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　昨年10月の台風19号による豪雨とそれに伴う千曲川決壊、氾濫は
長野県内にかつてない甚大な被害をもたらしました。この台風19号は
定説が通用しない台風だったように思います。被災からおよそ8ヶ月が
経過している現在、復旧・復興が徐々に進みつつある中、その復旧・復興
を遮るかのように、梅雨前線と低気圧が停滞する影響で九州地方から
東海、甲信、新潟、東北地方に向かって局地的に猛烈な雨が降り続きま
した。河川が氾濫・決壊し、全国各地でインフラ等の途絶による孤立、農
業施設への甚大な被害、そして多くの家屋の倒壊・床上床下浸水、土砂
崩れ等による死者、けが人も多数出ています。熊本県の特別養護老人

ホームでは水没した施設で多くの入所者が死亡しています。
　国は激甚災害に指定し関係府省庁に対し、政府一体となって、人命第一で災害応急対策に全
力で取り組むことを指示しています。平常生活が取り戻せるよう一刻も早い復旧・復興をお願いす
るものです。
　この豪雨災害により、犠牲になられた方々のご冥福をお祈りすると共に、被災されたすべての
方々に心よりお見舞いを申し上げます。
　国は復興・災害復旧対策と、新型コロナウイルスの感染対策を同時に抱え込みながら施策を講
じていかなければならない状況になっていますが、全国的に再び感染者が急増しているため、コロ
ナ対策でボランティア活動は県内に限定されており、人手不足が被災された方々の復興の足か
せとなりジレンマに苦しんでいます。 
　また、新型コロナウイルス感染症への対応に際しましては、今がまさに正念場であり、感染拡大
防止に向けて、在宅勤務や外出自粛が進められている中で、政府は新型コロナウイルスの感染者
が全国的に増加傾向にある今でも、なぜ、さらなる感染拡大を招きかねない観光支援策「Ｇｏ Ｔｏ 
トラベル」事業を22日から始めなければならなかったのか。結果、過去に例を見ない感染拡大が全
国的に始まっています。言い換えれば、「Ｇｏ Ｔｏ コロナ」です。「経済活動」の再開は喫緊であり、
経営持続への補償や給付金に税金を費やすことも理解できますが、コロナ感染が命に関わる高
齢者を介護する我々にとっては、国民の命が軽んじられているように思えてしまう施策でありま
す。多額な税金の使い方について、疑問を抱く政府の施策は、7割の国民に使用されていない「布
マスク配布」しかりです。
  感染拡大防止と社会経済活動をどう両立させるのか、その課題の重さと難しさを、政府は改め
て認識し一刻も早い対策を取るべきだと思います。
　依田窪福祉会の現場は、人を相手にする仕事であり、在宅勤務に置き換えることはできませ
ん。ましてや、一方的に一律に休止・休業することもできません。高齢者へのケアなど、まさに強い
使命感をもって、職員はこの国難ともいえる状況を支えています。
  様々な対応に苦慮しながらも、令和元年度の依田窪福祉会決算状況につきましては、「２千２百
万円の黒字」で決算することができました。これは介護人材不足にも関わらず職員の労を惜しむ
ことなく努力していただいた結果にあると思います。しかし、この黒字決算に甘んじていることは
できません。継続性のある事業運営を考えた時、まずは必要な介護人材を確保することです。途
絶えることない福祉サービスの提供を続けることができるかどうかが、極めて重要な要素になって
まいります。介護人材確保のために多方面に努力して参りたいと思います。
　現状を踏まえながら、より良い福祉サービスの提供を目指して参りたいと思っておりますので、
皆様方にはこれまで以上にご指導ご鞭撻を賜るよう重ねてお願い申し上げます。

理事長

渡 邉　和 美

国難とも言える自然災害・コロナ禍の下、
職員は労を惜しまず努力 「黒字」決算となりました

さえぎ
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流動資産  
固定資産  
　　基本財産
　　その他の固定資産

貸借対照表

163,319
441,394
351,221
90,173

資産の部合計 604,713

流動負債
固定負債
 負債の部合計

47,692
51,466
99,158

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）
 純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1,000
320,306
13,471

