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ご　挨　拶

社会福祉法人　誠 信 会
理事長　長谷川　文徳

広い視野
　2021 年度がはじまり、前年度を振り返れば、新型コロナウイルス
により誠信会でも様々なイベントが中止されるなど、私たちの生活
にも大きな変化をもたらしました。
　とくに、この新型コロナウイルスの蔓延では、自己中心的な狭い

視野の人たちによって、他人の迷惑を顧みない事案が多くあったと思います。この自己中心的な狭
い視野は、強すぎる自我が生み出しています。

相互尊重
　私たちの実相が “独りでは生きていけない生物 ” である以上、互いが尊重し合って生きる必要が
あります。「相互尊重」相手の自由を尊重するから自分の自由も尊重されます。先ず相手を思いや
る “縁や絆 ” を大切にする心を育てなければ、社会の生き辛さは増していくでしょう。そうしない
ためにも私たちは、「身心脱落」強すぎる自我を和らげ心を軽くし、広い視野で物事を見る必要が
あります。私たちは、人生を狭い視野で生きれば、行き詰まり悩み多きことになります。それだけ
でなく、大切な人を傷つけることにもなるでしょう。

すでに起こった未来
　さて、「すでに起こった未来（P.F. ドラッカー）」があります。私たちは “すでに起こった事象か
ら未来を見ることができる ” という、広い視野の大切さを説いた言葉です。
　例えば、現在の少子高齢化問題からは、「2040 年問題」未来の生産年齢人口の減少による様々
な問題が想定されています。また、「SDGs（持続可能な開発目標）」も現在の起こっている事象から、
未来を見据えた目標を世界全体で考えていこうとしています。
　これまで私たちは『すでに起こった未来』を知りながら、目の前の問題に捉われ未来への対応を
疎かにしてきました。今回の新型コロナウイルスの蔓延でも、起こりうる未来を知りながら目をそ
むけた行動が多くあったと感じます。

倫理観
　私たちは、行動をする時に「正見」良し悪しを正しく見る倫理観が求められます。とくに「相互
尊重」の倫理に基づかない行動は、社会を住みづらくするだけでなく、私たちを不幸せにします。
私たちが不幸とならないためには、この倫理に基づいた人格の形成が必要です。
　それには、自己中心的な狭い視野で見るのではなく「融通無碍」な広い視野を養うことが求めら
れます。なぜなら、私たちの命や人生は、家族や友達など多くの大切な人が傍にいて成り立ってい
るので、その人たちの視点からも考えられなければ、やがて孤独となり、不幸を迎えます。

未来の社会
　倫理観は、多くの人が共に生きるための道理であり「社会」には必要不可欠なものです。しかし、
現在の日本では、すでに倫理観の欠如が起こっています。やがて、強すぎる自我の人がもっと増え
れば、未来の社会は混沌としたものになるでしょう。
　今、私たちは広い視野に立って人の縁や絆に感謝する心を振り返らなければなりません。2021
年度の誠信会では、「相互尊重」を方針に未来の社会にも思いを馳せ、事業を進めて参りたいと思
いますので、今後とも皆様にはご支援をお願い申し上げます。

相互尊重
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　 新型コロナウイルス感染症に備える
　新型コロナウイルス感染症が未だに収束をしませんが、本法人では感染症対策として様々な取り
組みを行いました。未曾有のコロナ禍において職員が一丸となり「大切な人を守る取組み」、それは、
誠信会理念「群生和楽～すべての人々の幸福のために～」の実践でもありました。
◆理事長メッセージ～法人対策室の設置
　～長谷川理事長より誠信会職員へ以下のメッセージが出されました。（一部省略）～
「新型コロナウイルス緊急事態宣言」の延長をうけ法人対策室の設置について
　職員の皆様には、不安のなか新型コロナウイルスへの対応を頂きありがとうございます。先般４
月 23 日、皆様には「新型コロナウイルス緊急事態宣言」をうけて、誠信会理念「群生和楽～すべ
ての人々の幸福のため～」を実践し、県外（遠方）や人の集まる場所への私的な外出等を止め、多
くの大切な人を守るため「命の維持や生活に必要な行動」に限定をお願いする文章を発したところ
ですが、今般５月４日「新型コロナウイルス緊急事態（以下緊急事態）の延長が決定されました。
　新型コロナウイルスとの戦いは長期戦が予想され、私たちの生活様式を変えることが前提のよう

