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日の第

立の意義を見失わずに、利用されるお一

人おひとりの思いに添った支援内容にす

る努力を、現場の職員と理事会で重ねて

理事長就任のごあいさつ

６月

で今期︵２０１９～２０２１年度︶の理

事６名が選出され、直後開催の理事会に

おいて理事長に互選され、お引き受けい

きました。

その歩みを支えたのは、カナンの園を

日々覚えてくださっている利用者のご家

40

128

に応えて１９７８年に開院し、現在は老

人保健施設等も併設の医療と老人福祉

の地域の基幹施設です。

東八幡平病院の理事長も兼務されてい

た伊崎正勝先生は、東八幡平病院とカナ

ンの園の連携を模索され、カナンの園の

利用者の健康管理はもちろん、利用者が

高齢者のヘルパー等に就労できないか等、

さまざまな試行をされました。

及川忠人前理事長は義父の意志を継

承し、カナンの園の利用者、教職員の健

康管理を長年担ってくださいました。こ

のことは今後ますます重要さを増すこと

です。東八幡平病院の医師・職員の皆様

のご協力を改めてお願い申し上げます。

今回は、紙面の都合から私の理事長就

任の経過と及川忠人前理事長への謝辞と

させていただきました。ご了解ください。

発行所 東北障害者団体定期刊行物協会（略称TSK）
〒九八一 ─〇九〇七 宮城県仙台市青葉区高松一丁目四 ─一〇 頒価百円

社会福祉法人カナンの園
第６代理事長

齊藤芳弘

族を含む多くの支援者のお気持ちです。

今後もこのお支えを力として、真摯に歩

んでまいります。

及川忠人前理事長には、１９８７年理

年間理事長の責

事に就任、２００６年に久保木髙元理事

長を引き継ぎ、以来

任を担っていただきました。

私のように現場退職後は数法人の役

員としての活動以外は、仕事に就かない

気軽な社会生活者とは違い、東八幡平病

院などを運営する一般財団法人みちのく

愛 隣 協 会の 理 事 長、同 病 院 長 として

３００名近い医師・職員を束ねる大きな

本務を抱えながらのことでしたので、そ

のご苦労は私共の想像を超えたものであ

ったはずで、心から感謝申し上げます。

東八幡平病院は、故伊崎正勝カナンの

園初代理事長︵元岩手医科大学皮膚科

部長︶が中心となり、地元自治体の要請

14

たしました。

１９７１年１月に発足しました社会福

11

祉法人カナンの園設立委員会の事務局長

に就任、１９７２年 月の社会福祉法人

認可と同時に理事に就任。

法人事務局長、成人施設﹁小さき群

の里﹂施設長、児童施設﹁奥中山学園﹂

園長を務め、２００９年に現場を離れま

した。その後も引き続き理事としての責

務を担わせていただいてきました。

このたびの理事 長推 挙の事 由は、見

識・人柄によらず、カナンの園設立者の

一人であり、その後 も引き 続き法 人 経

営・運営の担い手の理事を継続して務め

てきた人物であることと捉えています。
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●お知らせ
●――――９～10月は、行事が目白押しで
す。どうぞお早めにご予定ください。
９月７日（土）
奥中山学園るんだるんだ祭
会場：奥中山学園