170,778
(22,185)
505,555
604,713

令和2年3月31日現在　（単位：千円）

純資産の部

負債の部資産の部
科目 決算額 科目 決算額

事業活動による収支
 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）
施設整備等による収支
 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）
その他活動による収支
 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）
  
  
  
  
  
当期資金収支差額合計（10）＝（3）+（6）+（9）
前期末支払資金残高（11）
当期末支払資金残高（10）+（11）

資金収支計算書

サービス活動増減の部
 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）
サービス活動外増減の部
 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）
特別増減の部
 特別収益計（8）
 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）
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）

自 平成31年4月1日　至 令和2年3月31日
（単位：千円） 事業活動計算書 自 平成31年4月1日　至 令和2年3月31日

（単位：千円）

勘定科目 決算額 勘定科目 決算額

565,927
539,273
26,654

125
3,918

△ 3,793

6,544
13,775
△ 7,231

 
 
 
 
 

15,630
123,644
139,274

 
556,019
538,705
17,314

 
9,908
5,216
4,692

22,006
 

446
267
179

22,185
 

158,593
180,778

0
10,000

170,778

令和元年度決算報告
決算報告書類は

当法人ホームページでも
ご覧いただけます。

《社会福祉法人依田窪福祉会》

羽 田 健 一 郎
小 川 　 純 夫
三 澤 　 弘 道
小 宮 山 正 幸

伊藤　定衛
竹内　克彦
萱津　公子

評 議 員
渡 邉 　 和 美
鬼 頭 　 　 寿
伊 藤 　 博 一
横 沢 　 　 正

甲田 　 伸 子
大 島 美 千 代

理 　 事
村 岡 　 　 裕
依 田　典 仁

監 　 事

依田窪福祉会 評議員・役員 （令和2年6月17日現在）

※令和2年6月17日をもって名倉俊城監事が退任し、依田典仁さんが就任しました。
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　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、様々な研
修会が中止になっています。しかし、緊急時への対応は
常に求められているものです。依田窪南部消防署と相談
して、今年度も2回の訓練を実施することができました。
　ともしびの介護職員は全員、毎年受講をしています。
手際よく心臓マッサージやAEDの操作ができると、とて
も安心感が持てます。訓練を何度も繰り返すことで、いざ
という時に落ち着いて必要な動作ができるようになりま
す。仕事後の3時間の訓練、お疲れさまでした。

今年も普通救命
　    訓練を実施しました
今年も普通救命
　    訓練を実施しました

夏の夜を楽しみました夏の夜を楽しみました
　7月24日、ともしびで「夕涼み会」を行いました。
　外でなら人との距離もとれると、ご家族も交えての花火大
会も予定していました。しかし、当日のお天気はあいにくの雨
模様。ご家族の参加は叶いませんでしたが、ホールで歌った
り、踊ったり、夏の一夜を楽しみました。
　踊りの定番は、ナースによるフラダンス、盆踊りの「武石音
頭」、昨年から楽しんでいるご利用者もいっしょの「パプリカ」
です。
　花火はこれからの天気をみながら、楽しみたいと思います。

特別養護老人ホーム ともしび

武武 石石 Takeshi
Area
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ヘルパーステーション

こすもす 寄り合い処
さ わらか

　今年に入り新型コロナウイルス感染症が流行り
世界中が大混乱しています。
　からさわでもコロナウイルスの関係で４月９日か
ら５月７日まで営業を休止したことでご利用者はと
ても寂しがっていました。休止期間中は予防体操、
脳トレ、塗り絵のプリントをお配りし、自宅で刺激の
ある生活を送っていただきました。
　ようやく５月２１日から再開ができ、皆さん、とて
も喜ばれており、再開後は今まで通りの外出、外食
には出かけられませんでしたが、からさわの事業所
内では大きな笑いが戻り、１日があっという間に過
ぎていきます。今後も予防
対策をしっかり行い、笑いに
あふれる１日を続けていき
たいです。

