
山内恵美子　　稲垣志げ子　　村松　直治　　山浦　房子　　山下　恭史　　金子　幸和　　鈴木　好安
松島　恒二　　牧野　年宏　　川合　志信　　佐野　克己　　小木眞智子　　秋山　俊満　　青島　清和　
杉保　英樹　　小木　秀市　　河合美智子　　松井　平六　　稲葉　克子　　小倉　伸彦　　山下　庸善　
山本　博己　　榊原　幸雄　　藤見　宗夫　　乗松　武明　　若尾　行則　　榊原　明美　　鈴木　康弘　
佐野　芳伸　　川合　好男　　藤見　絹子　　伊藤　政美　　月花　　忠　　鈴木　康久　　村松　義久　
横井　祥人　　鈴木　重己　　大澤　芳子　　仲川　勝彦　　伊藤　邦雄　　青島加代子　　太田ひさ子
古橋　宜代　　鷲見　昌治　　山岡　政已　　鈴木　正士　　池谷　哲治　　大城　純子　　長島　康弘
渥美　晴男　　江間　彦之　　川合　孝子　　高柳　　五　　青島　徳久　　水越　一子　　松島知賀子
高橋さち子　　水野　洋子　　雨宮百合子　　蓮池　正博　　蓮池　祐子　　鈴木　準一　　山口　清子　
乗松　良仲　　藤森　達芳　　高橋　保子　　伊藤　淑子　　乗松　俊夫　　伊藤　和美　　平野　哲子
松島　憲明　　高橋　妙子　　鈴木　正敏　　甲賀　祥司　　秋山　和子　　高村　靖治　　水上　了洋
水上　静子　　山本　眞二　　川合　　桂　　海野　秀美　　金子　智彦　　伊藤　尚子　　鈴木　光子
天野日出世　　菅　　尚武　　田村　進治　　鈴木すゞ子　　松田得起子　　佐藤　房男　　高橋　文利
秋山　忠彦　　坂東　　司　　鈴木　張夫　　渡邊　文直　　太田　照子　　伊藤　　功　　豊田　　栄

個人98人

磐田市身障福祉会　　　　　　　　ムラマツモータース（株）　　　　　　　　豊岡協同輸送（有）
すゑひろ　　　　　　　　　　　　（株）アキヤマ　　　　　　　　　　　　　竜東石油（株）
（有）大井製作所　　　　　　　　　杉森印刷（株）　　　　　　　　　　　　　コスモ建設（株）
（有）まつしま　　　　　　　　　　遠州中央農業協同組合広瀬支店　　　　　浜松いわた信用金庫豊岡支店
北遠椎茸（株）　　　　　　　　　　文明堂製菓（株）磐田工場　　　　　　　　（株）イナバ
理容ハスイケ　　　　　　　　　　豊岡モータース　　　　　　　　　　　　（株）乗松配管
天龍源菜（株）　　　　　　　　　　（有）河合万年筆　　　　　　　　　　　　浜松ホトニクス（株）
アクア鍼灸接骨院　　　　　　　　（有）早津工業社　　　　　　　　　　　　磐田市身障福祉会豊岡支部
ヤマハ（株）豊岡工場　　　　　　　ヤマハ発動機（株）　　　　　　　　　　　セブンイレブン磐田下神増店
社会福祉法人おひさまを支える会　（株）ダイドービバレッジ静岡

団体29件

《会　費》　賛助会員(個人) 一口 1,000円
 　　賛助会員(団体) 一口 3,000円
《振込先》　浜松いわた信用金庫 豊岡支店 普通預金 No5044541
 　　　　社会福祉法人おひさまを支える会 会長 松井平六

※賛助会費は太陽の家でも現金納付ができます。

○令和元年度賛助会費実績 437,000円

※順不同、敬称略とさせていただきます。個人の部

団体の部

平成29年度回収収益　　37,160円
平成30年度回収収益　　36,213円
令和元年度回収収益　　34,208円

資源回収にご協力を

2020年8月1日 発行
発 行　社会福祉法人おひさま
〒438-0106　静岡県磐田市敷地83-12
TEL・FAX 0539-62-4963
E-mail info@taiyounoie.net
HP https://www.taiyounoie.net/
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No.2