です。私たちの仕事は、地域の生活を支える職業として期待
されています。しかし、職員の皆様にも生活があることも現
実です。長期戦を想定した法人の対応策が必要だと考えます。
　今回の緊急事態宣言延長をうけて、法人に対策室を設け、
ご利用者及び職員の皆様への対応の強化を図りたいと思いま
す。誠信会の強みは、大規模な法人であり大きな組織力を有
していることです。各部門及び各施設を超え、すべての職員
が一丸となり実践するよう求めます。早く普通の暮らしが戻
るよう、早期の終息を願います。
　＜令和 2 年 5 月 5 日　　理事長　長谷川文徳＞
　理事長メッセージを受け、法人対策室を立ち上げました。「情
報管理、緊急時の指示、物資一元管理、労務、予算に関する
こと」を担い、施設現場との連携により、コロナ対策司令塔
としての役割を担っております。
◆感染拡大防止用品と感染予防室の整備
　各施設では、感染予防
のための物品を日ごろか
ら備蓄しており、改めて

マスクや消毒液、手袋、ガウン等の在庫が法人全体でどのく
らいあるのか調査しました。そして、感染症が発生した施設
用として物品の一元管理を行いました。当時は品不足で長期
戦において十分とは言えませんでしたが、現場の職員は感染
防止対策に全力を注ぐことが出来たのではないかと思います。
　
　 働き方の新しいスタイル
◆リモートによるＷＥＢ会議・研修の導入
　緊急事態宣言以降、感染リスクを下げるためにテレワーク
の採用が社会的に進みました。本法人においても「Microsoft 
Teams」導入し、定例の会議や委員会活動などがＷＥＢで開催
されるようになり、理事会や評議員会もＷＥＢ併用で行いま
した。また、３密を避けるために止まっていた法人内部研修
も令和 2 年７月から再開することが出来ました。当時の新任
職員の方は入職後以来全員で顔を合わせることで、それまで
の不安が解消できたのではないでしょうか。
　その他にも様々な感染症対策を講じておりますが、これからも職員一丸となり法人全体でご利用
者様、ご家族、職員、関係者の安全を最優先に感染予防に万全の対策と体制で取り組んでまいります。
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　 オンラインへの採用へ
　例年 3 月から始まる採用活動の本格始動にむけて、例年どおり、法人
内採用プロジェクトメンバーとともに、準備を進めていた 2020 年 2 月、
突如、新型コロナウイルス感染予防のため、大手就職サイト合同企業ガ
イダンスの開催中止の決定の連絡が入りました。それに続き、法人内就
職ガイダンスも一旦中止の判断をせざるをえない状況となりました。
　2020 年度を迎えた 4 月、Microsoft Teams を使って、法人内会議の環
境を整えました。法人内部の会議の状況からオンライン採用のイメージ
を持った上で、5 月に入り、オンライン採用について企画を立てました。
初めてのオンライン就職説明会には、4 月にお申し込みを頂いていた学生
の方や新規の学生の方からお申し込みをいただきました。回線の不具合
はあったものの、無事に終えることができ、トップメッセージの長谷川
理事長、採用プロジェクトメンバーと共に、安堵しました。
　また、県外の面接応募者については、採用面接をオンラインで初めて開催しました。しかし、大
きなトラブルもなく、スムーズに終えることができました。

　コロナ前の採用活動では、説明会と職場見学のセットで、
誠信会を知る機会として、入職前後のお仕事内容や職場の雰
囲気も感じ取ってもらえるよう、採用プロジェクトメンバー
の職員とともに創り上げ
てきました。オンライン
になり、パワーポイント
の資料だけではお伝え出
来ない、見えない部分の
誠信会の良さをどのよう

に引き出せるのか、解決してくれたのが、施設ごとに制作し
た採用動画です。3 分程度の短い時間ですが、施設内のお仕
事内容や勤務時間、学生の皆さんへのメッセージ、施設の特
色を動画にまとめてくれました。学生目線を大切に、それぞれの施設の想いがつまった動画になり
ました。
　また、ホームページの採用情報も一新しました。誠信会の採用活動は、新卒求人だけではなく、
中途採用の求人もあります。さまざまな求職者の皆さんに向けて、法人について発信し、福祉のい
ろいろな可能性はあらためて人が創造していくことを
実感しました。
　最後に、私たち採用担当は、毎年新任職員の皆さん
に、新職応援メッセージカードを入社式後にお渡しし
ています。今年のカードには、理事長から下記のメッ
セージがありました。

