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ダイレクトメール便配達中の箱崎紀子さん。
雨の日も風の日も雪の日も、

社会福祉法人のあり方が国会等で議論

継ぎつつ、次世代に託していく方策の一

されています。
「福祉」はかつてのように

つとして「部局制」による運営をスタート

社会福祉法人だけが行うものではなく、

させました。組織図をご覧いただければと

株式会社やＮＰＯ法人なども行う時代に

思います。

なり、逆に差別化が求められるという流れ

そして、この組織を活かしていくのは

があってのことです。透明性のある運営と

「人」です。今号ではカナンの園で働く職

経営、そして公益性を追求していくことが

員たちの姿を特集で取り上げました。カナ

どんな日も歩いて配達します。

改めて求められています。そのような社会

ンの園という場を通して出会った人たちに

今日は、天気も良く、周りの景色もキレイ。

情勢の中で、40余年の時を重ね、大きく

自分の人生を重ねながら自らを磨いている

キレイな空気を吸って、

なってきたカナンの園という組織に、創立

様子を感じとっていただければ幸いです。

今日も元気に配達でーす。

からの理念と積み重ねてきた実践を受け

（事務局長 佐藤真名）

●機関誌「カナンの園」では、読者の皆さまからの声もお待ちしております。機関誌カナンの園に対するご意見、ご感想を、事務局までお寄せ下さい。

カナンの園法人本部
〒028-5133
岩手県二戸郡一戸町中山
字大塚4番地7
TEL 0195（36）1026
FAX 0195（36）1027
郵便振替 02330-6-6631
ホームページ

http://www.canaan-jp.net
E-mail/honbu@canaan-jp.net/

社会福祉法人カナンの園
福祉型障害児入所施設 奥中山学園
☎0195-35-2314 FAX 0195-35-3406

生活介護事業所 シャローム
☎0195-35-2883 FAX 0195-35-2884

多機能型事業所 ゆいまぁる
☎0195-35-2314 FAX 0195-35-3406

就労継続支援B型事業所 ウィズ
☎0195-36-1120 FAX 0195-36-1121

障害児相談・特定相談支援事業所 むつび
☎0195-35-3665 FAX 0195-35-3406

多機能型事業所 福祉工場カナン牧場
☎0195-35-2583 FAX 0195-35-3145

生活介護事業所 小さき群の里
☎0195-35-3080 FAX 0195-35-3080
共同生活援助事業所 ののさわ
（グループホーム１～６）
☎0195-35-2232 FAX 0195-35-3405
生活介護事業所 ヒソプ工房
☎019-646-8581 FAX 019-646-8582
共同生活援助事業所 HANA
（盛岡地区グループホーム１～５）
☎019-646-8581 FAX 019-646-8582
特定相談支援事業所 らぽーる
☎019-656-6863 FAX 019-656-0553

