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みんなの活躍スペースが増えました
この度、島根県共同募金会様からの助成を受けて、就労継続支援事
業のための作業スペースを増築整備することができました。当該整備
事業は、障がい福祉サービスの一つである就労継続支援B型サービス
（就労支援事業）を提供するための活動スペースを確保することを目的
に計画したものです。これまで既存スペースを工夫して対応してきまし
たが、定員いっぱいのため新たな利用ニーズに対応できなく、お断りを
せざるを得なくなっていた上、今後も安全に安心して利用してもらうた
めには、相応の作業スペースを確保することは喫緊の課題となっていま
した。今回助成を受けて整備することができた作業スペースは、従来よ
り多くの方の受け入れが可能となるだけでなく、建物内に明るい日の光
が差し込み、すがすがしい気持ちで作業に取り組むことができ、みんな
のモチベーションアップにも繋がっています。赤い羽根の共同募金は、
皆様の温かい募金からなるものです。本当にありがとうございました。

送迎サービスに新車両を整備
平成29年 3 月、公益財団法人日本財団様からの助成を受け、新た
に送迎用車両 （車いす対応軽自動車 乗車定員 4 名 （車いす使用時
3 名）を整備することができ、早速活躍しています。
今回整備した車両は、昨年度開設した 「放課後等デイサービス事
業所ひなたぼっこきすき」の送迎時に活用しています。その送迎範囲
は広大で、多方面に渡りますが、 1 台増台できたことにより、増加す
る傾向にある利用希望に柔軟に応えることができるようになりました。
公益財団法人日本財団様に衷心より感謝し、大切に活用していき
たいと思っています。本当にありがとうございました。

「しまね女性の活躍応援企業」の
登録を受けました
この登録制度は、女性の活躍推進
に向けて積極的に取組む企業・団体
を 「しまね女性の活躍応援企業」と
して、島根県知事の登録を受け、女
性の就業環境の整備などの支援を受
けることができるものです。当法人
では、女性のスタッフが多く、その活躍により法人が成
り立っているものです。今後も当法人が掲げる 「安心し
て働ける職場づくり・職場への定着支援」 の一つの柱と
して、女性の活躍を応援できるよう、しっかりとバック
アップしていきたいと考えています。

みんなの
「生きる」
を
社会福祉法人
「社会福祉法人ってなに？」 をやさしい表現
で伝え、広めていけるよう作成された動画が
掲載されています。社会福祉法人の役割や実
践等が紹介されていますので、見て知っていた
だければ幸いです。

日 々の活 動の様子

就労継続支援B型事業所

きすきの里
●●やりがいにつながる日々の活動

●●みんないっしょに日中活動

「こんにちは、きすきの里です」、
「こんにちは、ありがとうございます」
弁当配達、はっぴぃエコプラザでの様
子です。きすきの里では、自立を目指
し、社会性を身に着けるため人との交
流を大切にしており、元気に挨拶するこ
とを心がけています。今ではお客様に
も浸透し、「お疲れ様」、「ありがとう」
との声を掛けて下さいます。利用者様
のやりがいに繋がり、日々の活動に意
欲的に取り組むことができています。

弁当配達

はっぴぃエコプラザ

●●おかげさまで大好評！ トマトのミックスソース
5 事業所協働で作っているミックスソースもお陰様で毎年ご好評いただいて
おります。今年度から連携事業オリジナルラベルを作成し、販売を強化して
います。きすきの里では収穫量の増と
作業の効率化を目指し、耕作地拡大と
平成28年度島根県障がい者就労支援事
業所設備整備補助金の助
成を受けて耕運機を購入
することができました。
現在夏の収穫に向けて
たくさん実 がつき始 め、
収穫が楽しみです。

◀耕運機

▲トマト畑

昨年度は広島県に行って来ました。初日は宮島。世界遺産の厳島神社や宮島水族館、そしてナイトクルー
ジングでは船上から幻想的な夜の厳島を堪能しました。翌日は広島市内で木下サーカスショーが開催されて
おり、動物ショーから空中ブランコなど大盛り上がりでした。旅行を終えるとすぐに次の旅行が話題になりま
す。楽しい旅行になるよう仕事に力も入っています。今年は四国、愛媛県へ体験旅行の計画をしています。

厳島神社で

ほっとらいふ雲南
花火

豆まき

●●活気あふれる班活動

●●楽しさ満載の体験旅行

宮島

毎朝の朝礼が終わると、歌に合わせて元気に体
を動かします。みなさんノリノリで 1 日が始まりま
す。一息入れると、思考を凝らしたレクリエーショ
ン活動がスタートします。大人数で楽しむ活動もあ
れば、みなさんの特性に合わせ選択できる小グルー
プの活動も行っています。
活動場所には、室内ボウリングやスカットボール ハロウィン
などのレクリエーション用品も充実しています。中
でも、昨年新たに導入したカラオケマシーンは 「歌
えない歌はない！」と言われるほどの曲が収録され
ており、人気ナンバー 1 となっています。
また、天気の良い日はドライブにも行きます。雲
南市内だけでなく「これぞスポット！」 に出かけ、
人気の活動メニューとなっています。
また、みなさんの力を結集し、画用紙をクルクル
NHK
丸めてボンドで貼り付けた筒絵を完成させました。
見学
『夏の夜空を彩る光花』 芸術作品です！

