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わたしらしく、
“安心な生活を”
いつまでも
新型コロナウイルスに
負けないように
各事業所一丸となって
新しい生活様式の確立に
向けて取り組んでおります。



6月11日楽団ケ・セラの皆さんによるオ
ンラインコンサートを開催しました。
ソーシャルディスタンスの確保も含め、
各フロアでコンサートが鑑賞できる環
境を整えました。

ベランダのプランターに花
の植え替えをしました。
皆さん手際がよく職員一
同感服しました。

たこ焼き会をしました。具
材を切る所から皆さんに
ご協力頂きました。

少人数で、近くにお花見ドライブに出かけました。
ぐるりと廻る道中で、いろんなお店を見つけては昔話に
花を咲かせました。

皆様に春を感じてもらえ
るよう、職員でたくさんの
桜を飾り付けしました。
入居者様と一緒に壁に
桜の木の飾りを貼り付
けました。

金曜日の午後の恒例行事のサルビア
喫茶。感染防止のため、参加人数を少
なくして入居者間の距離を確保して再
開しました。

サルビア喫茶 ＆ カラオケ

ホールは桜で満開花の植え替え

お花見

楽団ケ・セラ　
オンラインコンサート

たこやきパーティー

日頃から、私ども社会福祉法人梓の郷の運営に

あたり、ご利用者をはじめ、ご家族、地域の皆様

方などから暖かいご支援とご協力をいただき心か

ら感謝申しあげます。

令和３年５月開催の第７９回理事会におきまし

て業務執行理事として選任いただきました。どう

ぞよろしくお願いいたします。

当法人は、昨年、法人創立２０周年を迎えまし

た。現在では、松本管内において介護老人福祉施

設サルビアをはじめとした高齢者向け福祉サービ

ス１１事業と企業主導型保育所さるびあの計１２

事業を６拠点において様々な形態のサービスを提

供し、着実に運営してまいりました。

しかしながら、昨今の日本は、すごいスピード

で超少子高齢型社会が進展し、高齢者の単身世

帯、夫婦のみ世帯の増加、更には認知症高齢者の

増加も見込まれるなど、介護サービスの需要がさ

らに増加、多様化することが想定されています。

そうした時代背景からも、福祉、地域づくりの役

割はますます増大し、私ども社会福祉法人として

果たすべき使命も大きく変化してきています。

また、昨年以来、新型コロナウイルスが世界中

に広がりを見せ、日常生活を営む上でも大きな変

化を余儀なくされ、新たに取り組んだ新しい生活

様式も確実に定着してきています。当たり前のこ

とが当たり前でなくなった今、固定観念に縛られ

ることなく、何ができるのか、何を取り入れられ

るのか、柔軟な考え方、変わっていくことが求め

られています。

法人の理念である「わたしらしく、いつまでも

～いきがい、つながりあい、支えあい～」の下、

まずは、従来からの施設介護サービスの提供を充

実させることはもとより、在宅介護サービスの提

供の拡充を図ってまいります。更には、ウイズコ

ロナといわれるなか、住み慣れた地域で自立した

生活を安心して続けることができるよう、新たな

発想を持って、地域ニーズに応える地域貢献活動

の取り組みを進めたいと考えております。

超少子高齢社会を支える新しい介護の世界を法

人の総力で切り開いていく覚悟でございます。　

　今後、ご利用者、ご家族そして地域の皆様の声

を真摯にお伺いする中で、ご期待に応えていける

よう精進してまいりますので何卒ご協力を賜りま

すようお願い申しあげます。

この1年がコロナ収束の年になることを願い、

ご利用者をはじめとして、ご家族、地域の皆様方

のご健勝を祈念いたしまして、ご挨拶とさせてい

ただきます。

令和３年８月1日

社会福祉法人梓の郷 活動報告
コロナ禍ではありますが、活動の様子を紹介します

介護老人福祉施設サルビア

あんじゅり
愛 香里

泉の里
千歳 緑

業務執行理事就任
あいさつ 社会福祉法人　梓の郷

業務執行理事
樋 口　浩
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美事の裏庭に畑を作りました。
ピーマン・ミニトマト等の夏野菜を育
てています。収穫が楽しみですね。