　　
　 「踏み出す一歩が道をつくる」
　　　
　　　 何もしなければ道は生まれません。
　　　 進んだり・戻ったり・迷ったりしながら創るものです。
　　　 時が経ち振り返れば、それは自分の大きな財産と成ります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　長谷川文徳
　コロナ禍でしたが、その大変な中、ご縁をいただきました新任職員 17 名の皆さんのこれからの
活躍がとても楽しみです。頑張っていきましょう！

本部レポート②
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児童部門　介護部門　レポート

　 2021 児童部門事業レポート
　『子育て支援の体制整備』を部門の中長期目標として取組んでいますが、2020 年度は、富士市
と新たに夜間養護等事業（トワイライトステイ）の子育て支援事業についての委託契約を結び、年
間で 20 件以上利用をしていただきました。一方で保育所を中心とした地域交流、居場所事業での
新しい取組を計画していましたが、感染症対策を優先したことから思うような成果は得られません
でした。
　コロナ禍において、社会全体が WEB を活用してのリモート等デジタル化が一気に進んでいるよ
うに感じます。学校教育でもデジタル化が推し進められており、取り残される子どもや子育て家庭
があるのではないかととても危惧しています。新たな社会問題、格差につながらないように、社会
情勢に合わせたサポート体制を柔軟に築いていくことを心掛けていきたいと思います。

　 2021 介護部門事業レポート　　
　介護部門では「未来を創造（クリエイト）する」とい
う経営方針を掲げ、ご利用者様が自分らしい生活を送れ
るよう、又それを支える職員が誇りをもって働けるよう
取組みました。それを実現するために、私達が有する、
介護老人福祉施設、通所介護、居宅介護、居宅介護支援、
地域包括支援、短期入所生活介護等の社会資源をつなげ、
有効に活用していただくうえでも、部門内の連携を強化
し、組織力の向上を図りました。サービスを支える人材
については、研修や資格取得を通して、サービスの質の

向上につなげました。次に特別養護老人ホーム富士楽寿園についてです。富士楽寿園は昭和 50 年
6 月 1 日に事業が開始されました。現在まで 46 年とい
う長きにわたり、大勢の皆様にご利用いただいておりま
す。長い歴史と共に設備の老朽も進み、ご不便をおかけ
する面も現れてきました。そのため現在、移転改築の計
画を進めています。令和 2 年度は、静岡県と富士市の
設計審査を受審し、移転改築に向けた準備を進めました。
新しくなる富士楽寿園をはじめ、すべての事業が安定的
な経営を基盤とし、安心、安全なサービスを提供できる
よう今後も邁進します。
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児童部門　介護部門　レポート

　 2021 児童部門事業レポート
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新しい取組を計画していましたが、感染症対策を優先したことから思うような成果は得られません
でした。
　コロナ禍において、社会全体が WEB を活用してのリモート等デジタル化が一気に進んでいるよ
うに感じます。学校教育でもデジタル化が推し進められており、取り残される子どもや子育て家庭
があるのではないかととても危惧しています。新たな社会問題、格差につながらないように、社会
情勢に合わせたサポート体制を柔軟に築いていくことを心掛けていきたいと思います。

　 2021 介護部門事業レポート　　
　介護部門では「未来を創造（クリエイト）する」とい
う経営方針を掲げ、ご利用者様が自分らしい生活を送れ
るよう、又それを支える職員が誇りをもって働けるよう
取組みました。それを実現するために、私達が有する、
介護老人福祉施設、通所介護、居宅介護、居宅介護支援、
地域包括支援、短期入所生活介護等の社会資源をつなげ、
有効に活用していただくうえでも、部門内の連携を強化
し、組織力の向上を図りました。サービスを支える人材
については、研修や資格取得を通して、サービスの質の