多賀大社にて多賀大社にて

ご協力ありが
とう

ございました

賛助会費を募
集してます

令和2年度社会福祉法人おひさまを支える会
　　　　　　　　賛助会費にご協力をお願いします。

太陽の家は磐田市古紙拠点回収BOX設置箇所に指定されています

令和元年度中に賛助会費をお寄せくださった方々令和元年度中に賛助会費をお寄せくださった方々
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◆事業活動計算書　　　　　　　　　　　　  （単位:円）
勘 定 科 目 決算額

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収　

益

就労支援事業収益 11,998,396
障害福祉サービス等事業収益 58,883,230
経常経費寄附金収益 1,740,000
　サービス活動収益計（1） 72,621,626

費　

用

人件費 41,730,184
事業費 6,775,924
事務費 5,936,316
就労支援事業費用 12,229,423
減価償却費 7,952,086
国庫補助金等特別積立金取崩額 -4,360,056
　サービス活動費用計（2） 70,263,877

サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） 2,357,749

サ
ー
ビ
ス
活
動

外
増
減
の
部

収　

益

借入金利息補助金収益 1,754
受取利息配当金収益 4,746
その他のサービス活動外収益 957,000
　サービス活動外収益計（4） 963,500

費　

用

支払利息 116,870
その他のサービス活動外費用 1,400
    サービス活動外費用計（5） 118,270

サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） 845,230
　経常増減差額（7）=（3）+（6） 3,202,979

特
別
増
減
の
部

収
益

施設整備等補助金収益 1,047,333
その他の特別収益
    特別収益計（8） 1,047,333

費
用
国庫補助金等特別積立金積立額 1,047,333
 特別費用計（9） 1,047,333

特別増減差額（10）=（8）-（9）
　当期活動増減差額（11）=（7）+（10） 3,202,979

繰
越
活
動

増
減
差
額
の
部

前期繰越活動増減差額（12） 30,422,017
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） 33,624,996
基本金取崩額（14）
その他の積立金取崩額（15） 22,000,000
その他の積立金積立額（16） 4,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） 51,624,996

理事長挨拶

　風鈴の音色が気持ちよい季節となりました。地域の皆様には日頃より社会福

祉法人おひさまに対し、深いご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。

　さて、当法人では昨年度の4月より下野部地内に待望の「グループホームお

おぞら」を開所することができました。これも一重に地域の皆様をはじめとし

た関係各位のご協力の賜物と感謝申し上げます。グループホームでは「共同生

活援助」と「短期入所」の2事業を行っております。7月時点においては7名の定

員に対し5名の利用者が生活し、毎日元気に太陽の家に通所する姿を見ることが出来ます。

　また、太陽の家では「就労継続支援B型」の福祉事業を行っていますが、現在25名の利用者が職業訓練

のために通所しています。さらに、令和2年1月からは「日中一時支援事業」を太陽の家にて新たなサービ

ス事業としてスタートいたしました。これは、就労継続支援活動に参加することが難しい障害者を対象と

して、日中における生活の場の提供を行っています。このように、当法人も4事業を展開することで、障害

者のニーズに合った福祉サービスを提供できる体制づくりを進めています。磐田市北部は特に障害者施

設が少なく、当法人としても障害者の皆様のご要望にお応えできるよう尽力して参る所存です。

　当法人はまだまだ小さな社会福祉法人ではありますが、お困りのことがございましたら磐田市社会福祉

法人連絡会の「福祉なんでも相談窓口」の施設にもなっていますのでお気軽にご相談いただきたく存じま

す。今は新型コロナウィルスの感染拡大により大変厳しい時期ではありますが、利用者と役員の皆様と共

に力を合わせこの危機を乗り越えていきたいと存じます。皆様方の益々のご健勝とご多幸を祈念申し上

げ挨拶とさせて頂きます。

　　令和２年8月吉日

令和元年度　決算報告（抜粋）

社会福祉法人おひさま
理事長　小木　秀市

〇令和元年6月20日の評議員会で承認されました。
　令和元年6月20日～令和3年6月定時評議員会
終結の日まで
理事長 小木　秀市 再任
理　事 蓮池　正博 再任
理　事 江間　彦之 再任
理　事 松井　平六 再任
理　事 高橋　文利 再任
理　事 池谷　哲治 再任
理　事 鷲見　昌治 再任
監　事 伊藤　邦雄 再任
監　事 村松　直治 再任

理事・監事紹介
〇平成29年4月1日～令和3年6月
定時評議員会終結の日まで
評議員 山下　恭史
評議員 鈴木　康久
評議員 伊藤　　功
評議員 仲川　勝彦
評議員 金子　幸和
評議員 川合　好男
評議員 山浦　房子
評議員 稲垣志げ子

