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車が通ったあとに残る輪の跡と
いう意味から、「先人たちが築
いてきたものを大切にしなが
ら、未来へとつないでいく」と
いう思いを込めてつけました。
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買い物ワクワク♪

美味しい！！をプロデュース

Topics

〜グルメの日〜

かがみの育成園ではコロナウィルスの影響で、外出ができない状況が続いています。
ご家族や職員が買い物代行できますが、
「買い物したい」
「お寿司と芋天食べたい」
という
声が利用者から聞かれました。
やっぱり自分の目で見て買い物を楽しみたいですよね。
そこでサンプラザさんに協力をお願いし、育成園に月８回ハッピーライナー号が来て
くれています。
移動スーパーの日は皆さんドキドキ、ワクワク♪商品を見て
「何買おう？」

「水面と花」谷

艶乃

「宇宙」安岡

加代子

「青い珊瑚礁」有光

多美

「ひとりひとりの好きな物」
パワーズ陶芸好きの仲間達

「これ美味しそう！」
と興味津々！
SORA

高橋

徹洋

香南くろしお園

石川

俊光

就業・生活支援センターゆうあい 作業所ひまわり

ウィッシュかがみの

藤澤

高橋

公寛

新規採用職員

小松

真奈美

「糸・色が舞う」安藤

挨拶

多機能事業所「アオ」 竹内 星
るＢさん。どこからともなく「買い物楽しい」
「お寿司

とパン買った」と嬉しそうな声が飛び交い、
「ありがと
４月からかがみの育成

う」
「楽しかった」
「また来てよ」
と店員さんに声を掛け
園に入職しました。
以前は就労支援の仕事

用者の力や可能性を関わ

毎週火・金に「ハッピーライナー」号がハッピーを
りの中で見つめる視点を

大切にしながら、私自身も
届けてくれること、そして利用者の笑顔を沢山見られ

大輔

柴岡

Sprit Art

コロナウィルスの蔓延に伴い、育成園ではバス旅行・外食とイベント行事が軒並み
中止となり、2 年が経ちました。
そんな中で楽しみの代わりとなるものがグルメの日
スピリットアート展
「大正ロマンはいからさん」

岩浅 恵美子
「かつおのたたき」
入選作品
です。年 2 回の開催で、当日はそれぞれの寮でお店を決めてお弁当を依頼します。
上田 泉

利用者も普段食べることのない珍しい料理を楽しみにし、とても喜ばれています。

結菜

今年度から育成会で理
学療法士として勤務する
ことになりました。
セラピストの職員配置
に関しては育成会初とい
うこともあり、利用者の
QOL 向上に努め、育成会
を盛り上げていけるよう
に一生懸命頑張ります。
今後とも何卒宜しくお
願い致します。

かがみの育成園 理学療法士

育成会
美術館

京助

「千の風にのって」森国

朝子

「お陰です」山戸

真理

「小人たちのぶどうがり」
ウィッシュファクトリー班

今回は皆さん普段と違う服に着替え髪もセット
して、女性はマニキュアを塗りオシャレに身を
包み楽しまれました。

少ない楽しみを心から楽しんでもらえるよう
茂久

明るく元気に頑張りたい
と思います。
どうぞよろし
ること、私たちも嬉しく思います。
くお願い致します。

井上

千代

これからも楽しいイベント計画 , 提供して、職員
も一緒に楽しい時間の共有をしたいと思います。
「すいか」依光

椋子

クッチーナ ・ サクラのお弁当！！
紐を引くと 10 分で熱々の
お弁当が食べられます！
かがみの育成園 4 寮

「旅」かがみの育成園３寮

井澤

崇人

﹁心洞︵こころどう︶﹂
地域活動支援センター﹁南国﹂

境で緊張の毎日ですが、利
「見て、触って、選ぶ」ことですよね☆

かがみの育成園１寮

Art

﹁神田川﹂小田

会話も弾みます♪やっぱり買い物の醍醐味は自分で
をしていました。
新しい環

４月よりかがみの育成
園で勤務させていただい
ております。
大学進学を機に高知県
へ移住し、周りの方々の
暖かさに触れ、高知での
就職を希望しました。
社会人一年目ですが、
利
用者の想いや希望を大切
にしながら、笑顔あふれる
生活への一助となれるよ
う尽力して参ります。
よろ
しくお願いいたします。