向上につなげました。次に特別養護老人ホーム富士楽寿園についてです。富士楽寿園は昭和 50 年
6 月 1 日に事業が開始されました。現在まで 46 年とい
う長きにわたり、大勢の皆様にご利用いただいておりま
す。長い歴史と共に設備の老朽も進み、ご不便をおかけ
する面も現れてきました。そのため現在、移転改築の計
画を進めています。令和 2 年度は、静岡県と富士市の
設計審査を受審し、移転改築に向けた準備を進めました。
新しくなる富士楽寿園をはじめ、すべての事業が安定的
な経営を基盤とし、安心、安全なサービスを提供できる
よう今後も邁進します。

　 2021 障害部門事業レポート
　2020 年初春に始まった全国的なコロナ感染症。未だ
に収まりがつかない状況ですが、障害者施設では、この
対応に追われる 1 年となりました。県内外で障害者施
設の集団感染（クラスター）が発生し、その情報が伝
わってくる中でいかに事業所内に持ち込まないか、もし
発生た場合の BCP 作成など。そんな中でご利用者様に
も面会の中止
や、行事参加、
外出の自粛等

やむを得ないこととはいえ多大な迷惑をかけてしまいま
した。一方で、職員研修や会議においては、WEB 対応
をするなど新しい技術が取り入れられるとともに、出張
が無くなった分ご利用者様と過ごす時間も増え、施設内
支援にはかえって充実したように思います。早急なワク
チン接種と、自粛の少ない生活に戻れるよう願ってやみ
ません。

５

障害部門　相談部門　レポート

　 2021 相談部門事業レポート
　相談部門では、地域で暮らす方たちが不安や困り事を抱えることなく、心豊かな暮らしが出来る
ように、地域のニーズを正しく把握して情報提供や支援活動を行っております。
　また高齢・児童・障害・その他の分野における複合的な地域課題を共有して、お互いの分野の垣
根を超えた包括的な相談支援を行って参ります。
　「富士市吉原中部地域包括支援センター」では、各地区で生活支援の取り組みのお手伝いをして
います。小学校体育館にて地域ケア会議を開催しました。しっかりとコロナ対策を行い、40 名の
方がボランティアセンター開設に向けての話し合いを行いました。
　「児童家庭支援センターパラソル」では、保護者同士の相互支援の場として「パパママサロン」
を実施しています。子育ての悩み、家庭の悩みなど、様々なテーマで話をする中で、参加者同士が
労い合ったり、情報交換を行ったりしています。個別の相談だけではなく、このような子育て中の
みなさまを支える場を作るなど、子育てしやすい地域づくりにも力を入れていきたいと考えていま
す。
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2020年度決算報告①

　（自）令和２年３月31日　（至）令和３年３月31日 （単位：円）法人単位資金収支計算書
予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B)

介護保険事業収入

児童福祉事業収入

保育事業収入

障害福祉サービス等事業収入

借入金利息補助金収入

経常経費寄附金収入

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

利用者負担軽減額

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)

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)

施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)

科      目

予備費支出(10)

前期末支払資金残高(12)

当期末支払資金残高(13)= (11)+(12)

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

当期資金収支差額 (11)= (3)+(6)+(9)-(10)

法人単位事業活動計算書 　（自）令和２年４月１日　（至）令和３年３月31日 （単位：円）

当年度決算 前年度決算 増　減
介護保険事業収益

児童福祉事業収益

保育事業収益

障害福祉サービス等事業収益

経常経費寄附金収益

サービス活動収益計(1)

人件費

事業費

事務費

利用者負担軽減額

減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額

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)

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)

特別収益計（8）

特別費用計（9）

特別増減差額(10)=(8)-(9)

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)

　　その他の積立金取崩額（14）

　　その他の積立金積立額（15）

次期繰越活動増減差額（16）=(13)+(14)-(15)