評議員紹介
施設長 鷲見　昌治
副管理者兼サービス管理責任者 海野　秀美
サービス管理責任者 伊藤　尚子
目標工賃達成指導員兼会計責任者 川合　　桂
職業指導員 山下　庸善
生活支援員 川合　孝子　新任
職業指導員 金子　智彦
職業指導員 山岡　政已
職業指導員 小木　一男
職業指導員 松井祐太郎　新任
世話人 小山　浩代
世話人 清水　廣明
世話人 細井　孝代　新任
生活支援員兼世話人 村松　義久

職 員 紹 介

◆資金収支計算書　　　　　　　　　　　　  （単位:円）
勘 定 科 目 決算額

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収　

入

就労支援事業収入 11,998,396
障害福祉サービス等事業収入 58,883,230
借入金利息補助金収入 1,754
経常経費寄附金収入 1,740,000
受取利息配当金収入 4,746
その他の収入 957,000
    事業活動収入計（1） 73,585,126

支　

出

人件費支出 41,421,308
事業費支出 6,775,924
事務費支出 5,936,316
就労支援事業支出 11,835,362
支払利息支出 116,870
    事業活動支出計（2） 66,085,780

事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） 7,499,346

施
設
整
備
等

に
よ
る
収
支

収
入
施設整備等補助金収入 1,047,333
    施設整備等収入計（4） 1,047,333

支
出

設備資金借入金元金償還支出 21,182,850
固定資産取得支出 280,420
    施設整備等支出計（5） 21,463,270

施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） -20,415,937
そ
の
他
の
活
動

に
よ
る
収
支

収
入
積立資産取崩収入 22,040,000
    その他の活動収入計（7） 22,040,000

支
出
積立資産支出 4,069,000
    その他の活動支出計（8） 4,069,000

その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） 17,971,000
予備費支出（10） ―

当期資金収支差額合（11）=（3）+（6）+（9）-（10） 5,054,409

前期末支払資金残高（12） 26,230,525
当期末支払資金残高（11）+（12） 31,284,934

（注）予備費支出△82,000円は、人件費支出に充当使用した額である。

◆法人単位貸借対照表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位:円）
資　産　の　部 負　債　の　部

　流動資産 33,410,672 　流動負債 5,028,749
　　現金預金 22,554,579 　　短期運営資金借入金
　　事業未収金 10,788,196 　　事業未払金 1,876,607
　　未収補助金 　　1年以内返済予定設備資金借入金 1,392,000
　　前払費用 67,897 　　預り金 5,667

　固定資産 130,263,761 　　職員預り金 243,464
　　基本財産 109,567,693 　　賞与引当金 1,511,011
　　土地 19,100,000 　固定負債 25,147,000
　　建物 80,467,693 　　設備資金借入金 24,940,000
　　定期預金 10,000,000 　　退職給付引当金 207,000

　その他の固定資産 20,696,068 負債の部合計 30,175,749
　　土地 純　資　産　の　部
　　建物 3,038,257 　基本金 28,005,077
　　機械及び装置 2,455,936 　　基本金 28,005,077
　　車輌運搬具 3 　国庫補助金等特別積立金 44,568,611
　　器具及び備品 5,620,440 　　国庫補助金等特別積立金 44,568,611
　　ソフトウェア 54,432 　その他の積立金 9,300,000
　　退職給付引当資産 207,000 　　施設整備等積立金 1,000,000
　　施設整備等積立資産 1,000,000 　　事業運営積立金 6,000,000
　　事業運営積立資産 6,000,000 　　車輌購入積立金 2,300,000
　　車輌購入積立資産 2,300,000 　次期繰越活動増減差額 51,624,996
　　その他の固定資産 20,000 　　次期繰越活動増減差額 51,624,996

　　(うち当期活動増減差額) 3,202,979
純資産の部合計 133,498,684

資産の部合計 163,674,433 負債及び純資産の部合計 163,674,433
令和2年3月31日現在
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太陽の家
就労継続支援B型／日中一時支援事業／事業報告・計画

太陽の家では、就労継続支援B型と令和2年1月より磐田市の委託事業である日中
一時支援事業としての福祉サービスを行っています。

　就労継続支援B型は、障害者の皆さんが自立した生活を送り、一般就労に向けての知識

及び能力向上のための必要な訓練を行う場です。

利用時間：9:00～16:00

請負事業：自動車部品の組立て、

野菜の袋づめ、香の葉の選別

自主事業：しいたけの菌床栽培

定員：20名 利用者：25名(令和2年7月1日現在)