「わたし次第」宮田

充洋

﹁花火﹂くろしお創作隊

4 月から多機能事業所「アオ」
で勤務させていただくことに
なりました。
あたたかい職員の方々や
利用者の皆さんのおかげで
毎日楽しく仕事に取り組めて
います。みんなから信頼され
る支援員になれるように日々
努力していきます。利用者の
「今日はお刺身を買う！」
と張り切りモードのＡさん。
皆さんやその家族の方々が
笑顔で幸せに暮らせるように
真っ先に鮮魚コーナーに向かいお目当ての刺身を
先輩職員と協力して全力で
サポートをします。
手に取るとニッコリ笑顔♪
「芋天も食べたいけんど…
これから宜しくお願い致し
コロッケも食べたい。
どうしよう？」と職員に相談す
ます。

かがみの育成園３寮
かがみの育成園２寮
森下 真由 池田

佳宏
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毎日の仕事を楽しく、そして美味しく！

Report

「やる気」のメソッド（方法）とは？
興( 味がある方はぜひご覧ください︶

さまざまな業界で人材不足が叫ばれて
いる中、ウィッシュかがみのは、過去 7 年
間で退職した生活支援員は 1 人です。
そ
こで高知県社会福祉協議会から取材を受
け、プラットふくしこうち 4 月号に
「働き
やすい職場」として掲載されました。
今回
は、ウィッシュかがみのの
「働きやすさ」
や
「働きがい」につながっている仕組みにつ
いて紹介します。
一つ目は、日中支援の中で、よく職員の
声が聞こえてきます。
職員同士で声をかけ
食品加工事業に移行し６年目に突入。

当初は調理の経験もなく右も左もわから

ないなか、様々な準備を行いました。
メニュー開発に向けては外部講師の方に

（食材ミールキット）の販売も開始しており、

合うことで、自然と今行っている支援の確

令和３年度においては月平均 700 食の販売

認がチーム内で出来ます。
二つ目は、職員

実績があります。お客様からは、
「毎日献立を

は年に 1 度以上研修へ参加する機会があ

考えんでえいき楽〜」「日替わりで色々なメ

も度々足を運んでいただきました。食品衛生

ニューがあるき毎日頼んでも飽きんがよ〜」

学の勉強にも取り組み、構想３年準備期間約

といった嬉しいお言葉をたくさん頂いてい

１年を経て、お陰様で配食業務のスタート

ます。

地点へたどり着くことができました。

今年度は新たに導入した餃子製造機で、

事業開始当初は法人内グループホームの

SORA オリジナル餃子の開発に挑戦いたし

「朝食、夕食」、そして「パワーズ山田」
「ウィッ

ます。どんな餃子が完成するのか、皆様楽し

シュかがみの」の給食の提供からはじまり、

みにお待ちください。

皆様のご協力もあり、食事を食べていただく

これからも SORA では安心して皆様に食

利用者の方達からも美味しいという嬉しい

べていただける美味しい食を届けること、そ

感想をたびたび耳にするようになりました。

して食を通して笑顔でつながる事業所であ

そして何よりも、SORA で業務に従事してい

るよう職員社員一同頑張っていきたいと思

る社員（利用者）が自分たちが直接食べる食

いますので、どうぞよろしくお願いします。

材に係ることで生き生きと働く姿を目の当

ります。
福祉についてより深い知識、学び
を得ていきます。
現場での点の学びが研修
により線になっていきます。
三つ目は、職
務担当が 1 〜 2 年で変わります。
幅広い
業務を理解し、自発的に取り組め、誰かが
休んでも他の職員が代わりを務めること
ができます。
なので、年休も取り易く
「お互
い様」の気持ちで仕事をします。
四つ目は、
毎日顔を合わせて話し合う時間が 30 分
以上確保されています。
今日一日の出来事
をリーダーと一緒に振り返り、お互いの意
見を出し合います。

あらゆる事象を通じて「なぜ」
「どういう
ことなのか」を問いかけ、業務を改善して
いきます。
問いかけに対して必ず応答があ
り、成果を一緒に確認していきます。
時に
は上手くいかなかった取り組みも、
「では
次はどうする？」
と話を進めていきます。
これらの事は、職員のチーム意識とモチ
ベーションを高め、
「やる気」
をアップさせ
るメソッド（方法）だと考えます。
職員が辞
めないからこそ、
ノウハウを積み
重ねることが出
来、職員一人ひと
りのできること
が増えていくの
かと思います。

たりにし、食の大切さ、仕事の充実感を私た
ち職員も同じように感じることができまし
た。
今では法人外のグループホームも含め約
200 名の朝食夕食また法人内事業所の給食
も１か所「香南くろしお園」が増え３か所に
なりました。
そして外部販売商品として「NaNaDeri」

SORA

高橋

徹洋

ウィッシュかがみの

山岡

久美
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令和３年度 社会福祉法人

法人単位事業活動決算書

( 自 ) 令和 3 年 4 月 1 日 ( 至 ) 令和 4 年 3 月 31 日

勘定科目

当年度決算(A) 前年度決算(B)