科        目

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

特
別
増
減
の
部

サ

ビ
ス
活
動

外
増
減
の
部

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

経常増減差額（7）=（3）+（6）

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

615,601,775 618,938,942 △ 3,337,167

400,219,097 412,304,628 △ 12,085,531
35,616,931 31,025,790 4,591,141

685,102,885 655,071,424 30,031,461

735,000 1,020,000 △ 285,000

1,737,275,688 1,718,360,784 18,914,904

1,166,119,069 1,146,689,734 19,429,335

246,669,087 243,204,006 3,465,081

211,299,432 200,283,707 11,015,725

1,337,848 1,447,305 △ 109,457

80,051,569 81,709,075 △ 1,657,506

△ 25,514,797 △ 25,019,959 △ 494,838

0

1,679,962,208 1,648,313,868 31,648,340

57,313,480 70,046,916 △ 12,733,436

10,961,893 21,162,179 △ 10,200,286

7,407,665 8,018,613 △ 610,948

3,554,228 13,143,566 △ 9,589,338

60,867,708 83,190,482 △ 22,322,774

12,390,785 2,875,313 9,515,472

13,888,165 3,339,770 10,548,395

△ 1,497,380 △ 464,457 △ 1,032,923

59,370,328 82,726,025 △ 23,355,697

836,078,666 828,896,194 7,182,472

895,448,994 911,622,219 △ 16,173,225

112,407,657 6,049,900 106,357,757

56,582,438 81,593,453 △ 25,011,015

951,274,213 836,078,666 115,195,547

622,392,000
404,475,000
35,766,000

682,496,000
64,000

780,000
119,000

11,397,000
1,757,489,000

1,166,224,000
254,223,000
223,272,000

1,901,000
736,000

6,778,000

1,653,134,000

104,355,000

12,303,000
155,741,000

△ 143,438,000
116,228,000
59,860,000

56,368,000

2,000,000

△ 112,000

15,397,000

674,638,315

690,035,315

615,601,775
400,219,097
35,616,931

685,102,885
63,840

735,000
101,593

10,796,460
1,748,237,581

1,160,765,713
245,565,493
211,244,814

1,337,848
710,812

6,375,653

1,626,000,333

122,237,248

12,220,782
152,443,615

△ 140,222,833
115,867,230
59,839,238

56,027,992

38,042,407

674,638,315

712,680,722

0

6,790,225
4,255,903
149,069

△ 2,606,885
160

45,000
17,407

600,540
9,251,419

5,458,287
8,657,507

12,027,186
563,152
25,188

402,347

27,133,667

△ 17,882,248

82,218
3,297,385

△ 3,215,167
360,770
20,762

340,008

2,000,000

△ 22,645,407

△ 22,645,407



６

2020年度決算報告①

　（自）令和２年３月31日　（至）令和３年３月31日 （単位：円）法人単位資金収支計算書
予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B)

介護保険事業収入

児童福祉事業収入

保育事業収入

障害福祉サービス等事業収入

借入金利息補助金収入

経常経費寄附金収入

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

利用者負担軽減額

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)

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)

施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)

科      目

予備費支出(10)

前期末支払資金残高(12)

当期末支払資金残高(13)= (11)+(12)

事
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当期資金収支差額 (11)= (3)+(6)+(9)-(10)

法人単位事業活動計算書 　（自）令和２年４月１日　（至）令和３年３月31日 （単位：円）

当年度決算 前年度決算 増　減
介護保険事業収益

児童福祉事業収益

保育事業収益

障害福祉サービス等事業収益

経常経費寄附金収益

サービス活動収益計(1)

人件費

事業費

事務費

利用者負担軽減額

減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額

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)

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)

特別収益計（8）

特別費用計（9）

特別増減差額(10)=(8)-(9)

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)

　　その他の積立金取崩額（14）

　　その他の積立金積立額（15）

次期繰越活動増減差額（16）=(13)+(14)-(15)

科        目

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

特
別
増
減
の
部

サ
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ス
活
動
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減
の
部
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ビ
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活
動
増
減
の
部