 《就労継続支援B型の概要》 

　日中一時支援事業は、障害者の皆さんの日中の居場所を提供すると共に日常の生活を送

るための知識を習得することを目的にしています。

委託者:磐田市

利用時間：9:00～16:00

定員：なし 

利用者：3名 (令和2年7月1日現在)

利用者負担金：45円/時間(令和2年7月1日現在)

《日中一時支援事業の概要》

《令和元年度主要な事業活動一覧》《令和元年度主要な事業活動一覧》

実施日 事業内容 実施場所

5月18日 料理教室 豊岡東交流センター

6月26日 市内施設交流ボーリング大会 袋井グランドボール

6月15日 身体障害者福祉会合同社会見学(交流事業) 山梨県

8月24日 ふれあい広場参加(地域交流事業) 豊岡総合センター

8月31日 バーベキュー大会 浜松市天竜区春野町

10月4日 西部地区ふれあいレクレーション大会 浜北総合体育館

10月20日 磐田市身体障害者スポーツ大会(交流事業) 竜洋海洋センター

11月10～11日 一泊体験旅行 岐阜県

1月26日 福祉会合同初詣で(交流事業) 滋賀県

《令和2年度主要な事業計画》《令和2年度主要な事業計画》

〇就労支援活動

下請事業、自主事業、受託事業による利用者の工賃の

向上に努めます。

〇生活支援活動

施設での生活をとおして日常生活における知識や経

験を習得する機会を支援します。

〇個別処遇支援活動

個人や家庭における課題等についての生活相談や関係機関との連携による支援を行い

ます。

〇日中一時支援活動

　昼間の居場所を提供すると共に食事や健康管理を行うなどの生活支援を行います。

しいたけパック詰作業・野菜の袋詰作業

料理教室

皆勤賞の表彰
鮎のつかみ取り

山梨県立リニア見学センターにて

下請作業
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共同生活援助／短期入所／事業報告・計画
　グループホームおおぞらでは、在宅の知的障害・精神障害・身体障害のある方
が、仲間と共に地域で暮らしていく為に共同生活援助や短期入所といった福祉サー
ビスを通して必要な支援を行ないます。自らが判断できる力を養うことに視点を置
いた支援を心掛け、日々の生活の充実と自己実現のための援助を行います。

夜間や休みの日に生活を送るためのお手伝いが必要

な人が、一つの建物で一緒に暮らすサービスです。

営業：年中無休・24時間営業

定員：7名　利用者：5名(令和2年7月1日現在)

利用条件：障害支援区分を取得していること

利用者負担金：52,000円/月(31日利用した場合)

（うち市より1万円の助成があります。）

《共同生活援助の概要》

自宅で暮らす障害のある人が一時的にグループ

ホームで生活するためのサービスです。

営業:年中無休・24時間営業

定員：1名　利用者:随時募集

利用条件：障害支援区分を取得していること

利用者負担金：1泊2,600円

《短期入所の概要》

《令和元年度主要な事業活動一覧》《令和元年度主要な事業活動一覧》

実施日 事業内容 実施場所

5月25日 避難訓練 グループホームおおぞら

7月4日 七夕まつり グループホームおおぞら

10月30日 ハロウィンパーティー グループホームおおぞら

10月31日 防災訓練 グループホームおおぞら

12月6日 余暇活動支援事業 はままつフルーツパークほか

12月25日 クリスマス会 グループホームおおぞら

2月3日 豆まき グループホームおおぞら

2月22日 余暇活動支援事業 可睡斎ほか

《令和2年度主要な事業計画》《令和2年度主要な事業計画》

〇日常生活の支援

食事の提供を始め、洗濯や清掃などの日常生活にお

ける必要な支援を行います。

〇健康の管理

健康維持のための健康チェックを始め、感染予防対策

を行い利用者の健康維持に努めます。

〇社会生活への支援

余暇活動支援を通して買い物などの外出の機会を提供すると共に家族との繋がりを重要

視したグループホームの生活を提供します。

〇太陽の家との連携

昼間の活動の場である「太陽の家」との情報の共有を図り、利用者の1日を通じての生活

や健康のチェックを行うと共に余暇活動の充実に努めます。

グループホームおおぞら

お楽しみ会

はままつフルーツパーク時之栖にて
可睡斎ひなまつり見学

防災訓練

クリスマス会

グループホームおおぞら
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