サルビアの入居者様からあじさいと電車の素敵な
絵をいただきました。

コロナで外出が制限されている中、入居者様に楽しい時間
を提供するために毎月1回お楽しみ会を開催しています。
5月は焼きそばを作りました。

子どもたちが夢中で絵を
見ています。

お礼にお花の絵を作っ
てプレゼントしました

食事介助、入浴介助と1年で
できることが増えました。

サルビアに来てからも日本語
学習を継続中

飯縄山登山
信州の登山文化を体験

ベトナム語をレクチャー中「こ
んにちは」はベトナム語で
「Xin chào! (シン チャオ)」

4月1日、令和3年度入職式を行いました。
今年度は、新卒2名の方を迎える事となりました。
感染対策をしっかり行って、対面で実施しました。
新しい仲間が増え、うれしい限りです。

介護老人福祉施設サルビアではベトナム出身の技能実習生1名が
令和2年5月より勤務しております。

社会福祉法人梓の郷では
年2回、各拠点ごとに防災
総合訓練を実施しています。
今年度は6月に1回目の訓
練を実施。各拠点とも消火
訓練、通報訓練、避難訓練
を行いました。

2年目以降の技能実習を継続するために必要な介護技能評価試験に無事合格！
技能実習生にこれからも経験や技術を積んでもらえるようにしっかりサポートしていきます！

入居者様ならびに職員を対象にワクチン
の接種が始まりました。

健康体操の様子。 梅ジュース作り
1か月後が楽しみです。

庭の畑でとれたきゅうり。
他にもいろんなものを育て
てます。

グループホームサルビア
デイサービス美事

保育所さるびあ

小規模多機能型居宅介護とは
　小規模多機能型居宅介護とは、利用者や家族の状況に応じて「通い」「訪問」「泊
まり」を同じ事業所で提供するサービスです。住み慣れた自宅や地域での生活の継
続を目的としています。

小規模多機能型居宅介護 さんぽみち

9:00 ご自宅にお迎え
 又はご家族の送迎
9:30 さんぽみち到着
 （朝食も事前に希望がある
 場合は提供できます）

10:00 はじまり　
 健康チェック
 入浴　健康体操
11:40 口腔体操
12:00 お昼ご飯　
 味噌汁作り　
 食事の盛り分け
13:00 自由時間　午睡
14:00  レクリエーション
 趣味活動　自由時間
14:40 おやつ　おやつ作り
15:20 お帰り前のリラックス
 タイム
16:00 ご自宅へお帰り　
 または宿泊

利用者のある一日

コロナワクチン接種始まりました!!

入 職 式

技能実習生

防災総合訓練

ワクチン接種

「サルビア祭り」中止のお知らせ
開催を予定しておりました「サルビア祭り」について、新型コロナウイルス感染の状況を鑑み、誠に勝手ながら今年度も開催を中止させてい
ただくことになりました。サルビア祭りを楽しみにされている皆さま、サルビア祭りにご協力いただいているボランティア・地域の皆さまに
は、ご迷惑をお掛けすることになり大変申し訳ございません。何卒ご理解の程よろしくお願いします。