　暑い時はエアコンがきいた室内にい
ると快適ですが、つい換気を忘れてしま
いがちになっていませんか・・・
　エアコンが設置されている場所より
遠い窓を開けての換気は、室温も上が
りづらく、電気料もさほどかからないそ
うです。エアコンは、一定の温度に下が
るまでに電気料がかかり、それ以降は電
源を入り切りするより、電気代がかかり
ません。
　新型コロナウイルス対策でも換気が
大事と言われています。ちょっとずく出
して新鮮な空気に入れ替えましょう。

コロナウイルスに負けるな！

ころな退散：あまびえ

お部屋の換気してますか…？

感染症予防を続けましょう！
　毎日、テレビでは新型コロナウイルスの話ばかり。「東京都では何人」「全国では何人」といった
数字が飛びかっています。6月15日現在の死者数のうち60歳以上の割合は93パーセントとの記
事があり、びっくりしました。発生当初から高齢者・基礎疾患のある人が重症化しやすいと言われ
ていましたが、まさにこの数字が物語っています。
　この地域の発生件数は少ないですが、高齢者が多いので十分注意する必要があります。人混み
を避ける・マスクの着用・手洗いをこまめにすることや自分自身の免疫力をあげることも必要で
す。また県外在住の方との交流も気を付けたいものです。
　新型コロナウイルスを予防することが、これから流行時期に入る
インフルエンザや胃腸炎などの予防にもなり、自分や大切な人の
命を守ることにつながります。続けることは大変ですが、気を引き
締めて行っていきたいものです。

武武 石石 Takeshi
Area
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大門の家

長門

新鮮おやさい お手伝いありがとうございます！

　ピンポーン。
　チャイムの音で玄関に行くと、ご近所の方が採れ
たての野菜を届けてくださいました。
　ブロッコリーやトマト、キュウリなど。畑からの直送
なのでとてもみずみずしい野菜たちです。当日のお
かずの一品に役立て、美味しくいただいています。ま
た「中に飾ってやってくれる？」と花をたくさんいただ
いたりすることもあり、施設内を彩ってくれました。
　この冬からの新型コロナウイルス感染症のため、
地域の中にありながら地域の方との交流もできず、
外へ出かけることも控えている中、このように地域の
みなさんの来訪や届け物があることがなんと有り難

いことかと、改めて感じる今日この頃です。
　大門の家は、地域の皆さんの支えで今日もがんば
ります。
　いつもありがとうございます。

願い
　アマビエは、日本に伝わる妖怪です。海中から光
を輝かせるなどの現象を起こし豊作・疫病を予言
し、「疫病が流行ったとき、私の姿を描き写した絵を
人々に早々に見せよ。」と告げました。この伝説か
ら疫病よけの妖怪と
なりました。
　コロナ退散を願い
ながら“アマビエ”の
絵を描きました。

花火
　早く収束させたい！退散させたい！
　そんな願いを込めて“コロナ撃退花火”の作品
を制作しました。
　壁に大きな花火
が上がっています。
元気・やる気も上
がっていきます。

うなぎ
　土用、うなぎメニューを用意しました。
　今、外食ができないので、うなぎで特別な気分
を味わっていただきました。
　「美味しかった～！今日は来て良かったわ。」
　しっかり運動をし美味しい食事をとり、コロナ
に負けない体を作っていきましょう。

長長 和和 Nagawa
Area
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グループホーム和田・デイサービスセンター橋場なごみや

デイサービスセンター和田

　「フレイル」という言葉を耳にしたことはありますか？
動かない生活が続くことで、心や体の機能が低下してしまう（虚弱）ことです。
　デイサービスセンター「和田」では、身体生活機能評価を依田窪病院の理学療法士、訪問リハビリ、当施設専
門職間で共有しながら、ご利用者の機能訓練を実施しています。また、おたっしゃ倶楽部では、毎週火・木・金曜日
の午前に事業対象者、要支援１、要支援２の方が小グループに分かれて様々な運動を行っています。

　一歩外に出ることは、動くという
ことです。人と話をすることも、大事
なこと。

　新型コロナウイルス感染症予防を考
慮しながら、皆さんの気持ちがコロナに
負けないように、フロアーの雰囲気を祭
り気分に一新。昔ながらの縁日を企画
して皆さんと熱い
夏のひと時を楽し
みました。

