参加等に努めてまいりました。加えて法人の
将来を見据えて、人材確保、特に有資格者確保と現職員の定着化を図るため諸制度の充実にも努めてまいりました。

１． 理事会の開催（年４回）

２． 評議員会の開催（年４回）

３． 監事会の開催（年１回）

４． 公認会計士監査（年２回）

５． 施設長・所長会議の開催（年７回）

６． 苦情解決委員会第三者委員会の開催（年２回）

７． 施設整備状況

（１）応急仮設施設関係
 ①共同生活援助「グループホーム富岡事業所」建設工事
  建物構造・規模：管理棟　木造瓦葺平屋建　127.52㎡
  居住棟　木造瓦葺２階建　184.64㎡×5棟
  工　期：平成29年11月21日～平成30年6月14日
  建設地：福島県田村市船引町船引字屋頭清水204番地
 ②障害者多機能型事業所「せきれい」建設工事
 　建物構造・規模：木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建　454.62㎡
  工　期：平成29年11月22日～平成30年6月30日
  建設地：福島県いわき市四倉町字東一丁目68－24

（２）施設整備関係
 ①グループホーム浜事業所新設工事
 ②原町共生授産園増築・改修工事
 ③おおくま共生園洗濯工場排水装置設置工事

（３）公用車整備関係
 ①東洋育成園（ホンダ　ステップワゴン　定員８名）
 ②おおくま共生園（トヨタ　ピクサス　定員４名）
 ③のびっこらんど（トヨタ　スペイド　定員５名）
 ④ワークスペース・アシスト
      （トヨタ　ハイエースワゴン　定員10名）
 ⑤せきれい（トヨタ　ヴォクシー　定員7名）
 ⑥せきれい（トヨタ　ノア　定員７名）
 ⑦田村（トヨタ　ノア　定員8名）
 ⑧のびっこらんど田村（トヨタ　ウィッシュ　定員７名）
 ⑨東洋学園成人部（トヨタ　シエンタ　定員７名）

８． その他
　（１）研修会の開催
　　　・職員接遇研修（平成２９年５月以降就職した職員対象）
　　　・新任職員研修会
　　　・新評価制度研修

　（２）ＩＳＯ事業報告
　　　・内部監査（年２回）
　　　・マネジメントレビュー（年１回）
　　　・ＪＱＡ更新審査

　（３）東日本大震災義援金及び支援物資について
　　 全国の方々から心温まる義援金及び支援物資を
　　 いただき、利用者の支援並びに法人の復興財源に　
　　 充当いたしました。

平成30年度の協会全体の事業運営状況や財務状況などにつきまして、６月の理事会、評議員会の承認を受けて、「現況報告」
として法令に基づき公表しましたので、概略をお知らせします。なお、財務諸表に関するコメントは以下のとおりです。

◎貸借対照表＜年度末における資産と負債の状態を表示して財政状態を明らかにするもの＞においては、前年度末と
比較して補助金の未収がなくなったこと、建設仮勘定が解消されたことなどの特殊事情を除けば大きな変動はなく、基本
　財産も２億５千万円増えており順調に推移しました。

◎資金収支計算書＜１年間の収入・支出と収支差額の状況を明らかにするもの＞においては、当期末の収支差額は
　５千８百万円で、対前年度１千３百万円の増、累計額でも７億５千１百万円となりました。
　ただ、特殊事情である施設整備等補助金や積立資産取崩収入を除いた収入額に占める収支差額の割合は３．２％と極めて
　低いため、収支バランスを改善しなければなりません。

◎事業活動計算書＜１年間の純資産の増減内容を表示して事業活動の成果を明らかにするもの＞においては、30年
度まで大規模な施設整備事業が続いたこと、東京電力（株）からの補償金や賠償金などを計上したこと等により例外的な会計
処理結果となっています。具体的事例としては、サービス活動増減で２千９百万円・当期活動増減で１億９千３百万円の赤字計上
などです。令和元年度以降は通常ベースの結果に戻ることを想定しており、現時点でも経営的には、特段の問題もなく引き続き
しっかりと取り組んでいきます。

