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ホームページも見てね！

だよりだより

　グループハウスかわかみでは、高齢の障害を持った方達
にも安心安全な暮らしを提供するため、建物のバリアフ
リー化や適切な食事の提供を試行錯誤し、より良い生活環
境作りを目指してきました。これから利用される方にも安
心安全な住まいを提供するため、昨年度より令和2年度社会
福祉施設整備補助を活用して建設に着手し、令和3年6月、高
齢者支援を主とした7名定員の「ブルーム」を開設すること
ができました。「ブルーム」という名前は「花」「花が咲く、栄
える」という意味です。人生の後半に向かわれた利用者も安
全に楽しく、充実した毎日を送り、大きな花を咲かせていた
だきたいという思いで命名しました。

　2階建の建物は、各フロア中央に共同スペース（食堂）を広
く取り、車いすの方でもゆったりと過ごせるようにしてい
ます。また一方に居室、反対面に浴室等の水回りを配置し、
動線を短く、わかりやすくなるよう配置しました。エレベー
ターも設置しており、車イスの方も2階で生活できるように
しました。
　新しい生活環境で笑顔で暮らす利用者の姿を想像しなが
ら、施設設備だけに頼ることなく、しっかりと支援していこ
うと職員一同、わくわくしながらも改めて気を引き締めて
いるところです。
　　　　　　グループハウスかわかみ　管理者　立岡一夫

令和3年6月　

新しいグループ
ホーム

「ブルーム」が完
成しました！



　「働く場」として十分な作業の確保、工賃のさらな

る向上に努めました。障害の状況に合わせた作業支

援のため、状況把握や検討を行い、支援に繋げました。

　保護者や関係機関などと連携するため、感染防止

対策を行った上で見学・相談会を開催し、スキル

アップのための学習会や暑気払い等のリフレッ

シュとなる企画も実施しました。

ワークスくらよし
就労継続支援B型

　昨年10月よりA型事業を開始し、順調に進んでい

るところです。

　生活介護はそれぞれの特性にあわせ、作業しやす

いようパーテーションを使用し個別スペースを設

置しました。創作活動では、四季折々の物を創作し、

保護者の方や来所された方へ見て頂けるよう展示

しました。

デイセンターまにわ
就労継続支援A型・生活介護

　コロナ禍で行事等の制限もありましたが、作業を

中心としつつ、調理実習や学習会も行いました。

　作業では、自動計量の機械を導入し利用者の得手

を生かした作業ライン作りに取組みました。また、

体力低下が見られる高齢の方は、作業時間の調整を

行い、休まずに通所ができました。

　製麺屋三座は、10月から就労継続支援B型に変更

しました。コロナ禍で大幅に売り上げも減少しまし

たが、真庭市のつながり促進事業等、ネットや電話

の受注販売で売り上げの確保に努力しました。

ワークスひるぜん
就労継続支援B型

　利用者の「作業を頑張りたい」に応えられるよう

補助具の作成や職員も「出来るかもしれない」とい

う考え方で様々な工程にチャレンジして頂くこと

で、できる工程や集中する時間も増えました。

　開所日には、季節に応じた調理やゲームなど、事

業所内で楽しめる活動となるよう工夫しました。

デイセンターひるぜん
生活介護

　一人ひとりに合わせた働き方を提案し、働くこと

の達成感を感じられるよう支援しました。

　職員もミーティングを重ね、引継ぎノートを活用

して支援の統一を図る事が出来ました。

　また、ケース検討会を開催し知識の向上につなが

りました。

ワークプレイスまにわ
就労継続支援B型

事業報告
令和2年度
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　地域のグループホームで暮らす高齢期の利用者