本誌は再生紙を使用しています。
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監事会

理事長

理事長

編集後記

野澤満雄

共有できるものだと思う︒

聖書によれば︑人は皆罪びとであるが︑

イエス様はこういわれた︑
﹁父は悪人にも

善人にも太陽を昇らせ︑正しい者にも正

節︶

しくない者にも雨を降らせて下さるから

である﹂
︵マタイによる福音書５章

と︒天の父は︑御自分を信じる者をも信

じない者をも保護し職を与えたもうお方

であり︑そのような御父の愛の御旨が行

われることを︑理念として掲げて︑追及

してゆく施設は素晴らしい施設だと思う︒

愛の実現という目標が忘れられたり︑失

われたりした福祉施設の危険は︑今日広

く見られるところである︒逆に愛の道を

年の歩みがそうであったように

歩み続けるならば︑カナンの園は︑これ

までの

品位と輝きを保ち︑人々の共感と支持を

受けて︑その未来は祝福されたものであ

り続けるであろうことを信じる︒
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奥中山
学園

てもらって︑瞬時に癒された不思議な記

憶を持つ︒母はそういう賜物を神から与

えられた人であったし︑母に限らず︑彼

女の属したホーリネス系の教派の４つの

教理の柱の一つは︿癒し﹀であった︒従っ

て母は︑聖書の中のキリストや弟子たち

が行った癒しなどの奇跡の記事が事実で

あることを︑体験的に知っていた人であっ

た︒だから彼女は︑カナンの園にとって最

も大事なことは︑神がこの施設におられ

ることであり︑施設の危機は︑神が去っ

てしまわれることであるということを知っ

ていた︒

カナンの園は教会ではないし︑職員も

利用者も︑キリスト教の信仰を持ってお

られない方が多いと思う︒しかし︑カナ

ンの園が創立の時から目指してきた︑愛

の精神︑愛なる神の御旨をこの事業の中

に現わして行こうとする精神は︑誰もが

野澤満雄牧師

40

編集者 社会福祉法人カナンの園
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神は愛なり

40

年以上前のこと︑カナンの園設立を

呼びかける文書づくりの作業中︑岩崎コ

ヨ女史から︑創立の精神となるべき聖書

の言葉を選ぶように私に要請があった︒

私はその時︑若い駆けだしの牧師として︑

やたら難しい神学的な思考を巡らせたよ

うだったが︑岩崎さんを納得させるよう

な聖句を選ぶことができず︑結局︑岩崎

さんご自身にそれを決めていただいた︒

﹁神は愛なり﹂というような︑単純な聖

句であったと記憶する︒以来︑カナンの

園は︑愛なる神の御旨を具現化すること

20

を精神として歩むこととなった︒
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去る４月 日に︑小さき群の里で私の

母︑野澤タツミの記念礼拝が持たれた︒

この礼拝は毎年欠かさずに行われており︑

今年は私に母のことを話す機会を与えて

幼児時代に水ぼうそうを患い︑母に祈っ

いただいた︒そこで触れた話だが︑私は︑

カナンの園116号

共同生活援助事業所 美空
（グループホーム１～10）
☎0195-35-3844 FAX 0195-35-3840
居宅介護事業所 れもん
☎0195-35-3844 FAX 0195-35-3840
多機能型事業所 となんカナン
☎019-681-3004 FAX 019-637-2601
カナン市場（カナンの園商品一括取扱所）
☎019-639-3120 FAX 019-637-2601

学校法人カナン学園
三愛学舎（特別支援学校高等部・知的）
☎0195-35-2231 FAX 0195-35-2781
8

特集

カナンで働く
～夢を一歩ずつ～

ヒソプ工房 古川裕美

職員と一緒に
お酒が飲みたい⋮

４月下旬︑ヒソプ工房を 年以上利用

６時︑Ｔさんからの電話です︒

﹁昨日はどうもね︒楽しかったよ﹂
︒朝

Ｔさん（左から5人目）を囲んで、かけがえのないひと時。

盛りをはじめとしたご馳走にお酒も進み︑
とてもにぎやかな会となり︑Ｔさんも満
足そうでした︒
Ｔさんの想いに寄り添い︑枠を越えて
時間を共有することができる職員集団︒
その場に自分も加わることができたこと
に心が温かくなりました︒
私は今︑生活支援員と相談支援専門
員を兼務しています︒相談支援で︑以前
勤めていた奥中山学園で関わった方々と
再会し︑再び関わりを持つことができる
ようにもなりました︒自分のことを覚え
ていてくれる方たちがいること︑同じ志
を持った温かい仲間がいること︑これがこ
の仕事の魅力であり︑私の大きな財産で
す︒
─────────────────
生活支援センター 村上篤