第61号広報広報 M I R A I

みみらい

平成30年度事業報告並びに財務報告

貸借対照表

資金収支計算書

事業活動計算書  

平成３１年３月３１日現在

（自）平成３０年４月１日　　（至）平成３１年３月３１日    

（単位：円）

（単位：円）

（自）平成３０年４月１日　　（至）平成３１年３月３１日 （単位：円）

流動負債

固定負債

基本金

国庫補助金等特別積立金

その他の積立金

次期繰越活動収支差額

（うち当期活動増減差額）

負債及び純資産の部合計

事業活動収入計（１）  

事業活動支出計（２）  

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）  

施設設整備等収入計（４）  

施設設整備等支出計（５）  

施設設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  

その他の活動収入計（７）  

その他の活動支出計（８）  

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）  

サービス活動収益計（１）

サービス活動費用計（２）

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）

サービス活動外収益計（４）

サービス活動外費用計（５）

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

特別収益計（８）

特別費用（９）

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）

前期繰越活動増減差額（１２）

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）

１０１　基本金取崩額（１４）

１０２　その他の積立金取崩額（１５）

０５１　その他の積立金積立額（１６）

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

予備費支出（１０）   

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） 

前期末支払資金残高（１２）   

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

429,583,755

1,150,884,869

627,779,106

4,338,290,150

3,230,812,481

4,270,366,544

△ 193,662,597

14,047,716,905

1,775,784,201

1,535,379,483

240,404,718

146,034,900

923,838,885

△ 777,803,985

754,794,917

159,327,595

595,467,322

0

58,068,055

693,800,630

751,868,685

1,759,577,003

1,789,097,881

△ 29,520,878

63,239,609

17,213,123

46,026,486

16,505,608

146,034,899

356,203,104

△ 210,168,205

△ 193,662,597

3,756,740,141

3,563,077,544

0

707,764,000

475,000

4,270,366,544

流動資産 

基本財産 

その他の固定資産 

 

 

 

 

 

資産の部合計 

事業活動による収支

施設整備等による収支

その他の活動による収支

サービス活動増減の部

サービス活動外増減の部

特 別 増 減 の 部

繰越活動増減差額の部

846,115,464

8,164,678,253

5,036,923,188

14,047,716,905

資産の部  負債の部  

純資産の部

勘定科目 決算

勘定科目 決算
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M I R A I

みみらい

第61号広報広報 M I R A I

みみらい

●今年度の新採用職員８名の「声」を特集してみました。
慣れない中手探り状態ながら一生懸命頑張って

　います。暖かく見守ってくださるようお願いします。
　また、中堅・ベテラン職員は（昔？の新採用職員時代を
思い出しつつ）現状を見つめ直してみましょう。

退　職　者

新　妻　　　恵

蛯　原　裕　香

渡　邉　咲　月

猪　狩　彰　一

いわき事務センター

のびっこらんど相馬

のびっこらんど美山

東 洋 学 園 成 人 部

出 納 職 員

保 育 士

保 育 士

支 援 員

●のびっこらんど・おもちゃショー（第
２回目）を相馬地区の４つののびっこら
んど（愛愛・原町・相馬・キララ）合同で
11月16日（土）相馬市総合福祉センター
「はまなす館」で開催します。
●多機能型事業所「田村」では、年間行事
として10月12日（土）「那須どうぶつ
王国」などに日帰り旅行に行きます。

●当協会のホームページを６月末にリニューアルして「新着コーナー」
を新設しました。

　アクセス数は、以前との比較において（順調に）増えていますが、
　まだまだ感があります。閲覧者を増やす努力・工夫をさらにパワー
アップしますので、ご意見・ご要望をお寄せください！！

