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八身福祉会の
新たな挑戦に向けて
理事長
社会福祉法人八身福祉会はここ数
年大きく変わってきました︒それは
地域の人をはじめ︑
行政各部所や︑
福
祉の関係者多くにおいて感じておら
れるのではないでしょうか︒このよ
うな状況を生み出せたのは︑職員一
人一人のたゆまぬ努力があったから
こそだと思っています︒そしてそれ
を支える様々な地域の支えがあった
からです︒皆様に心からお礼申し上
げます︒

広場で運動＆奥永源寺渓流の里

６月

７月

バスボム作り＆紙コップかるた

木猫隊演奏＆ババぬき最弱王決定戦

八 身 福 祉 会 の 役 割 は︑通 所 者 に

除菌シート＆こいのぼり作り

５月
４月

とって︑安心して自分の力を発揮す
る場︑心地よい居場所であり続ける
ことです︒そして八身福祉会で力を
つけて社会に飛び立てる場でもある
ことです︒このような形でしっかり
現在グループホームの設立や相談

権利が守られる法人であることです︒
支援機関として今まで以上の展開を
試みようとしています︒役割を実践
するための八身福祉会を構成する私
たち自身の新たな挑戦です︒
皆様一人一人には持ち味︵良いと
こ︶があります︒
自分自身の持ち味を
見つめなおし︑それを寄せ合ってす
ばらしい事業所に育てていこうでは
ありませんか︒
今回は︑法人の礎である職員さん
へのエールとさせていただきました︒
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事 業 報 告
若年化等で更に改善の余地を残す︒
福祉会計が安定してきた反面︑就労
支援収入の不安定さから支出過多に
なっており︑収入の増加・支出抑制
︵特に収入に見合う工賃支出︶の両
面で課題解決に取り組む必要がある︒
〇就労支援事業
林田拠点では︑ほとんどの事業で
減収となった前年度より収入は増え
たが︑一番の収入源であるシートベ
ルト作業は横ばいであったため︑工
賃支給総額はコロナ以前のようには
回復しなかった︒今後の情勢には見
通しが立たないため︑葉菜屋の弁当
事業をはじめ林田拠点でも自主事業
の検討に入り︑利用者の工賃確保や
働きがい創出のため積極的に事業展
開を模索する︒
〇第二次中期事業計画の推進
２月の総括会議において計画の中
間総括を行い︑各部会でまとめた進
捗状況や今後の推進について職員間
で共有した︒残り２年間で取り組め
るよう引き続き尽力する︒
〇職員研修
・内部研修は年間７回開催
︵人権研修含む︶
・サービス管理責任者更新研修１名
・サービス管理責任者基礎研修２名
・虐待防止研修３名
・発達障がい者支援連続研修１名
・障がい者福祉に関する基礎研修
︵内部・全６回︶
〇行事・余暇活動
・行
事：ふれあい祭り⁝中止︑
日帰り旅行⁝中止
・余暇活動：計６回開催
︵参加者各回２０〜４１名
：参加延べ人数１８１名︶
〇職員の採用・退職
退職：正規職員１名
パートタイム職員２名
採用：正規職員１名
パートタイム職員１名
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※詳細をご覧になりたい方は、
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. ｐ/）に掲載していますのでご確認ください。

（１）資産の部
①流動資産
②固定資産
（２）負債の部
①流動負債
②固定負債
（３）純資産の部

金額（円）
359,505,172
88,545,006
270,960,166
33,084,376
7,805,806
25,278,570
326,420,796

項目

平均工賃（月額）

令和３年度 就労継続支援Ｂ型

３.法人単位の資産等の状況

金額（円）
20,659,595
222,371,382
201,711,787
106,147,983
8,706,052
14,315,399
67,150,112
9,919,294
▲ 4,526,963
525,243
1,589,107
1,063,864
0
1,000,000
1,000,000
21,184,838
141,659,221
0
325,000
1,631,574
161,537,485

項目
（１）サービス活動増減差額
①サービス活動収益
②サービス活動費用計
・人件費
・事業費
・事務費
・就労支援事業費用
・減価償却費
・国庫補助金等特別積立金取崩額
（２）サービス活動外増減差額
①サービス活動外収益
②サービス活動外費用
（３）特別増減差額
①特別収益
②特別費用
当期活動増減差額
前期繰越活動増減差額
基本金取崩額
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額

金額（円）
28,524,619
226,252,989
67,338,585
157,269,297
56,000
1,427
1,587,680
197,728,370
106,967,453
8,688,552
14,315,399
66,693,102
132,543
931,321
▲ 17,944,112
1,000,000
18,944,112
2,911,894
1,437,880
2,911,894
9,106,493
77,003,479
86,109,972