９月15日（日）

ヒソプ工房カナン祭
会場：ヒソプ工房事業所

９月21日（土）

て豊かな発達を獲得してゆきます。そして、

開設した1973年４月に、この機関誌とは別に

その集団が異なった質（年齢、能力、性格）

「学園だより」が発行されました。学園だよりは

の子ども達によって構成されている方が、

第50号（1979年11月20日発行）まで続き、その

個々の子ども達にとって豊かな発達が獲得

後「カナンの園奥中山だより」が引き継ぐ形で

されます。私たち大人は、そのような場を用

発刊され、こちらは1989年３月10日の第36号ま

意してあげることがまず必要なのです」と。

で続けられました。昨年11月に亡くなられた故

現代社会の中で、人間関係の歪みがもた

北村嘉勝さんから、晩年に「これはあなたが持

らしているかのような事件が多く発生し、不

っていた方がいい」と託されたのが、北村さん

信と不安に満ちた社会的な課題が山積して

個人が保管していたこれらの広報誌です。当時

います。
「人が人と出会い、互いの存在を尊

のわら半紙・ガリバン印刷のものもあり、中に

重しながら共に生きていくには？」という永

後援会主催カナンの園奥中山地区
事業所見学会

は文字が読み取れないものもありましたが、当

遠のテーマへの答えを、カナンの園は最初

時の先輩たちの思いや実践を知る貴重な資料

からここに見いだし、そしてその願いを育み、

９月28日（土）

10月12日（土）

小さき群の里まつり
会場：小さき群の里事業所
それぞれの開催時間や内容など、詳しいこ
とは事務局または各事業所にお問い合せくだ
さい。ホームページにも順次掲載していきます。

なので、職員の手を借り、薄い文字などを復元

形にしたいと歩んできたのだ、と改めて思い

しながら、復刻版を出そうと準備中です。

ました。

「学園だより」の第１号の１ページ目の題は

機関誌第128号をお届けします。新理事

「子どもは子ども同士の中で」です。その中にこ

長のもと、歩み続けていくカナンの園をお支

んな一節があります。
「子どもの成長発達は、

えください。
（佐藤真名）

子ども同士の集団がなによりも必要なのです。
子どもは、集団の中にあって仲間とかかわりを

Scope
&
Spot

小さき群の里事業所、エフラテにて空き缶のリサイク
ル作業を中心に行なっている浮中健太さん。月１回「ア
トリエさと」という創作活動では、繊細で色彩豊かな作
品を描き出しています。これからも浮中さんの感性によっ
て表現される作品を楽しみにしています。

●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。

カナンの園法人事務局
〒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
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

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

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A型事業所 カナン牧場
☎0195-35-2583 FAX 0195-35-3145

多機能型事業所 小さき群の里
☎0195-35-3080 FAX 0195-35-2780
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１～６）
☎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
生活介護事業所 シャローム
☎0195-35-2883 FAX 0195-35-2884

本誌は再生紙を使用しています。

1

持ち、仲間の中に自分を発見することによっ

カナンの園の最初の施設「奥中山学園」が

さんあいカナン祭
会場：三愛学舎

ホームページ
No.128
発行日／2019年７月15日
編集／社会福祉法人カナンの園
〒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
ホームページ
http://www.canaan-jp.net/
E-mail/honbu@canaan-jp.net

あとがき

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
障害児相談・特定相談支援事業所 むつび
☎0195-35-3665 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