お楽しみ会

入 

職 

式
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社会福祉法人名  社会福祉法人 梓の郷

（自） 令和 2年 4月 1日 （至） 令和 3年 3月31日
（単位：円）

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

勘　定　科　目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益

817,125,203
151,506 ,590
32,764 ,016
5,074 ,124
50,000

6,957 ,038
1,013 ,476 ,971
627,981 ,403
301,821 ,873
40,621 ,804
847,048

42,802 ,587
△15,608,727
998,465 ,988
15,010 ,983

55
273,240
273,295
825,559
45,584

823,127 ,561
150,969 ,513
33,202 ,126
4,509 ,288
87,500

13,407 ,062
1,025 ,303 ,050
603,512 ,727
294,024 ,909
45,368 ,502
703,181

39,322 ,681
△15,447,251
967,484 ,749
57,818 ,301

255,950
255,950
948,000
89,244

△6,002,358
537,077

△438,110
564,836
△37,500

△6,450,024
△11,826,079
24,468 ,676
7,796 ,964

△4,746,698
143,867
3,479 ,906
△161,476
30,981 ,239

△42,807,318
55

17,290
17,345

△122,441
△43,660

871,143
△597,848
14,413 ,135
42,542 ,227

42,542 ,227
42,542 ,227

42,542 ,227

14,413 ,135
108,332 ,724
122,745 ,859

3,700 ,000

119,045 ,859

1,037 ,244
△781,294
57,037 ,007

29,999
180,000
209,999

21,052 ,931
21,052 ,931

△20,842,932
36,194 ,075
78,638 ,649
114,832 ,724

6,500 ,000

108,332 ,724

△166,101
183,446

△42,623,872
42,542 ,227
△29,999
△180,000
42,332 ,228
42,542 ,227

△21,052,931
21,489 ,296
20,842 ,932

△21,780,940
29,694 ,075
7,913 ,135

△2,800,000

10,713 ,135

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

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

支払利息
その他のサービス活動外費用

施設整備等補助金収益
固定資産売却益
その他の特別収益

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）
基本金取崩額（14）
その他の積立金取崩額（15）
積立金積立額（16）

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）‒（16）

国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失

当年度決算（A） 前年度決算（B） 増減（A）‒（B）

法人単位事業活動計算書

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）

サービス活動外収益計（4）

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）

特別収益計（8）

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）
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社会福祉法人名  社会福祉法人 梓の郷

（自） 令和 2年 4月 1日 （至） 令和 3年 3月31日
（単位：円）

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

勘　定　科　目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益

817,125,203
151,506 ,590
32,764 ,016
5,074 ,124
50,000

6,957 ,038
1,013 ,476 ,971
627,981 ,403
301,821 ,873
40,621 ,804
847,048

42,802 ,587
△15,608,727
998,465 ,988
15,010 ,983

55
273,240
273,295
825,559
45,584

823,127 ,561
150,969 ,513
33,202 ,126
4,509 ,288
87,500

13,407 ,062
1,025 ,303 ,050
603,512 ,727
294,024 ,909
45,368 ,502
703,181

39,322 ,681
△15,447,251
967,484 ,749
57,818 ,301

255,950
255,950
948,000
89,244

△6,002,358
537,077

△438,110
564,836
△37,500

△6,450,024
△11,826,079
24,468 ,676
7,796 ,964

△4,746,698
143,867
3,479 ,906
△161,476
30,981 ,239

△42,807,318
55

17,290
17,345

△122,441
△43,660

871,143
△597,848
14,413 ,135
42,542 ,227

42,542 ,227
42,542 ,227

42,542 ,227

14,413 ,135
108,332 ,724
122,745 ,859

3,700 ,000

119,045 ,859

1,037 ,244
△781,294
57,037 ,007

29,999
180,000
209,999

21,052 ,931
21,052 ,931

△20,842,932
36,194 ,075
78,638 ,649
114,832 ,724

6,500 ,000

108,332 ,724

△166,101
183,446

△42,623,872
42,542 ,227
△29,999
△180,000
42,332 ,228
42,542 ,227

△21,052,931
21,489 ,296
20,842 ,932

△21,780,940
29,694 ,075
7,913 ,135

△2,800,000

10,713 ,135

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

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

支払利息
その他のサービス活動外費用

施設整備等補助金収益
固定資産売却益
その他の特別収益

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）
基本金取崩額（14）
その他の積立金取崩額（15）
積立金積立額（16）

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）‒（16）

国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失

当年度決算（A） 前年度決算（B） 増減（A）‒（B）

法人単位事業活動計算書

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）

サービス活動外収益計（4）

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）

特別収益計（8）

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）
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動
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部