経常増減差額（7）=（3）+（6）

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

615,601,775 618,938,942 △ 3,337,167

400,219,097 412,304,628 △ 12,085,531
35,616,931 31,025,790 4,591,141

685,102,885 655,071,424 30,031,461

735,000 1,020,000 △ 285,000

1,737,275,688 1,718,360,784 18,914,904

1,166,119,069 1,146,689,734 19,429,335

246,669,087 243,204,006 3,465,081

211,299,432 200,283,707 11,015,725

1,337,848 1,447,305 △ 109,457

80,051,569 81,709,075 △ 1,657,506

△ 25,514,797 △ 25,019,959 △ 494,838

0

1,679,962,208 1,648,313,868 31,648,340

57,313,480 70,046,916 △ 12,733,436

10,961,893 21,162,179 △ 10,200,286

7,407,665 8,018,613 △ 610,948

3,554,228 13,143,566 △ 9,589,338

60,867,708 83,190,482 △ 22,322,774

12,390,785 2,875,313 9,515,472

13,888,165 3,339,770 10,548,395

△ 1,497,380 △ 464,457 △ 1,032,923

59,370,328 82,726,025 △ 23,355,697

836,078,666 828,896,194 7,182,472

895,448,994 911,622,219 △ 16,173,225

112,407,657 6,049,900 106,357,757

56,582,438 81,593,453 △ 25,011,015

951,274,213 836,078,666 115,195,547

622,392,000
404,475,000
35,766,000

682,496,000
64,000

780,000
119,000

11,397,000
1,757,489,000

1,166,224,000
254,223,000
223,272,000

1,901,000
736,000

6,778,000

1,653,134,000

104,355,000

12,303,000
155,741,000

△ 143,438,000
116,228,000
59,860,000

56,368,000

2,000,000

△ 112,000

15,397,000

674,638,315

690,035,315

615,601,775
400,219,097
35,616,931

685,102,885
63,840

735,000
101,593

10,796,460
1,748,237,581

1,160,765,713
245,565,493
211,244,814

1,337,848
710,812

6,375,653

1,626,000,333

122,237,248

12,220,782
152,443,615

△ 140,222,833
115,867,230
59,839,238

56,027,992

38,042,407

674,638,315

712,680,722

0

6,790,225
4,255,903
149,069

△ 2,606,885
160

45,000
17,407

600,540
9,251,419

5,458,287
8,657,507

12,027,186
563,152
25,188

402,347

27,133,667

△ 17,882,248

82,218
3,297,385

△ 3,215,167
360,770
20,762

340,008

2,000,000

△ 22,645,407

△ 22,645,407
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2020年度決算報告②

法人単位貸借対照表　　　令和３年3月31日現在 （単位：円）

資産の部 負債の部

当年度末 前年度末 増　減 当年度末 前年度末 増　減

流動資産 流動負債
現金預金 未払金

未収金 1年以内返済予定借入金

その他の流動資産 賞与引当金

固定資産 その他の流動負債

基本財産 固定負債

その他の固定資産 設備資金借入金及びリース責務

退職給与引当金

負債の部合計
純資産の部

基本金

国庫補助金等特別積立金

その他の積立金

次期繰越活動増減差額

　（うち当期活動増減差額）

土地

建物

構築物

機械及び装置

車輌運搬具

器具及び備品

有形リース資産

その他の積立資産

その他の固定資産 純資産の部合計

資産の部合計 負債・純資産合計

764,723,952 723,083,038 41,640,914

535,730,711 501,723,361 34,007,350

223,360,929 218,350,584 5,010,345
5,632,312 3,009,093 2,623,219

2,021,379,044 2,019,992,482 1,386,562

1,023,055,584 1,072,848,197 △ 49,792,613

998,323,460 947,144,285 51,179,175

110,054,850 0 110,054,850

10,695,527 11,767,251 △ 1,071,724

41,032,370 45,314,645 △ 4,282,275

4,773,701 6,290,080 △ 1,516,379

10,567,398 9,398,130 1,169,268