専攻科園芸科では、岩手県立児童館
ます。マリーゴールド、ファリナセア、セ

初夏には春の花からの植え替えを行い

歳時譜

いわて子どもの森で、毎年花の植栽を行
ンニチコウ、サルビア、ケイトウなど、夏

♪花を愛するわたしたち♪

っています。

た花を一つひとつ手作業で植えていきます。

ントランスに飾る樽に、自分たちで育て

ころから始まります。また、玄関前のエ

え、大きく育てたビオラを春に届けると

だったんですね﹂
﹁種まきとか鉢上げ︵育

私が種をまいた花ですね。こんな色の花

届けます。植栽を行いながら﹁あ、これ

ちがまき、大切に育ててお客様のもとに

三愛学舎の花は、種を一粒一粒生徒た

の花も種類豊富です。

どんなデザインで植えていくかは生徒
った花をポットに植え替える作業︶をし

まずは、前年度の秋にプランターに植

のセンス次第。一緒に作業をする仲間と
ているうちに花の名前を覚えました！
全部言えますよ﹂と、ごく自然に学んだ

意見を出し合いながら決めていきます。
ピンク色など好きな色で埋め尽くした
花の知識を披露し合うこともしばしば。

ようで﹁今年はいつ行くんですか。絶対

やはり外部に出ての作業は特別感がある
か分からず、戸惑っていることもありま

植栽ではどのように作業を進めていいの

園芸科に初めて所属した生徒は、春の

に、職員も一番のご褒美をもらった気持

ものですね﹂としみじみと語る生徒の姿

らうよりも、お礼の言葉が一番うれしい

ラッキーな出来事もありますが﹁物をも

いたり、時には飲み物をいただいたり。

行きたいです﹂と予定が入ることを心待
すが、初夏の頃にはすっかり手慣れた様

いるほどスムーズに作業は進みます。

ちにしている生徒も多いです。
ちになります。

一見、お楽しみ作業のようにも見えま

分担﹀し、
︿協力﹀して運ぶ﹂
﹁どのよう

あります。
﹁たくさんの準備物を︿役割

け身に付いているのかを確認する場でも

フの方への﹁こんにちは！﹂のあいさつも

うこともあります。来館者の方やスタッ

業を行っていますが、時折、開館日に伺

子どもの森には、基本的に休館日に作

るお花をお届けしていきたいと思います。

し、これからもお客様に喜んでいただけ

たくさんの学びをいただく機会に感謝

な花の配置にするかを︿話し合って﹀決
立派な社会勉強です。

すが、実は普段学んでいることがどれだ

める﹂
﹁足りない作業がないか︿確認﹀す
﹁きれいに咲かせていますね﹂と花を褒

通信制の高校に通いながらウィズに来
チビニールはがし等、他の作業もありま

ィズに運ばれてきます。その他にも、マル

ています。ブルーベリー
︵加 糖・無糖︶
、

ケトルミキサー﹂を使ってジャム作りをし

カナン牧場の農産加工部門では﹁真空

持つ風味が絶妙で、カナン牧場のパンと

ほどよい酸味と県北産ブルーベリーの

菅生あかね︶

︵三愛学舎専攻科園芸科主任

る﹂
﹁分からないところを︿教え合う﹀
﹂
めていただいたり、感謝の言葉をいただ

て１年半たちました。ウィズでの仕事は
したが、職員と協力しながら頑張りまし

リンゴ︶などですが、一番人気は﹁無糖

一緒に召し上がる方も多いようで、リピー

ベリーだけを濃縮した製品です。

ＰＥＴボトルの選別、発泡スチロールの破

の相性がよいのはもちろん、ヨーグルトと

ウィズでは仕事以外に旅行、新年会、

真空ケトルミキサーは、釜の内部の圧

ャム、他の製品も含め、ぜひ一度ご賞味

素材の風味を生かしたカナン牧場のジ

ターが多い製品です。

ではカラオケをしたりできるので少しの

力を下げ、真空状態にして蒸気で加熱す

ブルーベリー﹂です。

自分は主にＰＥＴボトルの選別、発泡
間 だけどリフレッシュできます。見学 体

見学体験などがあります。旅行、新年会

スチロールの破砕をやっています。夏には

ください。
高橋葵︶

︵カナン牧場事業所支援職員

るもので、素材の風味や色を生かすこと

砂糖をはじめ、一切何も加えず、ブルー

無糖ブルーベリーは、その名の通り、

ができるのが特徴です。