岩手の地で

広島県から大学進学をきっかけに岩手
に来て︑岩手で学んだことを岩手で生か

しているＴさんの就職を祝う会が開かれ

グループホームの支援員をしつつ︑ホーム

になります︒現在は生活支援センターで︑

したいと考えカナンの園に就職して７年

ました︒
〝職員と居酒屋でお酒を飲みたい︑

ヘルパーとして在宅の方の支援をしてい
ます︒障がいの重い方から軽い方︑児童

自分の夢だった一般就労を祝って欲しい〟
というＴさんの想いを受け︑ヒソプ工房

から高齢の方まで幅広く様々な方に関わ

─────────────────

力の一つではないでしょうか︒

地域で仕事できることもカナンの園の魅

いると日々感じます︒この奥中山という

ことで︑人間的に成長させていただいて

もを大人にし︑大人を紳士にする﹂とい

協調性も養われました︒
﹁サッカーは子ど

つないだり︑励ますことで人との関わり︑

身の強さがついてきました︒仲間にパスを

続ける︑などで自分から表現する力や心

をする︑相手に競り勝つ︑疲れても走り

仲間に要求する︑イメージ通りのキック

ーを通じて技術はもちろん︑声を出して

日に練習をしています︒選手は︑サッカ

職員がＴさんを囲みました︒名物の刺し

していくこと︑その体験のきっかけをつく

体験を重ね︑仲間との関係の中で経験に

行う体験︑自分のことを思ってもらえる

らと思います︒また︑子どもたち自身が

にされている﹂ということを感じられた

あり︑どの場面でも一人ひとりが﹁大切

ように流れていること一つひとつに意味が

です︒掃除や洗濯︑食事等︑当たり前の

どもたちに伝わるものがあるということ

私自身が生活の様子を見せることで︑子

人と関わるこの仕事は難しいです︒言

れることにやりがいを感じています︒

の職員だけではなく︑他事業所に異動し
人のカナンの

岩手県知的障がい者サッカーチームが

う言葉通りに︑日々成長しています︒何

ること︑
〝できた〟経験を共有することが

た職員にも声をかけ︑計

創設されたのは︑東日本大震災があった

より︑
﹁勝ちたい﹂
﹁全国大会に行きたい﹂

三愛学舎 阿部史憲

フィールドで夢を育む

２０１１年で︑現在４年目を迎えていま

当に幸せだと思っています︒

発見ができる環境にいられることが︑本

ち一人ひとりに魅力があり︑毎日新しい

大切なのかなと感じています︒子どもた
希望を生む﹂という聖書の言葉通りです︒

心選手として活躍している他︑職員も指
導に携わり︑現在は２０１６年に開催さ

そして︑私自身もチームのヘッドコーチ

日々の暮らしの中で感じていることは︑

ています︒

のことを一番に考えていける環境だと思っ

から子どもたちと向き合い︑子どもたち

ができています︒奥中山学園は︑真正面

くれるので︑前向きに毎日を過ごすこと

ていますが︑学園職員の皆さんが支えて

生活しています︒一人で寮運営を任され

う敷地外の一軒家で６人の子どもたちと

目を迎えました︒今年度︑私は泉寮とい

奥中山学園で働かせていただき︑２年

奥中山学園 北川みずき

魅力ある職場﹁カナン﹂

─────────────────

楽しんでいます︒

望︵夢︶を胸に︑選手たちとサッカーを

として﹁岩手から日本代表を﹂という希

れる希望郷いわて大会に向けて毎週日曜

﹁苦難は忍耐を︑忍耐は練達を︑練達は

という大きな夢を持つことができました︒

札幌駅にて仲間たちからの応援横断幕を抱えて（北海道・東北ブロック予選会出場）
。

す︒創設時から三愛の生徒がチームの中

﹁共に生きる社会の実現﹂に向け︑
共に働く仲間が欲しい︒
そんな願いが切実なものとなっています︒
こんなにも自分の人生を豊かな︑
そして味のあるものにしてくれる
﹁職業﹂があり︑
﹁職場﹂があるのに︑
それを伝えきれていないのかもしれない︒
そんな思いに駆られ︑
カナンの園で働く職員たちの生の声を
お届けすることにしました︒
気負うことなく︑
でも熱く夢を追い続ける若い力を
感じとっていただければ幸いです︒