就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収
経常経費寄附金収益
サ 益

繰越活動増減差額の部

高知県知的障害者育成会 決算書

サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
事業費
活
動
事務費
増 費 就労支援事業費用
減 用
減価償却費
の
国庫補助金等特別積立金取崩額
部
徴収不能額
サービス活動費用計(2)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ
その他のサービス活動外収益
収
ビ 益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増 費
減 用
の
サービス活動外費用計(5)
部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収 固定資産受贈額
益 固定資産売却益
特
その他の特別収益
別
特別収益計(8)
増
減
基本金組入額
の
固定資産売却損･処分損
部 費
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)
用 国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(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)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)

増減(A)-(B)

120,987,994
1,490,532,729
1,246,094

109,466,442
1,490,107,629
2,744,930

11,521,552
425,100
△ 1,498,836

1,612,766,817
1,082,146,141
148,771,313
151,652,079
184,001,562
125,114,972
△ 47,701,695
1,643,984,372
△ 31,217,555
21,146
22,806,085

1,602,319,001
1,029,963,718
150,538,477
149,693,210
184,155,890
110,274,233
△ 40,613,905
11,610
1,584,023,233
18,295,768
59,031
19,133,090

10,447,816
52,182,423
△ 1,767,164
1,958,869
△ 154,328
14,840,739
△ 7,087,790
△ 11,610
59,961,139
△ 49,513,323
△ 37,885
3,672,995

22,827,231
1,410,086
664,000

19,192,121
1,476,191
521,480

3,635,110
△ 66,105
142,520

2,074,086
20,753,145
△ 10,464,410
5,251,000
347,000
99,999
526,339
6,224,338
63,109,819
△ 22,955,421
5,251,000
378,015
45,783,413
△ 39,559,075
△ 50,023,485
1,412,207,802
1,362,184,317

法人単位資金収支決算書
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支
出 就労支援事業支出
支払利息支出
その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
収
入 固定資産売却収入

施
設
整
備
施設整備等収入計(4)
等
設備資金借入金元金償還支出
に
よ
固定資産取得支出
る 支
収 出 固定資産除却･廃棄支出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
積立資産取崩収入
そ
の 収 その他の活動による収入
他 入
の
その他の活動収入計(7)
活
動
に 支 積立資産支出
よ 出 その他の活動による支出
る
収
その他の活動支出計(8)
支

1,997,671
76,415
3,558,695
17,194,450
35,490,218 △ 45,954,628
147,211,650 △ 141,960,650
11,150,000 △ 10,803,000
△ 134,200
134,200
94,100
5,899
△ 150,585
676,924
159,178,673 △ 152,954,335
11,000,000 △ 11,000,000
63,044,956
64,863
△ 22,955,421
147,211,650 △ 141,960,650
378,015
158,276,513 △ 112,493,100
902,160 △ 40,461,235
36,392,378 △ 86,415,863
1,483,061,276 △ 70,853,474
1,519,453,654 △ 157,269,337

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

1,408,364
25,120,195

2,754,148
110,000,000

△ 1,345,784
△ 84,879,805

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 1,338,472,486

1,412,207,802

△ 73,735,316

前期末支払資金残高(12)
当期末支払資金残高(11)+(12)

（単位：円）

予算(A)

決算(B)

119,848,600
1,485,224,000
1,025,000
34,000
21,182,000
1,627,313,600
1,085,385,218
157,600,525
163,534,473
181,258,689
1,417,769
713,000
1,589,909,674
37,403,926
4,817,000
347,000
100,000

120,987,994
1,490,532,729
1,246,094
21,146
22,814,885
1,635,602,848
1,076,666,260
149,870,297
151,650,579
175,513,298
1,410,086
695,460
1,555,805,980
79,796,868
5,251,000
347,000
100,000

△ 1,139,394
△ 5,308,729
△ 221,094
12,854
△ 1,632,885
△ 8,289,248
8,718,958
7,730,228
11,883,894
5,745,391
7,683
17,540
34,103,694
△ 42,392,942
△ 434,000
0
0

5,264,000
16,680,000
35,212,000
27,479,000

5,698,000
16,680,000
34,622,945
27,478,000

△ 434,000
0
589,055
1,000

79,371,000
△ 74,107,000
4,299,060
229,926

78,780,945
△ 73,082,945
4,634,679
228,926

590,055
△ 1,024,055
△ 335,619
1,000

4,528,986
27,711,000
478,939

4,863,605
32,560,338
478,015

△ 334,619
△ 4,849,338
924

33,038,353

△ 4,848,414

28,189,939

△ 23,660,953
10,300,000
△ 773,511

△ 28,174,748
―

差異(A)-(B)