験は、県内県外の同じＢ型事業所を見学

らも学校も仕事もどちらも頑張

って良かったと思います。これか

を貰えるとＰＥＴボトルを頑張

がいがあるし、工賃やボーナス

ていく様子を見たりするとやり

協力して作業をして、出荷され

Ｔがたくさんあってもみんなで

ウィズで作業していて、ＰＥ

っても勉強になります。

します。見学体験は、自分にと

ＰＥＴボトルが二戸地区からたくさんウ

ど、たくさんの仕事があります。

ビニールはがし、りんどうの枯茎取りな

夏いちご、山ぶどう、キャロット︵人参と

素材の風味を生かしたい！
カナン牧場のジャム作り

などなど。日常の取り組みが生かされて

れた姿を見せてくれます。

子で作業科メンバーとばっちり連携のと

の植栽は生徒たちに人気の作業ですが、

いわて子どもの森だけでなく、花壇へ

り、花の背丈を考えた配置にしたり、植
えられるだけ植えてボリューム満点にし

てみたり。園芸科全員で行う大仕事です。

細かい種まきは、ピンセットを使って。

た。

ウィズの仕事

育った幼苗の根を傷付けないよう、丁寧に鉢上げ。

砕、老人施設の清掃、レタス畑のマルチ

いわて子どもの森で
樽型プランターに植栽。

2
3

りたいです。

研修旅行の宴会にて。
先輩の内村直人さん（左）と
おいしい食事を堪能する匠さん。

︵ウィズ事業所利用者
中島匠︶

充填機を使いビン詰め中で、後ろが真空ケトルミキサーです。
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奥中山第一部落下部落の
部落総会・花見会
年前の奥中山学園開設当初から、

下部落の諸先輩方は積極的にカナン祭な
どで交流を図り、相互に良い関係を築い
てきました。
今年度の下部落会総会・花見会は諸

歳時譜
弘前公園へお花見

くれました。
快晴の絶好のドライブ日和で、高速道

ＧＷにおおぞらホームのメンバーで
種約２６００本の桜が咲くといわれる弘
路を心地良く走り、いざ会場に。さすが

事情により、奥中山学園で開催すること
前公園に出かけてきました。その日ホー
規模も見ごたえも日本一といわれるだけ

にしました。昨年度までは 名ほどの参
ムにいた利用者さんと担当職員、それに

加でしたが、今年は 名もの出席があり、
子どもの参加も増えてにぎやかで大いに
のことはあり、とてもにぎわっていました。

リーダーになった頃とＭさんの個別支援

た。
︵ののさわ事業所支援職員

それぞれに休日を満喫したひとときでし

イムも楽しみました。暑い１日でしたが、

それぞれが好きな物を選び、ランチタ

場者も多いとか。

一つだそうで、結構出店巡りが目的の来

店といわれる弘前公園の花見の楽しみの

る様子でしたが、これも出店数約２００

桜よりも一つひとつの出店が気になってい

﹁花より団子﹂じゃないけれど、皆さん

Ｄさん。

うれしそうに声を出しながら先頭を歩く

全身で楽しさを表現しているかのように

景品がなかなか落ちずに悔しがるＣさん。

Ｂさん。射的に挑戦し、玉が命中しても

にゃくの色にビックリ！ の＂ 食通＂の

景色を眺めていたＡさん。名物の黒こん

車から降りずに、職員と２人で車から

﹁小さき群の里﹂の中嶋所長も同行して

岡﨑園長の計らいで、皆が若かりし頃
のカナン祭などのスライドを見せてもら
いました。祭りに来ていたお客様も多く、
あふれんばかりの人に驚きました。下部
落の人たちの懐かしい顔もあり、世代を
超えて楽しんだあの頃のことを皆で思い
出しました。
近年は、学園の皆さんとは、毎朝の登
校時にあいさつをする程度で、交流があ
まりありません。ぜひ奥中山学園を会場
に借りて﹁ふれあい・いきいきサロン事業﹂
を行い、みんなでコーラスをしたり、３世
代交流で子どもと遊んだり、健康につい
て勉強ができればと思っています。
以前のように交流を深め、何年後かに
見て楽しめる懐かしい映像も残せれば、
と思います。今回、会場を貸していただ
いたこと、準備や後片付けをしていただ
いたことに感謝申し上げます。