葉や行動の意味がわからず︑悩むことは
少なくありません︒しかし︑こちらの迷

いとは関係なく︑利用者の方々は純粋に
私を見てくれ︑喜怒哀楽の表情や真っ直

ぐな行動をぶつけてきます︒そんな様子

に心が揺さぶられ︑愛おしいと感じるの

です︒そんな皆さんの支えになりたいと
思い︑日々働いています︒人の力になり

そんな地域の方と様々な行事で触れ合う

人もやさしく受け入れてくれています︒

たちのことも︑私のようなよそから来た

かい人が多い地域です︒障がいを持つ人

またこの奥中山という地域は非常に温

または魅力だと思います

たいと思えることがこの仕事のやりがい︑

グループホーム利用者さんと広島旅行にて！！

2
3

15
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暮らしの中に小さな喜びがある日々に感謝しつつ。

月でした︒前の

私が初めてカナンの園・小さき群の里
ることができました︒日中作業の他に︑

作業を通じて︑多くの利用者の方と接す
呼びやすかった理由かと思います︒

のキャラクターと同じ名前であったことも
ながら︑利用者の方が私を﹁はっとりく

さんは私のホームの話や作業の話を聞き

わるボランティアをしていた姉に誘われ︑

私は盛岡市内で障がいを持つ方々と関

をかけられ︑見学に来ました︒

長の鈴木さんに一緒に働いてみないかと声

会社で一緒に働いていた現ヒソプ工房副所

どう接していいかもわからず︑多くの失

るメンバーと違う方も暮らしているので︑

ごしました︒また作業で普段関わってい

って他の職員が来るまで不安な時間を過

初めての泊りのときには緊張し︑朝にな

週に１〜２回の泊り勤務がありました︒

わせてくれます︒

ん︶
﹂と忍者ハットリくんの真似をして笑

います︒Ｍさんはさらに﹁忍︵にん︶
︑忍︵に

ことがとてもうれしく︑親しみを感じて

れている中︑私が〝君〟づけで呼ばれる

ほとんどの職員が〝さん〟づけで呼ば

ことを大切にし︑利用される方に関わっ

ど︑こんなふうに受け止めてもらっている

○くん〟と呼ばれる方は何人かはいるけ

されたことを覚えています︒
﹁職員で〝○

勲章︵君章︶をもらったね﹂と笑顔で話

ん﹂と呼んでくれることを話すと﹁いい

に来たのは２００３年

ボランティア活動に参加していました︒一

所は︑今でも夏旅行・親子旅行などを一

す︒小さき群の里事業所とののさわ事業

る場面が限定してきているように感じま

で︑入所施設時代よりは一人の人に関わ

の里から日中活動と生活が分かれたこと

新体系移行に伴い︑入所施設の小さき群

２００９年に障害者自立支援法による

した︒

て行きなさいね﹂と声をかけてもらいま

この話をカナンの園の大先輩で︑退職

回

敗をしました︒しかし︑少しずつホームに

第

緒に泊りに行ったり︑運動 会やウォーク

い

後にちいむれ牧場をやっておられた︑故・

ろ

入ることにも慣れ︑緊張も減り︑話がで

ひ

ラリーへの参加などです︒多少ですが障

ば

渡部實さんに話したことがあります︒實

と

きるようになり︑ご飯の味もわかるよう

こ
ののさわ
緒に行うことがあります︒そんな行事で︑

ました︒このホームは男性４名︑女性２

何年か経ち︑別のホームの担当となり
職となり︑Ｍさんと会う機会は減りまし

力となっています︒生活支援員から管理

場面に出会えたことは今でも私の大きな

服部勉
皆が集まったときにＭさんから﹁はっとり