項目
（１）事業活動資金収支差額
①事業活動収入計
・就労支援事業収入
・障害福祉サービス等事業収入
・経常経費寄附金収入
・受取利息配当金収入
・その他収入
②事業活動支出計
・人件費支出
・事業費支出
・事務費支出
・就労支援事業支出
・支払利息支出
・その他の支出
（２）施設整備等資金収支差額
①施設整備等収入
②施設整備等支出
（３）その他の活動資金収支差額
①その他の活動収入
②その他の活動支出
当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

２.法人単位の事業活動の状況
１.法人単位の資金収支の状況

法人の経営状況
令和３年度

令和3年度
法人事業活動状況
〇運営全般
新型コロナウイルス感染症の蔓延
が２年目となる中で︑嘱託医による
施設内でのワクチン接種や日頃の感
染予防対策により︑クラスターの発
生もなく利用者の安定した通所に努
めることができた︒単独の感染者は
４名発生したが︑発熱時や感染時の
ガイドラインを職員間で共有して対
応し施設内での感染の拡大を防いだ︒
中期事業計画のグループホーム設
立について︑役員・評議員の皆様に
もご理解を頂いて好条件の物件を購
入することができ︑利用者やご家族
のニーズに対応できるよう今後の設
立準備を進める︒
〇利用者支援及び利用状況
年度内で１０名の利用者︵在宅３
名︑特別支援学校卒業生３名︑転籍
１名︑企業離職２名︑企業在籍１
名︶が増え︑退所者は９名︵就職５
名︑入院１名︑在宅２名︑死亡１
名︶であった︒コロナに対しては一
部極度の不安や閉じこもりの方はお
られるが︑マスク・検温・手指消毒
などは習慣化して感染防止対策には
概ね協力していただけた︒その他︑
内部や外部機関への特段の苦情︑事
故︑大きな怪我等の発生はなかった︒
就労継続支援B型事業ではほぼ定
員満杯となりつつあるが︑市内特別
支援学校の卒業生増加という圏域課
題に対し︑学校とも連絡を密にして
体制整備に努めたい︒
〇財政面
グループホーム用物件の購入で約
１︐４００万円の支出があったが︑
報酬改定の影響等で特に給付費収入
の伸びが大きく︑最終的な資金収支
差額は約９００万円の黒字で資金残
高は約８︐６００万円となった︒人
件費比率は７３．２％と適度な範囲
に収まりつつあるが︑職員年齢層の

はっしん

２０２２年９月２０日

２０２２年９月２０日

はっしん

じゃがいも＆たまねぎ掘り

はなやの母屋では、葉菜屋を拠点として
さまざまな活動を行っています。
詳しくは、facebookに掲載しています。

葉菜屋では飲食業の認可を取得し、毎週火曜日と木曜日に東近
江市役所内ショップmitte (ミッテ)さんに
お弁当を出しています。また、ご要望があ
れば個別の注文や配達にも応じています。
詳しくは、公式LINEをご覧ください。
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藤井

崇博さん
コニシ株式会社

①就職してどれぐらい経ちましたか？
７か月です︒

髙城

斗夢さん
日野精機株式会社

①就職してどれぐらい経ちましたか？
６か月です︒

こ～んに～ちわ～、アポロ班
の下澤です。ちょっと強面の先
輩と個性豊かな利用者の方々に
囲まれ、時には勇気をもらい、
時には助けてもらい、一日でも
早く仕事を覚えるよう、作業に
はげんでいる毎日です。私はわ
りとしゃべらない人なので、皆
さんと話すよう、日々過ごした
いと思っています。

秀正

八身福祉会に４月よりお世話に
なっております。福祉関係の仕事
には就いたことがなく毎日勉強さ
せていただいております。何も分
からず時にはミスをすることもあ
りますが職員の皆さんをはじめ利
用者の方にも助けていただいてい
ます。早くお役に立てるよう頑
張っていきますのでどうぞよろし
くお願い致します。

下澤

彩乃

木村

中央競馬馬主社会福祉
財団様より助成金を受
け、送迎や余暇活動に
使用する車両（スズキ
ソリオ）を整備しました。
令和４年３月納車

②どんなお仕事をしていますか？
②どんなお仕事をしていますか？
ボンド︑接着剤の製造です︒
部品のバリ取りや部品の穴あけをして
います︒
③お給料はどんなことに使いましたか？
映画を観に行ったり︑
③お給料はどんなことに使いましたか？
アーケードゲームをしたりしました︒
お爺ちゃん家と自分の家にケーキを買
いました︒
④働く上で大切だと思うことは？
挨拶・連絡・相談をすることです︒
④働く上で大切だと思うことは？
相談も作業のやり方を知っている人と
リーダーの指示を聞いて正確な作業を
知らない人がいるので︑確認して知っ
することです︒
ている人に聞くように心がけています︒
早く丁寧に効率よくするのと限られた
⑤今後の目標は？
時間内に作業を終わらせるようにする
正確な作業をして職場に頼られるよう
ことだと思います︒
になることです︒
⑤今後の目標は？
苦手な作業もコツコツと時間が短くな
るように頑張っていきたいです︒

車両の助成を受けました