令和2年度 社会福祉法人 梓の郷　事業概要報告 令和2年度 社会福祉法人 梓の郷　法人単位事業活動報告書
　社会福祉法人梓の郷は、平成12年9月21日に創立し、昨年20周年を迎えることとなり、今年3月1日には20周年記念事業として住宅
型有料老人ホーム愛香里の隣地にて小規模多機能型居宅介護（小多機）さんぽみちを開設いたしました。定員29名の小多機さんぽみ
ちは、高齢者が住み慣れた地域でより長く暮らし続けることができるように、自宅への「訪問」を中心に短期間の「宿泊」や施設への
「通い」を組み合わせ、生活支援や機能訓練をひとつの事業所で柔軟に対応する在宅介護サービスの一種です。今後、『わたしらしく、
いつまでも』の理念を在宅介護サービスの分野においても、より実践してまいりたいと考えております。また、地域の方が気軽に健康、
医療、介護等の相談ができるとともに、健やかに共により良く暮らしていくための『備え』の仕掛けづくりを小多機に併設するコミュニ
ティスペースよりみちにて、順次、実施してまいります。
　さらに、昨年10月には管理職向けの職員面談の実施、12月には全職員向け組織風土診断用アンケート調査を実施して、現場と総
務部との間に意識の差やコミュニケーション・ギャップなどの壁があること、また事業を管理する管理職が現場業務に忙殺され、管理
のための時間が取れずマネジメント業務など出来ていないなどの問題点を再認識しました。そこで今年4月1日付けで法人本部を設立
し、次の10年後の法人の姿を想定するためにも、新しい法人体制のもと、改革のための第一歩としたいと考えております。次に各事業
概況につきまして、以下のとおり報告を行います。

⑴　実施事業
 《特養事業》 ①特別養護老人ホーム：長期入所・短期入所空床利用型 100名　入居率：96.1％
 《施設訪問事業》 ①住宅型有料老人ホーム3施設、サービス付き高齢者向け住宅1施設：計84名　入居率：96.0％
  ②訪問介護（施設に併設・主に施設入居者へサービスを提供）
 《地域生活支援事業》 ①グループホーム：9名　入居率：98.6%
  ②居宅介護支援：実利用者数　要支援753件、要介護1,178件
  ③訪問介護：実利用回数　要支援1,260件、要介護3,880件　
  ④デイサービス：実利用回数　要支援1,723件、要介護6,978件
  ⑤小規模多機能型居宅介護 ※令和3年3月1日開設：定員29名　稼働率：20.7％
 《保育所》 ①企業主導型保育所：定員12名　稼働率：86.7％

⑵　実施行事等
《法人全体》 ①理事会：年3回　評議員会：年3回　広報誌発行：年2回　防災総合訓練：年2回（各施設ごとに実施）
《特養事業》 ①サルビア秋祭り、水害避難訓練　②オンラインコンサート、焼き芋会、餅つき等季節に応じて月1回程度
 ③サルビアサロン：毎月適宜
《施設訪問事業》 ①運営懇談会：年1回（各施設ごとに書面開催）
 ②オンラインコンサート、お寿司会、クリスマス会等：各施設ごとに季節に応じて月1回程度
《地域生活支援事業》 （グループホーム）　①運営推進会議：年6回（書面開催）　　②お楽しみ昼食会：年2回
 （デイサービス）　①マスク作り、しめ縄作り、節分等季節に応じて月1回程度
《保育所》 ①お花見散歩、クリスマス会、節分等：季節に応じて月1回程度 　②避難訓練：月1回
 ※コロナウイルス感染対策のため、サルビア祭り、おたっしゃカフェ、運営懇談会等、家族や地域の方が集まる行事は中止。
 　実施した行事においても、感染対策を講じたうえで実施しました。

⑶　委員会・プロジェクト活動
 《法人全体》 ①4委員会：概ね毎月1回　②3プロジェクト：年5～6回　
 《特養事業》 ①8委員会：概ね毎月1回　　　　　　　　　　　　　
 《施設訪問事業》 ①2委員会：適宜開催