くん！﹂と大きな声で呼ばれることが︑
ホッとする瞬間となっています︒

も鈴木さんから︑やりがいのある仕事だ
名が暮らし︑会話をできる方も多くホー

たが︑時おりホームの補助などで訪ねた

になりました︒今振り返っても緊張と不

と話を聞き︑働いてみようと思いました︒
ムは賑やかでした︒ある日︑Ｍさん︵女性︶

ときは今でも﹁はっとりくん﹂と呼んで

仕事に希望を抱いていたことを覚えてい
日中作業や生活支援の両方を経験さ

私が採用された小さき群の里は当時︑
が私のことを呼びました︒
﹁はっとりく〜

くれ︑いろいろなことを話したり︑自分

安に包まれていた当時の自分がよみがえ

入所 更生施設で︑今のように日中 作業
ん﹂
︒私は何気なく﹁はいっ！﹂と答えま

の好きなシールをくれることもあります︒

ます︒しかし︑初めての見学で私が想像

︵小さき群の里︶と生活︵ののさわ︶が分
した︒もう一人の女性Ｅさんも﹁はっとり

担当ではなくなり︑立場も変わりました

せていただき︑利用される方々の様々な

かれて別々の事業所になってはおらず一体
くん﹂と呼んでくれました︒しばらくす

が︑変わらないＭさんからの﹁はっとりく

ります︒

となっての支援を行っていました︒私は日
ると男性のＴさんも呼んでくれるように

〜ん﹂は私のかけがえのない〝君〟章です︒

く︑希望が不安に変わりました︒それで

中作業の部に配属され︑ペットボトルの
なりました︒アニメ﹁忍者ハットリくん﹂

■

僕は５月４日の奥中山教会で行われた

■

結婚式に出席しました︒そこには大きな

■

私は現在︑盛岡八幡宮内で食事処を

リングパンがありました︒それは僕が今

■

営んでいます︒当店一番人気は﹁ランポ

結婚式に出席して

毎日︑盛岡市玉山区にある岩手ファー

ークハンバーグ﹂です︒今から７年 前︑

黒豚との出会い

シャローム・ウィズ︵ 奥 中山学 童クラ
敷いてある新聞紙を交換したり︑大きく

ムに通っています︒作業はひよこの世話で︑

がんばっています！

ブ共催︶の﹁さくら市﹂は第 回を迎え︑

大盛況！「さくら市」

リサイクル︑空き缶回収︑薪切りなどの

していたのとは違い︑障がいが重い方が多

Ｍさんからもらった＂君＂章

14

がいを持つ方との交流はあったので︑この

10

きました︒
﹁毎年来ています︒利用者さ

日差しの中︑大勢の方々に足を運んで頂
終わると﹁タイムカード﹂を押して帰り

なったひよこを移動しています︒作業が

と見間違えるほどの勢いで駆け回ってい

のお話を聞き︑見学に行くと︑豚が猪か

員さんが声を掛けて下さいました︒黒豚

食堂オープンの準備中にカナンの園の職

リングパンは飾りつけされていました︒パ

い輪のパンでしたが︑教会に置かれていた

たものです︒牧場で見たときは大きな丸

年から勤めはじめたカナン牧場でつくっ

ーティでパンカットの後にみんなと食べた

ました︒この前は︑いこいの村で初めて

ました︒その肉を口にし︑噛むほどに肉

リングパンはとても美味しかったです︒リ

ます︒社員になって新しい長靴をもらい
飲み会がありました︒６月のお給料では︑

ングパンを自分でもつくってみたいとは思

んたちの生き生きとした姿が見られてと
がすっごくおいしかったです﹂
﹁わたあめ

でこんな豚肉食べたことがない！ ぜひ

いますが︑今の自分では技術もないので

の旨味が口の中に広がり﹁今までの人生
この肉でハンバーグを！﹂と思い馳せまし

無理です︒でも将来は自分でつくれるよ