ンを作る︶を覚えることに集中してみて

自分がしたくない、やりたくないことが

計画の担当者になった頃から、少しずつ

黄海重実︶

私 がカナン 牧 場 で 働 き 始 めたの は
は？﹂と言われたことがあります。その

はっきりしていて、こちらの願うペース通

︵下部落事務局 中嶌弘身︶

２００８年３月のことです。ここで働く
言葉が自分の中で救いになり、パン作り

りには動けない場面が多々ありました。

Ｍさんとの関係が変わってきたように感

それから数年がたち、私が製造現場の

前は製造業や営業の仕事をしており、そ
を８割、従業員さんとの関わりを２割、

方との関わり方が分からず、半年くらい

しました。初めの頃は、障がいを持った
さんとの関わりやコミュニケーションが上

気付き始めました。最初の頃は、従業員

１年くらいたった頃から周りの変化に

ケーションをとることが難しかったです。

も聞き取れなかったり、なかなかコミュニ

がどこまで伝わったか、また、彼の言葉

たりもしましたが、こちらの話したこと

して前向きになってきているように感じ

した。以前より表情も変わり、仕事に対

日の作業内容を聞きに来るようになりま

はようございます﹂とあいさつをして、今

Ｍさんは、出勤してから私の所に﹁お

じました。

悩み続ける日々が続いたのを思い出しま
手く取れなかったのですが、自分の存在

﹁おはようございます﹂と仕事の手を

られました。Ｍさんが私という存在を受

い

その頃、先輩から﹁まずは仕事︵パ↘

ろ

カナン牧場事業所主任

鈴木和良

事をお願いしている姿を見かけました。

ある時、別の従業員さんがＭさんに仕

今、思うと今まで自分の中で理解でき

る職場の良い仲間同士という関係です。

作業の中身にとどまらず、色々な話をす

目になりました。Ｍさんとは、あいさつや

すると、声をかけられたＭさんは、あま

なかった﹁共に学び・共に育つ﹂という
本当の意味が自分の中でやっと見えて来

したが、きっと自分より他の従業員さん

ならないＭさんがどうして？ と思いま

との関わり、深い関係性が増えてくると

うとしています。ますます従業員の方々

カナン牧場も色々な意味で新しくなろ

たように感じています。

たちの方が長く一緒に働いており、お互い

思いますが、Ｍさんとの関わりの経験を
に関わりを深めていくことと、常に初心

生かし、周りの従業員さんや職員と一緒
そこで、ここで一緒に働く従業員さんた

を忘れず大事にして、毎日のパン製造に
す﹂と言ってみたところ、自然に作業に

供し、お客様に喜んでいただけるカナン

いつまでもおいしいパンをみなさんに提

励んでいきたいと思います。
向かったＭさんの姿を見て、今の自分は

いと思っています。

牧場を、共に働くみんなで守って行きた
う、と思いました。

まだそこまでの間柄になっていないのだろ

﹁〇〇さんと一緒にこの作業をお願いしま

ちの力を借りてみようと思い、Ｍさんに

思いました。

を認め合っている間柄だからではないかと

職員がお願いをしてもあまり乗り気に

るのです。

り好きではない作業でも頑張ってやってい

れが困難な状況でした。

11

す。
を少しずつ従業員さんが認めてきてく↖

止めて、彼の顔をしっかり見て声をかけ

ひ

んとも関わり

ができていな

私もカナン牧場で働き始めてから 年

け入れてくれたように思い、すごくうれ

ば

れていることに気が付き、カナン牧場で

が増えてきた

自分たちは支援者という立場で従業

い従業員さん

ムーズにやりとりできるのに、私とはそ

たり、何回も同じ内容を繰り返し話した

と

回

しかったのを覚えています。

こ

働くためには、パンを作る色々な工程を