⑷　職員研修
 《特養事業》 ①内部研修（法人全体含む）：13テーマ開催　　　②外部研修：7講座、延べ9名参加
 《施設訪問事業》 ①内部研修：4回 ②外部研修：  1回
 《地域支援事業》 （グループホーム） ①内部研修：  3回　　②外部研修：  4回
  （居宅介護支援） ③内部研修：12回　　④外部研修：19回
  （訪問介護） ⑤内部研修：  3回　　⑥外部研修：  3回
  （デイサービス） ⑦内部研修：13回　　⑧外部研修：  8回
  （小規模多機能型居宅介護） ⑨外部研修：1回
 《保育所》 ①内部研修：1回 ②外部研修：  3回

⑸　研修生・視察・派遣相談員・来訪者等の受入
 《特養事業》 ①研修生・実習生：7団体12件19名 延べ199日間　②視察：0件0名　③家族等面会者：年間3,165名
 《地域生活支援事業》 実習生：①グループホーム：3団体3件6人、9日間   　②訪問介護：1回3名

⑹　苦情受付状況
《特養事業》 ①合計2件（ケアの内容に関する事項）　　　
《施設訪問事業》 ①合計0件
 《地域生活支援事業》 ①合計7件（グループホーム：0件、居宅介護支援：2件、訪問介護4件、デイサービス1件、小規模多機能０件）
 《保育所》 ①０件

苦情は何れも迅速かつ真摯な対応を行ない、解決しています。

事業活動計算書解説
事業活動計算書は法人の1年間の経営成績をまとめたものです。
法人に入ってくるお金（収益）と出ていくお金（費用）をくらべてど
れだけ利益または損失が出たのかが分かる報告書です。（企業会
計の損益計算書にあたる部分）
サービス活動増減差額
法人が本業での活動で得た収益とかかった費用の差額（企業会
計の営業利益にあたるもの）
サービス活動外増減差額
法人が本業以外で得た収益とかかった費用の差額

経常増減差額
法人が毎年継続的に発生する収益と費用の差額（企業会計の経
常利益にあたるもの）
特別増減の差額
毎年決まって発生せず、一時的に発生した収益と費用の差額
当期活動増減差額 （最終的な収益）
法人が1年間活動した経営成績（企業会計の税引き後純利益）当
期活動増減差額は次期繰越活動増減差額に加算されます。
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社会福祉法人名  社会福祉法人 梓の郷

（自） 令和 2年 4月 1日 （至） 令和 3年 3月31日
（単位：円）

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

勘　定　科　目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益

817,125,203
151,506 ,590
32,764 ,016
5,074 ,124
50,000

6,957 ,038
1,013 ,476 ,971
627,981 ,403
301,821 ,873
40,621 ,804
847,048

42,802 ,587
△15,608,727
998,465 ,988
15,010 ,983

55
273,240
273,295
825,559
45,584

823,127 ,561
150,969 ,513
33,202 ,126
4,509 ,288
87,500

13,407 ,062
1,025 ,303 ,050
603,512 ,727
294,024 ,909
45,368 ,502
703,181

39,322 ,681
△15,447,251
967,484 ,749
57,818 ,301

255,950
255,950
948,000
89,244

△6,002,358
537,077

△438,110
564,836
△37,500

△6,450,024
△11,826,079
24,468 ,676
7,796 ,964

△4,746,698
143,867
3,479 ,906
△161,476
30,981 ,239

△42,807,318
55

17,290
17,345

△122,441
△43,660

871,143
△597,848
14,413 ,135
42,542 ,227

42,542 ,227
42,542 ,227

42,542 ,227

14,413 ,135
108,332 ,724
122,745 ,859

3,700 ,000

119,045 ,859

1,037 ,244
△781,294
57,037 ,007

29,999
180,000
209,999

21,052 ,931
21,052 ,931

△20,842,932
36,194 ,075
78,638 ,649
114,832 ,724

6,500 ,000

108,332 ,724

△166,101
183,446

△42,623,872
42,542 ,227
△29,999
△180,000
42,332 ,228
42,542 ,227

△21,052,931
21,489 ,296
20,842 ,932

△21,780,940
29,694 ,075
7,913 ,135

△2,800,000

10,713 ,135

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

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

支払利息
その他のサービス活動外費用

施設整備等補助金収益
固定資産売却益
その他の特別収益

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）
基本金取崩額（14）
その他の積立金取崩額（15）
積立金積立額（16）