事がないときは︑ヒソプの﹁ほっこ﹂や﹁ク
ラブ活動﹂に参加したいです︒今年もマ

た︒こんな肉をつくって下さっている利用

張りたいと思います︒

うに︑先輩たちを見習いながら毎日を頑

いきものがかりのＤＶＤを買います︒仕

のとき︑後ろに行ってどんな風にやってい

ラソンに４回参加します︒故郷の花巻の

者と職員さんの皆様に感謝です︒お近く

づくりが楽しかったです﹂などの感想を

るか見ちゃった！﹂とお茶目に話してく

の方︑ぜひお店にお立ち寄りください︒

︵岩手ファーム 照井和夫︶

カナン牧場特製の大きなリングパンを使って「パンカット」
。

︵カナン牧場従業員 大志田勝宏︶

マラソンに出るのが夢です︒

ヒソプ工房の仲間と共に（左：照井和夫さん）
。

しく︑もっともっと盛り上げていきたいと
思います！

川村さんご夫妻（お店の前にて）
。

︵是好日店長 川村耕次︶

れる小学生もいました︒来年ももっと楽

聞くことができました︒
﹁マジックショー

てもいいなぁと思います﹂
﹁カレーライス

５月９日に開催しました︒清々しい春の

15

︵ウィズ 福田奈緒子︶

手話サークルの方々と楽しく踊っています。

ン
ナ
カ
の

な
ん
み

4
5
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カナンの園２０１５年度の事業

今年度︑３年に一度の報酬改定の年とな

り︑厳しい状況が提示されました︒市場原

43

１ ───── 運営方針

カナンの園の歩みは社会福祉法人の創立

理が導入され︑経営視点が重視される中に

あっても︑利用する一人ひとりの必要に応

年目を迎えました︒歴史を重ねるご

とに︑創立の理念に共感し︑カナンの園の

える組織を構築することを重視し︑次の重

から

運営する事業の担い手として集められた者

点項目を掲げ取り組んでいくこととします︒

２───── 運営の重点

が新たに加えられる一方︑カナンの園の基

盤をつくった先達が一線を退いていく流れが

繰り返され︑時代の変化やそれに呼応する

︵１︶組織運営の強化を図るために以下の方

社会福祉法人カナンの園役員（担当）

及川忠人︵人事︑将来像検討︶

理事長

理事長代理

支援部となんカナン担当︶

中条和哉︵人事︑礼拝︑将来像検討︑盛岡

本間邦彦︵広報︑奥中山日中活動支援部カ

理事長代理

ナン牧場担当︶

佐藤真名︵事務局長︑人事︑将来像検討︶

常勤理事

理事

部ののさわ担当︶

坂水かよ︵組織︑安全管理︑奥中山生活支援

小さき群の里担当︶

真山重博︵安全管理︑奥中山日中活動支援部

原田千惠︵組織︑苦情解決・虐待防止︑奥中

山日中活動支援部シャローム担当︶

澤谷常清︵将来像検討︑苦情解決・虐待防止︑

奥 中 山 生 活 支 援 部 生 活 支 援セン

ター担当︶

佐藤研司︵将来像検討︑奥中山日中活動支援

部ウィズ担当︶

学校法人カナン学園役員

本間邦彦

理事長 齊藤芳弘

理事
角谷晋次

及川忠人

伊藤和彦

7

15,300,000
318,827,286

中条和哉

次期繰越活動収支差額

栗田良実

334,127,286

その他積立金取崩額

花松行雄

324,089,959

当期末繰越活動収支差額

中条和哉

前期繰越活動収支差額

監事

10,037,327

チャプレン

-2,613,173

当期活動収支差額

●三愛学舎

収支差額

学校長 伊藤和彦