動くことは…　うれし、たのし

　新型コロナウイルスの感染防止のため、「3密」を
回避することになったことで様々なイベントなどが
中止になり、皆さんの生活にも影響が出ていること
と思います。
　依田窪福祉会も例外ではなく、合同の研修など
が中止になりました。
　そこで今回は、グループホームの少人数の職員で
「勉強会をしよう！」ということになり、“ポジショニン
グ研修”を実施しました。

　ポジショニングとは、ご自分でなかなか身体を動
かすことができない方など、同じ姿勢で居続ける事
の身体への影響を理解し、安楽な姿勢で過ごしてい
ただこうとする介助のひとつです。

　クッションや枕ひとつの置き方でも、ご利用者さ
んの身体への負担が変わってきます。
　職員からは、「なるほど！」との声があがり、貴重な
時間を作ることができました。
　
　外へ出る機会が少なくなりましたが、ご利用者の
皆さんによりよいサービスを提供できるよう、今後も
こういった取り組みをしていきたいと思います。

施設内研修を行いました

骨折による足の痛みの軽減と
円背による腰痛の軽減のため
膝下にクッションを入れる

バスタオルを入れてゆがみを
改善させる

「一人ではなかなか運動もしないけど、一緒だと頑張れるよ」

「身体を動かした後は気持ちがいい。軽くなるしね」

「今までにやったことがないことを、いろいろと体験できて楽しいわ」

「ここに来て、昔の仲間と昔話をこんなにもできることが嬉しいね」

「迎えに来てくれるから　助かるよ」

長長 和和 Nagawa
Area
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令和2年5月1日    ●マスク  依田窪南部ライオンズクラブ

令和2年5月1日    ●マスク  株式会社 東郷堂

令和2年4月22日  ●マスク  株式会社 夢グループ

ご寄附ありがとう
ございました。

基本給１6万円～
正規職員

介護福祉士資格をお持ちの場合

ヘルパーステーション こすもす
デイサービスセンター長門

そのほか、
通勤手当・住宅手当・早番、遅番手当等があります

臨時職員
時給 865円～

お持ちの資格によりプラスあり
そのほか、
通勤手当がつきます  勤務時間により賞与支給あり

介護職員・ケアマネジャー募集

令和 3年度 新規採用職員募集中！！…詳細はホームページをご覧ください。

特別養護老人ホーム ともしび

夜勤コース基本給１７万5千円～

正規職員（夜勤のできる方）
介護福祉士資格をお持ちの場合

夜勤手当 ☆夜勤１回９,０００円

夜勤手当 ☆夜勤１回7,０００円

そのほか、
通勤手当・住宅手当・早番、遅番手当等があります

※昨年度賞与支給実績  基本給×4.8ヶ月（処遇改善加算含む）

※昨年度賞与支給実績  基本給×4.8ヶ月（処遇改善加算含む）

時給 880円～

お持ちの資格によりプラスあり

臨時職員（遅番〈20時まで〉できる方）

そのほか、
通勤手当がつきます  勤務時間により賞与支給あり

居宅介護支援事業

基本給１8万5千円～

ケアマネジャー正規職員※要資格

そのほか、通勤手当・住宅手当・待機手当等があります

グループホーム和田

夜勤コース基本給１７万5千円～

正規職員（夜勤のできる方）
介護福祉士資格をお持ちの場合

そのほか、
通勤手当・住宅手当・早番、遅番手当等があります

資格の無い方もご相談ください。  担当：西沢、上條（TEL 85-2202）

※昨年度賞与支給実績  基本給×4.2ヶ月（処遇改善加算含む）

※昨年度賞与支給実績  基本給×4.8ヶ月（処遇改善加算含む）

有給消化率（全事業所平均）83％以上

＊再生紙を使用しています。 ●一部 100円

令和2年9月1日
発行者：社会福祉法人依田窪福祉会　理事長：渡邉 和美　編集：広報委員会　所在地：〒386-0503  長野県上田市下武石776-1
TEL.0268-85-2202　FAX.0268-41-4200  E-mail：info@yodakubofukushikai.jp

令和3年春新築移転

来春デイサービス事業拡張予定