24,359,859 21,982,473 2,377,386

2,110,102 3,448,644 △ 1,338,542

743,638,950 799,464,169 △ 55,825,219

51,090,703 49,478,893 1,611,810

2,786,102,996 2,743,075,520 43,027,476

139,925,127 130,770,491 9,154,636

46,567,380 43,890,316 2,677,064

11,732,348 11,732,348 0
76,149,549 70,593,420 5,556,129

5,475,850 4,554,407 921,443

116,449,634 128,481,911 △ 12,032,277

90,335,290 102,067,638 △ 11,732,348

26,114,344 26,414,273 △ 299,929

256,374,761 259,252,402 △ 2,877,641

531,769,849 531,769,849 0

303,045,223 316,510,434 △ 13,465,211

743,638,950 799,464,169 △ 55,825,219

951,274,213 836,078,666 115,195,547

59,370,328 82,726,025 △ 23,355,697

2,529,728,235 2,483,823,118 45,905,117

2,786,102,996 2,743,075,520 43,027,476

設備レポート

　 設備レポート
　昭和 45 年 11 月 1 日　岩倉学園、昭和 50 年 6 月 1 日　富士楽
寿園、昭和 54 年 4 月 1 日　富士和光学園、昭和 55 年 3 月 15 日
　富士楽寿園増築、昭和 60 年 4 月 1 日富士本学園、これは岩倉地
区にある各施設が事業を開始した年月日です。又、岩倉地区には施
設の他にも、会議棟や地域交流室など多くの建物があります。これ
らの建物に供給する水は井戸から汲み上げ、60ｔ、100ｔ、200ｔの
各容量のタンクに貯水しています。このように長い歴史があり、暮
らしを支える設備ですが、水道管も経年劣化が進みました。近年た
びたび漏水が発生している状況を踏
まえ、令和 3 年度の修繕事業として、
現在使用している水道管をすべて新
しくする工事を進めています。併せ

て、建物の建築工事のたびに接続されたと思われる水道管も複雑な
配管になったため、この機会に整理をしていきます。給水管の耐
用年数は 20 年～ 30 年といわれています。長い年月岩倉地区の給
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寄付

ボランティア

ボランティア　寄付   （令和２年６月１日～令和３年５月31日）

※順不同・敬称略
【寄付者名】 【寄付者名】【寄付者名】

Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ　＆
Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｃｏｕｐ　ｄｅ　Ｃｏｅｕｒ

渡会　民治
福泉産業（株）

原　厚子

林正寺
福聚院

（株）プレナス　冨永　智志

（株）ＡＤＥＫA富士工場

富士中央ライオンズクラブ

宮下　和美
山田　賢一

(有)安藤工務店

山下　勝

公益財団法人　毎日新聞東京社会事業団

国際ロータリー第2620地区事務所　
　ガバナー　志田　洪

佐野　公章　

柘殖　量哉

秋元　久美子

(有)小麦畑松林堂

鷹勇会　代表　小林　孝典

渡邉　由貴子

Ｐｒｏｓｔｙｌｅ（株）内  人間力大學  代表　加藤　昌人

仁藤石材店

ポン菓子　ポン吉　大塚　国雄

斉藤歯科医院

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ（株）

小泉　厚志

鈴木　庸由

タクシー支援サービス（株）
　代表取締役社長　内田　和好

圓妙寺

フィリップモリスジャパン

斉藤　礼奈

箕輪溶工　代表　箕輪　健介

（株）ありさんプロ　代表取締役　吉田明廣

特定非営利活動法人　クロスワイズ

長尾　忠

ジヤトコ（株）

屋久島東部茶生産組合　組合長　藤山　武彦

双葉建設（株）

植田さつき

佐川急便（株）東京本社　ＣＳＲ推進部
　リスクマネジメント課　田部　泰弘

（株）カーブスジャパンフードドライブ事務局

公益社団法人　全国環境対策機構

（株）ケイ ジェイ シー　代表取締役社長　崔　鍾植

遠藤　智・正子

(株)ワイティーエス　中村　匡秀

　

国際ソロプチミスト富士

リラクゼーションサロンエンジェル　高柳　真理

一般社団法人　災害対策建設協会　JAPAN　47

妙法寺

齊藤　久江

エンジェルルナ　楽天市場店

佐々木　美幸

（株）日本パブリックレーションズ研究所

ペンネジュークマルウチ　内海京一郎

しずおか焼津信用金庫

武田商事　日昇（株）

鈴木　満江
トヨタユナイテッド　静岡株式会社

佐野　欣也
(株)松加屋　加藤　富也

ジヤトコ株式会社　監督者の会

ムーンバット（株）  代表取締役会長  中村　卓司

財）日本児童養護施設財団

オレンジポット　鈴木　俊輔

餌取　忠男

東静アシスト　稲葉

三浦　貞次

カミングネット（株）　

山下　和江

ユウイチロウデザイン　鈴木雄一郎
大川　輝久

静岡日販会

ＪＲ貨物

佐野　彰彦

佐藤　まさ子

（株）かつまた

第一生命保険（株）　静岡支部

(有)ダスカジャパンクァウテモック

興亜工業（株） 
齊藤　隆夫

鍋田　哲也・聡美
山口　立子 鬼頭　陽子

一般社団法人　世界アーチング協会

佐野　正

ほっともっと

一般財団法人　みらいこども財団
　代表理事　谷山　昌栄

杉山　順次

太田　智
(株)光塗装　専務取締役　池田　遼

(株)山清倉庫  代表取締役　山田　泰正

(株)ＡＢＣ  代表取締役　冨田　英児

一般社団法人　親切会　中部支部
　支部長　宮部　龍二

高橋　和昭・優子(里親)