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）‒（16）

国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失

当年度決算（A） 前年度決算（B） 増減（A）‒（B）

法人単位事業活動計算書

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）

サービス活動外収益計（4）

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）

特別収益計（8）

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）
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収 
益

費 

用

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

社会福祉法人名  社会福祉法人 梓の郷

（自） 令和 2年 4月 1日 （至） 令和 3年 3月31日
（単位：円）

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

勘　定　科　目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益

817,125,203
151,506 ,590
32,764 ,016
5,074 ,124
50,000

6,957 ,038
1,013 ,476 ,971
627,981 ,403
301,821 ,873
40,621 ,804
847,048

42,802 ,587
△15,608,727
998,465 ,988
15,010 ,983

55
273,240
273,295
825,559
45,584

823,127 ,561
150,969 ,513
33,202 ,126
4,509 ,288
87,500

13,407 ,062
1,025 ,303 ,050
603,512 ,727
294,024 ,909
45,368 ,502
703,181

39,322 ,681
△15,447,251
967,484 ,749
57,818 ,301

255,950
255,950
948,000
89,244

△6,002,358
537,077

△438,110
564,836
△37,500

△6,450,024
△11,826,079
24,468 ,676
7,796 ,964

△4,746,698
143,867
3,479 ,906
△161,476
30,981 ,239

△42,807,318
55

17,290
17,345

△122,441
△43,660

871,143
△597,848
14,413 ,135
42,542 ,227

42,542 ,227
42,542 ,227

42,542 ,227

14,413 ,135
108,332 ,724
122,745 ,859

3,700 ,000

119,045 ,859

1,037 ,244
△781,294
57,037 ,007

29,999
180,000
209,999

21,052 ,931
21,052 ,931

△20,842,932
36,194 ,075
78,638 ,649
114,832 ,724

6,500 ,000

108,332 ,724

△166,101
183,446

△42,623,872
42,542 ,227
△29,999
△180,000
42,332 ,228
42,542 ,227

△21,052,931
21,489 ,296
20,842 ,932

△21,780,940
29,694 ,075
7,913 ,135

△2,800,000

10,713 ,135

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

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

支払利息
その他のサービス活動外費用

施設整備等補助金収益
固定資産売却益
その他の特別収益

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）
基本金取崩額（14）
その他の積立金取崩額（15）
積立金積立額（16）

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）‒（16）

国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失

当年度決算（A） 前年度決算（B） 増減（A）‒（B）

法人単位事業活動計算書

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）

サービス活動外収益計（4）

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）

特別収益計（8）

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）
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令和2年度 社会福祉法人 梓の郷　事業概要報告 令和2年度 社会福祉法人 梓の郷　法人単位事業活動報告書
　社会福祉法人梓の郷は、平成12年9月21日に創立し、昨年20周年を迎えることとなり、今年3月1日には20周年記念事業として住宅
型有料老人ホーム愛香里の隣地にて小規模多機能型居宅介護（小多機）さんぽみちを開設いたしました。定員29名の小多機さんぽみ
ちは、高齢者が住み慣れた地域でより長く暮らし続けることができるように、自宅への「訪問」を中心に短期間の「宿泊」や施設への
「通い」を組み合わせ、生活支援や機能訓練をひとつの事業所で柔軟に対応する在宅介護サービスの一種です。今後、『わたしらしく、
いつまでも』の理念を在宅介護サービスの分野においても、より実践してまいりたいと考えております。また、地域の方が気軽に健康、
医療、介護等の相談ができるとともに、健やかに共により良く暮らしていくための『備え』の仕掛けづくりを小多機に併設するコミュニ
ティスペースよりみちにて、順次、実施してまいります。
　さらに、昨年10月には管理職向けの職員面談の実施、12月には全職員向け組織風土診断用アンケート調査を実施して、現場と総
務部との間に意識の差やコミュニケーション・ギャップなどの壁があること、また事業を管理する管理職が現場業務に忙殺され、管理
のための時間が取れずマネジメント業務など出来ていないなどの問題点を再認識しました。そこで今年4月1日付けで法人本部を設立
し、次の10年後の法人の姿を想定するためにも、新しい法人体制のもと、改革のための第一歩としたいと考えております。次に各事業
概況につきまして、以下のとおり報告を行います。