頃に、あまり

員さんを見ているように思いがちですが、

がいることに

私から関わり

実は、それ以上に自分たち︵職員︶が従

代からカナン

有限会社時

気付きました。

少しずつ仕事を覚え、周りの従業員さ

が付かされました。

業員さんたちから見られていることに気

ない、と改めて思いました。

覚えなければ従業員さんとうまく関われ

おはようございます！

第

り、聞いたりもしました。工場長とはス

少しずつ関わりを持とうと、話しかけ

数年になるＭさんは、

れらの経験を生かしたいと思い、カナン

牧場で働いて勤続

盛り上がり、親睦を深められました。

52
人混みから少し離れ、
しばし休憩。

といった形で仕事を頑張りました。

30

50

牧場の求人募集を見て興味を持ち応募

新しい交流の歴史が
始まる予感が！
笑顔と歓声に包まれた
楽しい会となりました。

70
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１ ───── 運営方針

②組織再編の検証と運営の安定化を図る。

①基本理念の学びと内実化を行う。

る。

(
₁︶組織運営の強化のために以下の方策を図

２───── 運営の重点

り組むこととします。

これらを踏まえ、以下の重点項目を掲げ取

重点課題とします。

践力を兼ね備えた職員の人材育成と確保を最

このような状況を踏まえ、高い倫理観と実

法人の運営

﹁わたしたちは神さまにつくられた大切な一人
ひとりとして生かされている﹂という︿人間存
在＝いのち﹀そのものへの揺るぎない価値観に
よって創立されたカナンの園の 年目の歩みを
始めるに当たり、この創立の理念を役職員一人
ひとりが自らの日々の歩みと重ねることで継承
し、さらに次の世代に引き継いでいくことを特
に重視しなければなりません。
地域社会において、社会福祉法人が﹁共に
を持ち、役割を果たしていくかが求められる現
③拠点会計の諸課題の認識を深め、推進する。

生きる社会の実現﹂に向けてどのように関わり
代にあって、２０１８年度に制定した第７次将
④理事会と現場とが課題を共有し、対応でき

(
₂︶２年目となる第７次将来像計画の事業内

を図る。

⑥健康管理体制と安全管理、防災体制の充実

上を図る。

⑤人材の確保と育成を行い、実務技術力の向

る運営を目指す。

来像５カ年計画では、法人がこれまで、障がい
のある方々との繋がりの中で培ってきた知識、
経験、技術、ネットワークなどを用いながら、
全ての人が社会の大切な構成員として、孤立し
たり、排除されたりすることのない包括的な社
会を目指すことを大切な視点として掲げまし
た。
①生活の場のスプリンクラー整備、老朽化ＧＨ

容の調整を図る。

事業実施のための人員が満たされることが大切
からの住み替えなどを行い、防災対策と住

その実現には、職員個々の資 質の向上と、
です。長く管理者を担ってきた者たちから次の
②生活介護事業所、就労支援事業所の環境整

環境整備を進める。

備を加速させると共に、福祉を学んだ学生の絶
備を行うと共に、修繕・入れ替えの必要な

世代への引き継ぎの時期が来ており、移行の準
対数、さらに福祉職に就く割合そのものの減少
機械の整備を行う。
③相談支援事業の安定と充実を図る。

に歯止めがかからない状況の中で、カナンの園
への応募者そのものを増やしていく努力が求め
④人材不足と多様な雇用形態が求められる社

固定負債(注②)

198,733,183

サービス活動費用計（注④）

1,233,420,114
負債の部合計

269,422,967

サービス活動増減差額

853,869,898

特別増減の部
(内、当期活動収支差額)