●平成30年度の法人全体の財務諸表を掲載しました。社会福祉法人
　改革により各法人の財務状況はWAM NETの公表サイト「社会
　福祉法人の現況報告書等情報検索」に公表されていますが、当協会は
（硬くなりすぎ、かつ、分かりにくい面がありますが）より広く理解
　されるために広報誌での公表を継続しますので、ご理解ください。

ひとこと
メモ・MEMO

三共観光㈱ 植草学園 

８月20日（火）国際保健医療支援団体ピープルズ・ホープ・ジャパン様
より、お掃除ロボットのルンバを寄贈していただきました。
子どもたちは不思議な掃除機に興味津々！
歓声を上げてついて歩いたり怖がったりと、子どもたちの反応に
スタッフも笑顔になりました。

慰問
お 菓 子 贈 呈

　　　　のびっこらんど原町
ルンバを寄贈していただきました
　　　　のびっこらんど原町
ルンバを寄贈していただきました

寄贈

新採用職員も頑張っています！
今年４月から新社会人となって当法人で仕事を始めた８名のフレッシュな職員から、社会人となっての感想や現在の状況、
今後に向けての気持ちなどの「思い」を集めました。あわせて先輩職員からの「一言」もありますので、ご覧ください。

働き始めて５ヶ月が過ぎ、ようやく仕事内容を把握できて
きた様に感じています。ミスも多く先輩に助けられて
ばかりですが、感謝の気持ちを持って頑張ります。

フレッシュな笑顔、エネルギーで溢れた新人さん☆

あぶくま更生園 支援員 渡邉 　旭

先輩職員（大山）から

毎日みなさんから元気をいただきながら働いて
います。今後は、入所者さんの意思を汲み取り、
実現できるような支援をしていきたいです。

積極性をもって日々の業務に携わっております。

東洋健生園 支援員 荒井 拓人

日々の利用者さんの笑顔を見るのを楽しみにして
います。これからも、寄り添う支援を第一に考え、
学ぶ姿勢を大事にして働いていきたいです。

明るい笑顔で利用者さんと関わり、頑張っています。

東洋健生園 支援員 先﨑 歩央

先輩職員（有賀）か
ら

先輩職員（坂本）か
ら

保育士

大変なこともありますが、日々利用者さんについて理解
を深めていきたいと思います。また、利用者さんにとって
良い支援とは何かを追求していきたいと思います。

コツコツ努力をされており、成長の姿が見られます。

東洋健生園 支援員 渡部 友香

先輩職員（有賀）か
ら

あぶくま更生園の良いところは、利用者さんや
職員の笑顔だと思います。温かい雰囲気に包まれ
ながら、和気あいあいと邁進したいと思います。

仲間が増えて、職場が更に明るくなり嬉しいです！

あぶくま更生園 支援員 石川 陽菜

先輩職員（坪井）か
ら

子どもたちと楽しく過ごす中で、たくさんのことを
学ばせてもらっています。

一緒に仕事をしていて、とても楽しいです。

のびっこらんど三春 保育士 青田　 望

先輩職員（本田）か
ら

入職して約半年がたち、仕事の流れや利用者の方々
との接し方を覚え、業務に励んでいます。一人ひとり
の事を理解し、共に成長していきたいと思います。

細かい気配りと優しい笑顔が素敵で頼りにしています。

東洋学園・児童部 保育士 我妻 美紅
特性や理解度が異なり育った環境によって性格や
思考が変わってくるのだと知りました。個人をよく
理解し臨機応変に対応できるようにしたいです。

いつも笑顔と寄り添う心を忘れずに頑張っています。

東洋学園・児童部 保育士 小椋 芽依

20火
8

28水
8

華厳院 20火8 10火9

先輩職員（國井）か
ら

先輩職員（荻野）か
ら

東洋学園児童部・成人部
東洋学園児童部・成人部