2,613,174

事務長 箱﨑浩二

1

支出

副校長 岩崎崇

収入

様々な環境に対応していく組織をつくり︑

6,525,310

特別収支の部

策を取る

4,539,905

収支差額

花松行雄

11,065,215

支出

監事

収入

人材を整えていくことが喫緊の課題となっ

事業活動外収支の部（注：④）

64,600千円等です。
③就労支援事業収支差額では、ヒ
ソプ工房が329千円、シャローム50
千円,ウィズが3,109千円、カナン牧
場 が-4,331千 円、となん カナン が
-852千円です。
④事業活動外収支の内、支出は、
福祉・医療機構借入金（シャロー
ム、カナン牧場、となんカナン）の
利息返済及び他経理区分への繰入
金支出です。

中山児童発達支援部︑盛岡支援

781,134,451

7,819,358

チャプレン

負債・純資産合計

10,037,327
723,194,408

318,119,137

収支差額

中条和哉

781,134,451

318,827,286

325,938,495

支出

齊藤芳弘︵将来像検討︑組織︑事務局︑奥

純資産の部合計

64,60,000

収入

①組織運営の見直しによる部局制運営を行

次期繰越活動収支差額
（内、当期活動収支差額）

226,108,714

ています︒

その他の積立金

113,658,408

-1,694,168

福祉事業活動収支の部

菅野督巳

国庫補助金等特別積立金

収支差額

千円、売掛金13,204千円、他は原材
料等です。
②固定資産額の内訳の内、基本財
産（建物）は361,756千円、退職共
済 預 け 金 15,492千 円、 積 立 金

う

基本金

57,940,043

193,349,362

副所長 中嶋隆
・カナン牧場
所長
山﨑敏夫
副所長 浅沼俊一
釜石登
・シャローム
所長
薄正仁
副所長 向井由祈
・ウイズ
所長
薄正仁
副所長 南舘晋也
●盛岡支援部
部長
阿部孝司
・ヒソプ工房
所長
阿部孝司
副所長 鈴木直人
・となんカナン
所長
高橋正彦
副所長 猪又平

純資産の部

191,655,194

支出

今年度︑カナンの園は組織機構を再編し︑

負債の部合計

収入

秋山信愛

37,441,875

部ヒソプ工房担当︶

固定負債

20,498,168

部奥中山学園担当︶

固定資産（注：②） 517,600,687

資産の部合計

就労支援事業活動収支の部（注：③）

負債の部
流動負債

佐藤孝悦︵教育研修︑奥中山児童発達支援

資産の部
流動資産（注：①） 263,533,764

注：
①流動資産額の内訳の内、現金預
金は190,236千円、未収金は自立支
援給付2・3月分及び利用料等48,751

きる運営を行う

事業活動収支計算書
(2014年4月1日〜2015年3月31日)

社会福祉法人カナンの園施設管理者

貸借対照表
2015年3月31日現在

●法人事務局
事務局長 佐藤真名
事務長
伊藤繁夫
●奥中山児童発達支援部
部長
岡﨑俊彦
・奥中山学園
園長
岡﨑俊彦
副園長
尾崎努
●奥中山生活支援部

ヒソプ工房、シャローム、ウィズ、カナン牧場、となんカナンの各経理区分を合算したものです。

部長
山舘憲行
・生活支援センター
センター長
山舘憲行
副センター長 戸田清志
・ののさわ
所長
山舘憲行
副所長
服部勉
●奥中山日中活動支援部
部長
薄正仁
・小さき群の里
所長
藤村正治