⑴　実施事業
 《特養事業》 ①特別養護老人ホーム：長期入所・短期入所空床利用型 100名　入居率：96.1％
 《施設訪問事業》 ①住宅型有料老人ホーム3施設、サービス付き高齢者向け住宅1施設：計84名　入居率：96.0％
  ②訪問介護（施設に併設・主に施設入居者へサービスを提供）
 《地域生活支援事業》 ①グループホーム：9名　入居率：98.6%
  ②居宅介護支援：実利用者数　要支援753件、要介護1,178件
  ③訪問介護：実利用回数　要支援1,260件、要介護3,880件　
  ④デイサービス：実利用回数　要支援1,723件、要介護6,978件
  ⑤小規模多機能型居宅介護 ※令和3年3月1日開設：定員29名　稼働率：20.7％
 《保育所》 ①企業主導型保育所：定員12名　稼働率：86.7％

⑵　実施行事等
《法人全体》 ①理事会：年3回　評議員会：年3回　広報誌発行：年2回　防災総合訓練：年2回（各施設ごとに実施）
《特養事業》 ①サルビア秋祭り、水害避難訓練　②オンラインコンサート、焼き芋会、餅つき等季節に応じて月1回程度
 ③サルビアサロン：毎月適宜
《施設訪問事業》 ①運営懇談会：年1回（各施設ごとに書面開催）
 ②オンラインコンサート、お寿司会、クリスマス会等：各施設ごとに季節に応じて月1回程度
《地域生活支援事業》 （グループホーム）　①運営推進会議：年6回（書面開催）　　②お楽しみ昼食会：年2回
 （デイサービス）　①マスク作り、しめ縄作り、節分等季節に応じて月1回程度
《保育所》 ①お花見散歩、クリスマス会、節分等：季節に応じて月1回程度 　②避難訓練：月1回
 ※コロナウイルス感染対策のため、サルビア祭り、おたっしゃカフェ、運営懇談会等、家族や地域の方が集まる行事は中止。
 　実施した行事においても、感染対策を講じたうえで実施しました。

⑶　委員会・プロジェクト活動
 《法人全体》 ①4委員会：概ね毎月1回　②3プロジェクト：年5～6回　
 《特養事業》 ①8委員会：概ね毎月1回　　　　　　　　　　　　　
 《施設訪問事業》 ①2委員会：適宜開催

⑷　職員研修
 《特養事業》 ①内部研修（法人全体含む）：13テーマ開催　　　②外部研修：7講座、延べ9名参加
 《施設訪問事業》 ①内部研修：4回 ②外部研修：  1回
 《地域支援事業》 （グループホーム） ①内部研修：  3回　　②外部研修：  4回
  （居宅介護支援） ③内部研修：12回　　④外部研修：19回
  （訪問介護） ⑤内部研修：  3回　　⑥外部研修：  3回
  （デイサービス） ⑦内部研修：13回　　⑧外部研修：  8回
  （小規模多機能型居宅介護） ⑨外部研修：1回
 《保育所》 ①内部研修：1回 ②外部研修：  3回

⑸　研修生・視察・派遣相談員・来訪者等の受入
 《特養事業》 ①研修生・実習生：7団体12件19名 延べ199日間　②視察：0件0名　③家族等面会者：年間3,165名
 《地域生活支援事業》 実習生：①グループホーム：3団体3件6人、9日間   　②訪問介護：1回3名

⑹　苦情受付状況
《特養事業》 ①合計2件（ケアの内容に関する事項）　　　
《施設訪問事業》 ①合計0件
 《地域生活支援事業》 ①合計7件（グループホーム：0件、居宅介護支援：2件、訪問介護4件、デイサービス1件、小規模多機能０件）
 《保育所》 ①０件