生活介護事業所

ナイトクルージング

ほっとらいふ雲南では、個々の趣味や個性を活かして、 2 ヶ月に一度班活動を行っています。
今年度は、 3 つの班に分かれて活動をしています。
畑での野菜作りや金魚の世話、ペットとの触れ合いを楽しむ 「園芸班」。音楽を取り入れて体を動かし
たり、時にはトレーニング機器を使って汗を流す
「レッツ・ミュージック・スポーツ班」。季節に合
わせてお菓子や食事作りを体験し、ほっとらいふ
のメンバーに振る舞う 「クッキング班」。
それぞれの班のみなさんで意見を出し合い、楽
しく活動を行っています。
班活動の日はいつも以上に活気に溢れ、とても
賑やかになります。
レッツ・ミュージック・スポーツ班
園芸班

●●季節とふれあうわいわい土曜日
平日の活動にプラスして、特別な活動日として皆さんから喜ばれている休日の活動があります。
休日にみなさんでわいわい楽しく活動しようという目的から 「わいわい土曜日」と銘打ち、季節に合わせ
たイベントを企画しています。
梅雨の時期にはアジサイを観に行き、夏
にはスイカ割りを、お彼岸にはおはぎ作り
を体験しました。少し遠出をして紅葉狩りに
でかけたこともありました。「次は何をする
の？」とみなさんの楽しみに繋がっているよ
うです。
紅葉狩り
花の郷

法人の財務状況

貸借対照表（平成29年 3 月31日現在）

（単位：円）

資産の部
流動資産
現金預金
事業未収金

負債の部

当年度末

前年度末

54,569,557

65,916,792 -11,347,235 流動負債

21,341,658
32,503,176

33,780,491 -12,438,833
31,169,114
1,334,062

貯蔵品

増

減

当年度末

724,723

967,187

547,961,467
317,229,226
28,059,950
284,630,224
3,539,052
1,000,000
230,732,241
1,366,106
529,068

523,614,434
322,708,060
28,059,950
289,804,544
3,843,566
1,000,000
200,906,374
1,505,045
628,236

935,036
406,000
7,091,163
5,215,444
94,668

11,733
294,000
8,458,510
6,057,947
151,060

人件費積立資産
修繕積立資産

8,455,533
25,459,064

8,588,840
25,507,772

備品等購入積立資産

7,500,000

7,500,000

0

施設整備等積立資産 170,562,855 140,062,855

30,500,000

固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備
定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
機械及び装置
車輌運搬具
器具及び備品
ソフトウェア

工賃変動積立資産
3,117,304
2,140,376
資産の部合計
602,531,024 589,531,226

平成28年度

収入内訳

-242,464

3,521,241

3,615,760

減

510,956
-94,519

2,100,000 2,100,000
0
904,092
904,092
0
724,740
658,459
66,281
4,415,099 3,875,905
539,194
6,300,000 8,400,000 -2,100,000
6,300,000 8,400,000 -2,100,000
17,965,172 19,554,216 -1,589,044
純資産の部
10,870,000 10,870,000
0
1,000,000 1,000,000
0
9,870,000 9,870,000
0

（うち当期活動増減差額）

19,479,991

9,222,804

10,257,187

976,928 純資産の部合計
584,565,852 569,977,010 14,588,842
12,999,798 負債及び純資産の部合計 602,531,024 589,531,226 12,999,798

（単位：円）

金
額
11,389,230
192,110,371
409,536
100,000
1,550,776
2,033,280
7,275,252
60,738,481

%
4.13
69.70
0.15
0.04
0.56
0.74
2.64
22.04

合

275,606,926

100.00

就労支援事業収入

増

24,347,033
-5,478,834
0
-5,174,320
-304,514
0 基本金
29,825,867 第１号基本金
-138,939 第３号基本金
-99,168 国庫補助金等特別積立金 164,016,324 168,907,473 -4,891,149
923,303 その他の積立金
215,094,756 183,799,843 31,294,913
112,000 人件費積立金
8,455,533 8,588,840
-133,307
-1,367,347 修繕積立金
25,459,064 25,507,772
-48,708
-842,503 備品等購入積立金
7,500,000 7,500,000
0
-56,392 施設・設備整備積立金 170,562,855 140,062,855 30,500,000
-133,307 工賃変動積立金
3,117,304 2,140,376
976,928
-48,708 次期繰越活動増減差額 194,584,772 206,399,694 -11,814,922

区
分
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄付金収入
受取利息配当金収入
その 他 の 収 入
施設整備等補助金収入
前期末支払資金残高
計

事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計

前年度末

11,665,172 11,154,216

障害福祉サービス等事業収入

平成28年度

支出内訳

区
分
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
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
積 立 資 産 支 出
当期末支払資金残高
合
計

（単位：円）

金
額
124,541,460
20,816,761
24,497,788
10,118,709
220,500
2,100,000
12,392,224
31,500,000
49,419,484
275,606,926

当期末支払資金残高

%
45.19
7.55
8.89
3.67
0.08
0.76
4.50
11.43
17.93
100.00

人件費支出

積立資産支出
固定資産取得支出
前期末支払資金残高

事業費支出

施設整備等補助金収入

事務費支出
就労支援事業支出

その他の収入
受取利息配当金収入

借入金利息補助金収入

支払利息支出

経常経費寄付金収入

設備資金借入金元金償還支出

※当法人の財務状況の詳細が知りたい方は施設において閲覧できます。