2. 就労支援事業会計

②理事会と現場とが課題を共有し︑対応で

8,487,200
289,790,463

多岐に亘って運営する事業を圏域や類似事

次期繰越活動収支差額

24,640,000

業などを統合し︑管理︑運営する部局制に

基本金 ･ その他の積立金積立額

③チャプレンの働きを充実させる

273,637,663

基本金 ･ その他の積立金取崩額

よる運営を開始しました︒社会福祉法人と

当期末繰越活動収支差額

④人材の確保と育成を行い︑実務技術力の

272,243,538

学校法人︑あるいは各理事会と現場が課題

1,394,125

前期繰越活動収支差額

向上を図る

-1,709,946

当期活動収支差額

を共有し︑解決していくと共に︑事業運営

収支差額

⑤健康管理体制と安全管理︑防災体制の

1,118,463,164

の透明性の確保及び社会的責任を果たすべ

負債・純資産合計

充実を図る

2,159,951

く取り組むこととします︒

450,005

支出

︵２︶カナンの園第６次将来計画︵構想︶を

収入

1,056,994,194

障がい福祉に携わる者のメンタルヘルスケ

1,118,463,164

1,394,125

純資産の部合計

基本として︑総合的な観点から事業計画

（内、当期活動収支差額）

アについては︑カナンの園にとっても大きな

特別収支の部

を進める

289,790,463

課題であり︑精神衛生への予防体制の構築

-6,800,946

次期繰越活動収支差額

①旧入所施設小さき群の里の建物と土地の

収支差額

は今年度の重点課題として取り上げていき

171,226,738

利用方法について３ヶ年計画の１年目と

69,072,253

その他の積立金

ます︒福祉事業は何よりも現場に立つ一人

支出

して事業を推進する

62,271,307

197,659,577

②中山地区︑盛岡地区での利用者ニーズ︑

収入

国庫補助金等特別積立金

う部署︵カナン市場︶のさらなる充実を

398,317,416

③法人全体の製品販売を総合的に取り扱

基本金

②固定資産額の内訳の内、基本財
産は、土地72,453千円、建物445,010
千円。その他の固定資産として退職
共 済 預 け 金24,812千 円、 積 立 金
171,227千円等です。
③事業活動収入の内、寄付金収入
は8,692千円、内訳（ア）施設利用
者指定寄付1,320千円、
（イ）法人活
動の為の寄付金6,751千円(ウ)施設指
定寄付金は621千円です。

④相談支援事業の安定と充実を図る

事業活動外収支の部

純資産の部

資産の部合計

9,905,017
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ひとりが確かな理念と実践力を持つことが

収支差額

大切であり︑チャプレンの働きの充実︑現

61,468,970

各事業所の役割を整理し︑法人全体の課

負債の部合計

利用料等85,455千円です。

場管理者の連帯︑重層的多面的な研修プロ

614,256,462

題として捉えて︑事業展開の方向を短中

624,161,479

支出

グラムの構築︑職員の福利厚生と健康管理

収入（注 : ③）

39,812,450

期的に具体的なたたき台を検討する

21,656,520

固定負債

などを運営の重点項目とします︒

流動負債

固定資産（注：②） 810,693,415

旧入所施設小さき群の里の建物を改築し︑

流動資産（注：①） 307,769,749

金は12経理区分217,004千円、未収
入金は自立支援給付2・3月分及び

高齢化や介護度の高くなった方々の日中活

事業活動収支の部

負債の部

図り︑販路拡大や顧客ニーズに応えてい

資産の部

注：
①流動資産額の内訳の内、現金預

く体制を吟味する

事業活動収支計算書
（2014年4月1日〜2015年3月31日）

動の場の充実を図る計画を具体化し︑推進

貸借対照表
2015年3月31日現在

する３ヶ年事業の初年度となります︒創立

本部会計、奥中山学園、放課後等ディサービスゆいまぁる、小さき群の里、グループホームののさわ、ＨＡＮＡ、
美空、居宅介護事業れもん事業所等の各経理区分を合算したものです。

の原点である土地に︑関係者の想いを結集

1. 社会福祉事業会計

し活用していくこととなります︒

社会福祉法人カナンの園 2014 年度 決算報告（単位：円）

カナンの園116号
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