苦情は何れも迅速かつ真摯な対応を行ない、解決しています。

事業活動計算書解説
事業活動計算書は法人の1年間の経営成績をまとめたものです。
法人に入ってくるお金（収益）と出ていくお金（費用）をくらべてど
れだけ利益または損失が出たのかが分かる報告書です。（企業会
計の損益計算書にあたる部分）
サービス活動増減差額
法人が本業での活動で得た収益とかかった費用の差額（企業会
計の営業利益にあたるもの）
サービス活動外増減差額
法人が本業以外で得た収益とかかった費用の差額

経常増減差額
法人が毎年継続的に発生する収益と費用の差額（企業会計の経
常利益にあたるもの）
特別増減の差額
毎年決まって発生せず、一時的に発生した収益と費用の差額
当期活動増減差額 （最終的な収益）
法人が1年間活動した経営成績（企業会計の税引き後純利益）当
期活動増減差額は次期繰越活動増減差額に加算されます。
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ここにはたくさんの笑顔があります

●介護老人福祉施設 サルビア
●グループホーム サルビア
●住宅型有料老人ホーム あんじゅり
●住宅型有料老人ホーム 泉の里
●住宅型有料老人ホーム 愛香里（あかり）
●サービス付き高齢者向け住宅
　千歳緑（ちとせみどり）
●デイサービス 美事（みごと）

●保育所さるびあ
●小規模多機能型居宅介護 さんぽみち
●居宅介護支援事業所 サルビア
●ヘルパーステーション サルビア
●社会福祉法人 梓の郷 
　法人本部・経営管理部

〒390-1701 長野県松本市梓川倭3234-15 TEL:0263-78-7288
〒390-1701 長野県松本市梓川倭3234-15 TEL:0263-88-7298
〒390-1701 長野県松本市梓川倭2317-1 TEL:0263-78-6566
〒390-0852 長野県松本市島立771-1 TEL:0263-31-0567
〒390-1701 長野県松本市梓川倭2675-1 TEL:0263-88-2381
〒390-0828 長野県松本市庄内3-4-41
　　　　　　  生活アシストセンター松本2階　   TEL:0263-31-5516
〒390-0828 長野県松本市庄内3-4-41
　　　　　　  生活アシストセンター松本1階　　 TEL:0263-31-6677
〒390-1701 長野県松本市梓川倭3234-1 TEL:0263-88-2761
〒390-1701 長野県松本市梓川倭2682-1 TEL:0263-50-9288
〒390-1701 長野県松本市梓川倭3234-15 TEL:0263-88-3026
〒390-1701 長野県松本市梓川倭3234-15 TEL:0263-88-7296
〒390-1701 長野県松本市梓川倭2682-1 TEL:0263-31-6231

コミュニティスペース よりみち
よりみちは、地域の方 と々の交流や連携を図る

コミュニティスペースです。ふらっと気軽に立

ち寄れることができ、深い結びつきができる

場所を目指しております。

カルチャー教室・カフェ・お子様のイベント行

事など、他にもこんな事をやりたいけど、場所

がない…とお困りの方、ぜひご相談下さい!!

所在地：〒390-1701 長野県松本市梓川倭2682-1（さんぽみち内に併設）
広　さ：48.01㎡　たたみ 約30畳分
設　備：ミニキッチン（カウンター付）、テラス、無料Wi-Fi、75インチ 大型液晶テレビ、プロジェクター、テーブル・チェア

所在地：〒390-1701 長野県松本市梓川倭2682-1（さんぽみち内に併設）
広　さ：48.01㎡　たたみ 約30畳分
設　備：ミニキッチン（カウンター付）、テラス、無料Wi-Fi、75インチ 大型液晶テレビ、プロジェクター、テーブル・チェア

お問い合わせは 梓の郷経営管理部まで̶̶̶̶TEL：0263-31-6231

利用してみませんか？

皆さまからの利用アイデアも募集中！

※令和3年4月1日より「総務部」は「経営管理部」へ名称変更しました。