-109,070,085

特別収益計

7,155,855
純資産の部合計

1,968,244,448

特別費用計

147,317,027
負債・純資産合計

2,237,667,448

特別増減差額（注⑥）

-140,161,172
当期活動増減差額

-109,070,085
前期繰越活動増減差額

813,314,103
当期末繰越活動増減差額

704,244,018
基本金･その他の積立金取崩額

164,504,880
基本金･その他の積立金積立額

14,879,000

大信田康統

秋山信愛

花松行雄

監事

社会福祉法人カナンの園役員

齊藤芳弘

理事長

次期繰越活動収支差額

副所長

所長
向井由祈

中嶋隆

事務局長 佐藤真名
・カナン牧場

山舘憲行

所長
尾崎努

薄正仁

所長
南舘晋也

薄正仁

阿部孝司

阿部孝司

所長
鈴木直人

所長
服部勉

高橋正彦

・となんカナン

副所長

・ヒソプ工房

部長

●盛岡支援部

副所長

・ウィズ

副所長

・シャローム

山﨑敏夫

伊藤繁夫

岡﨑俊彦
岡﨑俊彦

853,869,898
次期繰越活動収支差額

所長

参事

・小さき群の里

社会福祉法人カナンの園管理者

阿部孝司

佐藤真名

佐藤研司

坂水かよ

真山重博

理事

サービス活動外増減差額（注⑤）

釜石登

笹森雅弘

●法人事務局

サービス活動外費用計
147,857,538

副所長

事務長

部長

●奥中山児童発達支援部

園長
村上篤

・奥中山学園
副園長

部長

●奥中山生活支援部

山舘憲行

・生活支援センター
センター長

浅沼俊一

副センター長 猪又平
所長

・ののさわ

会情 勢にあって、多 様な雇用形態の導入、

られています。
勤務時間外労働対策などの見直し・検討を

(2018年4月1日～2019年3月31日)

副所長

学校法人カナン学園役員
理事長
齊藤芳弘
理事
本間邦彦

及川忠人
角谷晋次
澤谷常清
伊藤和彦
監事
栗田良実
花松行雄

学校長
箱﨑浩二

岩崎崇

伊藤和彦

●三愛学舎

事務長

となん
カナン

副校長

部長

他方、
﹁働き方改革﹂による法制度改正が行

2019年3月31日現在

長内正敏

薄正仁

部長

われ、その対応が迫られています。対人援助を

事業活動計算書

部長

事務局長
事務長

副所長

貸借対照表

行う。

454,541,221
その他の積立金

中心とする福祉業界において、法制度が求める

7,957,155
国庫補助金等特別積立金

ことと、変更や代用が難しい﹁時間﹂や﹁人﹂

事務局、奥中山児童発達支援部、奥中山生活支援部、奥中山日中活動支援部、盛岡支援部等の５拠点区分を合算したものです。

●奥中山日中活動支援部

ヒソプ
工房

ウィズ

シャローム

カナン
牧場
小さき
群の里

ののさわ

生活支援
センター
奥中山
学園

副セン
ター長

所長
副所長
所長
副所長
所長
副所長
所長
副所長
所長
副所長
所長
副所長
センタ
ー長
園長
副園長

部長
部長
部長会議

事務局
チャプレン

47

などの要素を整理し、対応策を講じ、働きや

社会福祉事業会計

すい職場、働きたい職場を目指します。

＊詳しい内容等は当法人ホームページをご覧ください。

6
7

理事長
理事長

27,805,734

サービス活動外収益計

注：
①固定資産額の内訳の内、基本財産は、土地72,446千円、建物971,460千円等です。
②固定負債の内訳は、福祉医療機構等借入金137,750千円、車両リース債務1,309千円、岩手
県社協退職引当金52,644千円、退職給与引当金7,030千円です。
③サービス事業活動収益の内、給付費等の収益は1,048,572千円、就労支援事業収益は
179,171千円、寄付金収益は8,962千円です。
④サービス事業活動費用の内、人件費は723,786千円、事業費・事務費は256,231千円、就労
支援事業費用は193,419千円です。
⑤サービス活動外の収益は、障害者雇用調整金、利用者等外給食費収益です。
⑥特別収益は施設整備補助金収益、特別費用は国庫補助金特別積立金積立額（小さき群の
里建設に係る国庫補助金）です。

所長
副所長

副長会議

盛岡
支援部

高等部
本科 3 年
専攻科 2 年

所長会議

校長
副校長
事務長

支援部

奥中山
日中活動
支援部
奥中山
生活

奥中山
児童発達
支援部

三愛学舎

サービス活動外増減の部
純資産の部

監事会
理事会
評議員会
監事会
理事会
評議員会

社会福祉法人カナンの園
学校法人カナン学園

サービス活動増減の部
負債の部
資産の部

35,762,889
511,975,824

2,237,667,448

1,236,705,467
固定資産（注①）

基本金

資産の部合計

カナンの園組織図
2019年度

3,285,353

サービス活動収益計（注③）
1,437,925,125

70,689,784
流動負債
799,742,323
流動資産

（単位：円）

社会福祉法人カナンの園 2018年度 決算報告
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