慶昌院
ＮＰＯ法人　楽しいことやら座

（株）ファーストリテイリング

コメダ珈琲店
（株）たかくら新産業  代表取締役社長  高倉　健

特定ＮＰＯ法人　クロワイズ

加商（株）
石川　英之

オムロンヘルスケア（株）

（株）フルベール館　出版本部

門司　一徹

ダイドードリンコ（株）

モリス株式会社　代表取締役　山本信一

竹内　省吾

57ＪＰＮ合同会社　としのぶさん家の粉

日本鏡餅組合

(有)エイ・アンド・エイ

全国シャンメリー協同組合

【ボランティア名】 【ボランティア名】【ボランティア名】 【ボランティア名】

前島美優花
西華会   渡邉加代子
田中美保子
秋山　光代

秋元久美子
今井　美和

駄菓子屋りぼん   島田圭悟
杉山百合子

ボイスペルフジ   三浦央之

山崎　照明
ヘアーサロン豊島
深谷千代枝
斎藤　万代

NPO法人フラワーセラピー研究会   森　淳子

（株）ヤザキ工業　矢崎　和宏

上松　一雄
川島美恵子

塩坂　英機

大野由紀子

※順不同・敬称略
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※順不同・敬称略

　 NINOMARU  village
　老朽化した富士楽寿園は、令和４年度に移転が決定しており、その跡地を利用して、キャンプ場、
農園、アウトドアスポーツを 3 本の柱として事業化する取り組みをスタートしました。
☆キャンプ場
　コロナ禍で蜜を避けられるキャンプは、山梨・静岡を舞台としたアニメゆるキャン△でも評判と
　なっており、富士山が見える絶好のロケーションに加え、富士山麓の大自然を満喫できる癒しの
　場となります。
☆農園
　富士山の雪解け水を利用し、シイタケ栽培、ブルーベリー
　栽培等を行い、生産物の販売による収益確保と共に、障害
　者や高齢者に働く場を提供したいと考えております。
☆アウトドアスポーツ
　平成 30 年に導入した E-MTB（電動アシストマウンテンバ
　イク）を活用した NINOMARU 周辺でのガイドサイクリン
　グ、レンタル事業を行い、地域の方々の健康増進、静岡県
　の進める自転車の聖地化に向けた活動をして参ります。

９

　 介護福祉士実務者研修報告
　令和 2 年度もユマニテク医療大学校介護福祉士実務者研修を受講する機会をいただきました。
最短で効果的な学習が組まれたスクーリングでは、事前学習であるＥ－レポートを自宅で行い、対
面授業では集団討議学習やロールプレイを通して学習しました。また、国家試験への合格対策も万
全であり、研修終了後も自宅でタブレット端末を使い過去問題を解くなど合格を最大限サポートし
ていただいたおかげで令和 2 年度介護福祉士国家試験を受験するにあたり当法人から受講した職
員 6 名が受験し全員合格することが出来ました。
　今年度はコロナ禍の環境の中、ユマニテク医
療大学の職員や専門講師の最大限の配慮と工夫
のおかげで安全に受講することが出来たことを
とても感謝しています。
　この介護福祉士実務者研修は、現場の若い職
員だけではなく主任 3 名も受講しました。専門
性を高め国家資格を取得することで仕事の幅が
広がります。是非多くの方に挑戦していただき
たいです。

　 ユースエール認定
　2018 年度認定をいただきましたユースエール認定制度ですが、2020 年度も引き続き基準適合
事業として認定を受けました。

・2020 年新卒者数：9 名（うち 1 名離職）
・新卒 3 年以内離職率：13.79％
・所定外労働時間実績（月平均）：2.2 時間
・有給取得率：70％
・育児休業取得者数：10 名（うち女性職員育児休業：100％）
・平均勤続年数：9.1 年
・女性役員比率：33％
・女性管理職比率　27％

資格取得支援制度

はたらきやすい職場を目指して

NINOMARU事業計画

▲ 今年合格した主任、課長のみなさん
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