4,513,795
9,526,489

△ 69,890,516

△ 21,460,825

△ 48,429,691

790,232,907
720,342,391

790,232,907
768,772,082

0
△ 48,429,691

※予備費支出773,511円の内訳は以下のとおりである。
非常勤職員給与支出 △38,218円 支払利息支出 △2,769円
拠点区分間繰入金支出 △6,612円
修繕費支出 △224,973円
過年度損益修正額支出 △939円
業務委託費支出 △500,000円

法人単位貸借対照表
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
商品・製品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置
車輌運搬具
器具及び備品
権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用
リサイクル法預託金
資産の部合計

( 自 ) 令和 3 年 4 月 1 日 ( 至 ) 令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

令和 4 年 3 月 31 日現在

資産の部

当年度末

902,173,010
626,184,832
253,698,932
1,680
9,466,222
17,106
187,308
3,912,100
0
6,474,840
2,229,990
2,569,526,423
1,755,930,447
247,167,392
1,508,763,055
813,595,976
17,232,331
63,460,560
1,871,146
17,141,842
45,310,898
1,483,954
845,104
10,000
77,318,535
13,000,000
1,599,000
551,000,000
4,485,516
10,726,995
3,798,000
3,814,385
497,710
3,471,699,433

前年度末

1,058,125,198
641,649,315
258,168,004
2,520
145,999,188
16,859
58,806
3,850,575
5,582
6,146,486
2,227,863
2,677,948,577
1,869,880,952
247,167,392
1,622,713,560
808,067,625
17,788,055
72,025,865
1,685,018
16,422,712
59,521,599
1,652,178
891,294
10,000
73,743,919
13,000,000
1,599,000
531,000,000
3,965,800
7,534,880
3,733,000
3,019,255
475,050
3,736,073,775

増減

△ 155,952,188
△ 15,464,483
△ 4,469,072
△ 840
△ 136,532,966
247
128,502
61,525
△ 5,582
328,354
2,127
△ 108,422,154
△ 113,950,505
0
△ 113,950,505
5,528,351
△ 555,724
△ 8,565,305
186,128
719,130
△ 14,210,701
△ 168,224
△ 46,190
0
3,574,616
0
0
20,000,000
519,716
3,192,115
65,000
795,130
22,660
△ 264,374,342

負債の部

流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金

固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
第１号基本金
第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
備品等購入積立金
施設整備等積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額
(うち当期活動増減差額)

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

当年度末
209,857,860
45,521,446
18,159,000
79,022,595
228,086
5,481,733
1,017,000
60,428,000

前年度末
増減
343,846,439 △ 133,988,579
183,090,667 △ 137,569,221
18,159,000
0
74,626,639
4,395,956
3,120,263
△ 2,892,177
5,355,510
126,223
0
1,017,000
59,494,360
933,640

339,224,535
352,329,919 △ 13,105,384
261,906,000
278,586,000 △ 16,680,000
3,574,616
77,318,535
73,743,919
549,082,395
696,176,358 △ 147,093,963
純資産の部
0
346,928,266
346,928,266
0
308,912,982
308,912,982
0
38,015,284
38,015,284
656,404,775
723,661,669 △ 67,256,894
23,711,831
580,811,511
557,099,680
0
13,000,000
13,000,000
0
1,599,000
1,599,000
20,000,000
551,000,000
531,000,000
519,716
4,485,516
3,965,800
3,192,115
10,726,995
7,534,880
1,338,472,486 1,412,207,802 △ 73,735,316
△ 50,023,485
36,392,378 △ 86,415,863

2,922,617,038
3,471,699,433

3,039,897,417 △ 117,280,379
3,736,073,775 △ 264,374,342
（単位：円）

ご意見・ご感想
ご意見・ご感想

機関紙「わだち 轍」に関するご意
機関紙「わだち 轍」に関するご意
見・ご感想などございましたら、
見・ご感想などございましたら、
下記連絡先までお寄せください。
下記連絡先までお寄せください。
いただいた貴重なご意見を今後の
機関紙づくりの参考とさせていた
いただいた貴重なご意見を今後の
だきたいと思います。
機関紙づくりの参考とさせていた
だきたいと思います。

社会福祉法人
高知県知的障害者育成会
社会福祉法人

TEL 088-855-3717
高知県知的障害者育成会
FAX
088-855-6181
TEL 088-855-3717
Mail
FAX ：kochi-ikuseikai
088-855-6181

@iaa.itkeeper.ne.jp