を対象に、従来定員2名のグループホーム「ひまわり

荘」をバリアフリー改修し、7月に定員7名の「ひまわ

り」として新たにスタートしました。高齢になり、身

体機能が低下した利用者でも安心安全に暮らせる

環境を実現することができました。

グループハウスかわかみ
共同生活援助

　高齢化にともない６名が「ひまわり」へ移行され

たことで、定員が２５名、住居も8戸になりました。

移行期は、これまで支援していた職員も関わり、環

境の変化にもスムーズに対応できました。事業所を

またいで協力する大切さを実感しました。

　コロナ禍で帰省・外出が難しく、ホーム内での余

暇の企画を行い楽しめるように工夫しました。

グループハウスひるぜん
共同生活援助

　高齢の方はゆったりと楽しく、若い方は目的を
持って活動に集中できる環境となるようフロアを
グループ分けし、支援方針と活動内容を明確にしま
した。同時に家具や設備の更新も行い、より安心・安
全に活動ができるよう環境整備を行いました。　
　また、高齢者支援の専門性を高めるため、看護師
やベテラン職員を講師に服薬や介護技術の学習会
を行いました。

蒜山慶光園
入所施設・生活介護・短期入所

　利用者それぞれの目標を話し合い具体化する入

所者会議を開き、健康面について話し合うことが出

来ました。

　毎月定例での一斉清掃と同時に、粗大ごみの整

理・整頓も行い、環境整備にも取り組みました。

グループハウスおちあい
共同生活援助

　令和2年度は、常時25名の児童が登録、利用されま
した。近年申込件数が増えており、ニーズの高まり
を感じています。
　新型コロナの影響で、行事も中止、縮小せざるを
得ませんでしたが、そうした中でも感染対策を行い
ながら季節に応じた行事も取り入れ、集団性の向上
につながる取り組みができました。

川上児童クラブ
放課後児童健全育成事業

　地域の支援者の方々と連携を密に取り、利用者が
安心して生活できるよう、常に利用者ファーストの
支援をさせて頂きました。
また、昨年度より支援センターの毎朝の申し送りを
通して、タイムリーな支援、情報共有を行いました。
さらにケース会議を通して専門性の向上に努めま
した。

真庭地域生活支援センター
相談支援事業
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令和２年度　決算報告

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

事業活動収入計
事業活動支出計
事業活動資金収支差額

施設整備等収入計
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額

その他の活動収入
その他の活動支出
その他の活動資金収支差額
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

予算(A) 
745,196,000
664,888,900
80,307,100

   
36,621,000
78,644,000

△ 42,023,000
   

5,482,000
6,769,000

△ 1,287,000
36,997,100

36,997,100

決算(B)
705,903,734
654,165,924
51,737,810

   
36,767,200
78,639,700

△ 41,872,500
   

5,479,356
6,761,933

△ 1,282,577
8,582,733

284,877,349
293,460,082

差異(A)-(B)
39,292,266
10,722,976
28,569,290

   
△ 146,200

4,300
△ 150,500

   
2,644
7,067

△ 4,423
28,414,367

△ 284,877,349
△ 256,462,982

（自）令和2年4月1日  （至）令和3年3月31日

資金収支計算書
社会福祉法人慶光会（単位：円）

（自）令和2年4月1日  （至）令和3年3月31日

事業活動収支計算書
社会福祉法人慶光会（単位：円）

サービス活動増減の部

サービス活動外増減の部

経常増減差額
特別増減の部

当期活動増減差額
繰越活動増減差額の部

サービス活動収益計
サービス活動費用計
サービス活動増減差額

サービス活動外収益計
サービス活動外費用計
サービス活動外増減差額

特別収益計
特別費用計
特別増減差額

前期繰越活動増減差額
当期末繰越活動増減差額
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
次期繰越活動収支差額

当年度決算(A)
690,726,787
679,246,662
11,480,125

   
15,176,947
624,175

14,552,772
26,032,897

   
4,267,200
4,437,047
△ 169,847
25,863,050

   
369,732,340
395,595,390

0
0
0

395,595,390

前年度決算(B)
686,989,191
693,802,150
△ 6,812,959

   
25,100,769
685,245

24,415,524
17,602,565

   
2,450,834
1,142,285
1,308,549
18,911,114

   
350,821,226
369,732,340

0
0
0

369,732,340

増減(A)-(B)
3,737,596

△ 14,555,488
18,293,084

   
△ 9,923,822
△ 61,070

△ 9,862,752
8,430,332

   
1,816,366
3,294,762

△ 1,478,396
6,951,936

   
18,911,114
25,863,050

0
0
0

25,863,050

令和3年3月31日現在

貸借対照表
当年度末

純資産の部合計

資産の部 負債の部

純資産の部

流動負債

固定負債

基本金

国庫補助金等特別積立金

その他の積立金

次期繰越活動収支差額

負債及び純資産の部合計

102,234,650

106,365,186

208,599,836

 

306,594,636

262,589,090

0

395,595,390

964,779,116

1,173,378,952

流動資産

固定資産

資産の部合計

379,356,298

負債の部合計

794,022,654

1,173,378,952

社会福祉法人慶光会（単位：円）



5

サービスを利用したいときは？ 真庭地域生活支援センターに聞きました！

高齢者支援の現場　ブルームでの生活について　生活支援員に聞きました！
　「ブルーム」は高齢期の様々な障害を
お持ちの方が入居されています。身体機
能が低下し、よりきめ細やかな介助や支
援が必要な方も安心・安全に過ごせる環
境となっています。入居された方は同世
代の他の利用者とも交流でき、職員との
関わりも多いため、お一人お一人の希望
や想いを伺う機会も増えました。別のグ
ループホームを利用されていた方も移
行に伴って、今まで知らなかった利用者
の新たな一面を知る事ができています。
　居住空間は、全面バリアフリーで、車
椅子利用の方にも対応できるよう、広さ
も配慮されています。
　身体機能の低下で立ち上がりや浴槽
をまたぐ事が難しくても、ゆったり入浴
できるようリフトキャリーが導入され
ています。
　休日は個室でゆっくり音楽などを聴
いたり、共同空間で会話を楽しまれたり

して過ごされています。コロナ禍で買い
物外出等の制限がある中でも必要な物
が購入できるよう買い物の希望を聞き
職員が代理で購入するなどの対応を行
いました。外出できるようになったら、
誕生日会ができるよう利用者の方で食
べたいものを話合って決めるなど、感染
防止対策を行いながら、余暇活動も計画
しています。　波津久 華奈

　グループホームや施設入所、就労継続支援A型・B型
事業所など、障害福祉サービスを利用する際は、受給
者証が必要です。受給者証の発行には、「サービス等利
用計画案」「サービス等利用計画」を各市町村に提出す
る事が制度により義務付けられています。
　真庭地域生活支援センターではその「サービス等利
用計画案」「サービス等利用計画」作成のお手伝いなど
をさせて頂いています。また、利用者と事業者の間に
入り調整や本人らしく生活できるよう各機関との連
携、担当者会議を実施しています。利用開始後もモニ
タリングを実施し、利用状況の確認のみならず、新た
なニーズや状況の変化に応じたニーズを見出し、サー
ビスの調整をしています。
　グループホーム（共同生活援援助）入居を含めた福
祉サービス利用をご検討中の方は、まずは最寄りの相
談支援事業所に相談下さい。

入澤 毅



　東京2020オリンピック聖火リレーが5月21日（金）倉吉市で行
われ、当法人のグループハウスひるぜんの利用者が参加され、
聖火をつなぎました。
　とても緊張されたようですが、笑顔で楽しく走られました。
その時のご縁でトーチとユニフォームをワークスくらよしで
展示させて頂き、地域・関係機関や利用者の皆さんにとっても、
東京2020オリンピックを身近に感じる機会となりました。

株式会社わんわん　様

鳥取トヨタ自動車株式会社　倉吉店　様

真庭法人会　様

青木怜子　様
　理念や全事業所の紹介、ブログもあります。
情報公開では事業報告や計画の詳細も公開
中です。
　社会福祉法人慶光会で検索してみて下さいね。

法人のホームページがあります。法人のホームページがあります。法人のホームページがあります。法人のホームページがあります。
ありがとうございます

鳥取県倉吉市で開催された聖火リレーに参加

　慶光会では、以前より『NPOかがやきプロジェクト』のご
協力をいただき、障害のある人もスポーツが出来る機会作
りを応援してきています。令和３年度は、「スポーツ推進応
援団」を立ち上げ、障害のある人の「働く場」「生活の場」だけ
でなく、スポーツを通して自己実現を目指し人生の質の向
上につながるよう取り組みます。

スポーツ推進応援団を一事業としてチャレンジ

東京オリンピック2020聖火リレーをつなぎました。

http://www.keikoukai.net/
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