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サービス管理者のつぶやき

「暑い、暑いと言ってるから暑くなるんだ。寒い、寒いと言ってりゃ丁度良くな

る」と、落語の一節が聞こえてきそうな日々。猛暑続きでお亡くなりになる方もい

らっしゃると、これも一つの自然災害のように思えてなりません。屋外に出ること

を日課にしている利用者の皆さんにはしばらく我慢の日々が続きそうです。気にな

る関東の水資源については、ダム貯水率が今のところ80％前後を推移しているとの

ことですが、地球規模では水不足が進行中だとか。普段何気なく目にしている

「水」が貴重であることを実感できる季節でもあります。こまめな水分補給と適切

な温度管理で、体調には十分気を付けたいものです。



総合防災体制の拡充

八王子生活実習所　施設長　岡部智彦

今般の西日本豪雨災害に際し、お亡くなりになられた皆様のご冥

福を心からお祈り申し上げるとともに、被災された皆様に対して心

よりのお見舞いを申し上げます。

七夕を二日後に控えた7月5日、20万人の避難指示から始まった一

連の豪雨災害では、「生命に重大な危険が差し迫った異常事態にあ

る」として大雨特別警報が発令されました。昨年7月の九州北部豪雨

以来1年ぶりだそうですが、平成25年の運用開始からすでに10回目の

発令になるそうです。一時的に200万人の住民に避難指示が出され、

7月12日現在で200人の方が亡くなる平成最悪と言われる今回の災害

に心が痛むと共に、日本における自然災害の多さ、厳しさをあらた

めて実感させられたところです。一日も早い復旧復興をお祈りして

います。

さて、武蔵野会ではこれまでプロジェクトチームとして活動して

きた防災対策について、法人全体に関る委員会として組織改編を行

い、法人の総合防災体制の拡充を図るために今年度から再スタート

しました。全事業所に防災担当者を配置し、地区毎に防災リーダー

を配することによって、重層的且つ横断的に防災対策を構築する準

備が整いました。委員会では「大規模災害から日常的な消防点検ま

で、法人の防災体制を見直し、各レベルでの防災力の向上を図る」

「各事業所の防災体制の標準化を図り、全体の防災力の底上げを行

う」「地区単位での相互防災体制の在り方と武蔵野会本部との連携

協力体制について検討する」を目的として活動を開始します。利用

者とその家族、あるいは近隣地域全体の安心と安全のために、ある

いは大規模災害時における事業所の持続的運営（BCP）のために必要

な仕組み作りと訓練を行っていきます。

特に今年度は、「災害リスクの把握」「施設総合防災マニュアル

の整備」「日常的な消防点検等の定期的安全点検の定着」「法人規

模の総合防災訓練実施」「業務提携法人・大学との防災協定締結と

連携」「武蔵野会BCPの整備」に注力していきます。



プラットホーム

　山梨県の「リニア見学センター」と「笛吹川フルーツ公園」へ行きました。「行ってきま

す！」と元気に実習所を出発し、道中では行程の確認をしながら和気あいあいと目的地に向かい

ます。

　最初に到着したのは「道の駅つる」です。富士湧水ポークを使用した手ごねハンバーグ定食や

かつ丼定食をとても美味しそうに召し上がる皆さんでした。昼食後は「山梨県立リニア見学セン

ター」へ行きました。館内に入ると、2003年に当時の鉄道世界最速記録を樹立した実車両が展示

されており、皆で並んで記念写真です。その他、磁力浮上を体験できるミニリニアに乗車した

り、すごいスピードで走り抜ける試験車両を屋外見学テラスから眺めるなど、皆さん大興奮の様

子でした。

　次の日は絶好の晴天に恵まれ、清々しい気持ちで「笛吹川フルーツ公園」へ向かいました。途

中フルーツロードという両側に果樹のある道路を走り、期待が膨らみます。高台にある公園とい

うこともあり、展望スペースから眺める景色は絶景です。ドーム型のくだもの館では、果物に関

する展示物を見たり果物をモチーフにしたゲームで競い合ったりと、皆さん興味津々で見学をし

ました。昼食は園内にあるレストランガイアの展望テラスで爽やかな自然の風を感じながら、

ローストビーフ丼や豚丼などを頬張り、皆さん笑顔で満足そうな様子でした。昼食後はすぐ近く

のカフェに立ち寄り、おやつタイムで果肉入りのソフトクリームを満喫しました。

　梅雨の時期にも関わらず、二日間を通して晴天に恵まれ、皆さん元気に楽しむことが出来まし

た。（清水数）

宿泊旅行⑦

～リニア見学センター・笛吹川フルーツ公園の旅～

宿泊旅行⑧

～ららぽーと&チームラボ・キリンビール横浜工場の旅～

　ららぽーと湘南平塚までのバス車内では皆さんわくわくした雰囲気でした。昼食はフード

コートで唐揚げ定食や海鮮丼を美味しそうに頬張ります。その後は光・音・触感を楽しむチー

ムラボ体験を行いました。室内に一歩入ると「わあ！」と歓声を上げる皆さんです。光って音

が鳴る大きなボールにタッチしたり、歩くと色々な音が鳴る柔らかい感触の通路を歩いたり

と、様々なコーナーを楽しみました。大きなパネルに映し出されるお絵描きも満喫します。宿

までのバス車内では「楽しかった！」「湘南土産はやく食べたい！」と盛り上がりました。宿

では豪華な夕食「ひめポーク御前」を頂き、「美味しい！」と舌鼓を打ちます。テレビを見た

り枕投げを楽しんだりした後はゆっくりと疲れを癒しました。2日目はキリンビール横浜工場

の見学に出発です。テーマは「五感で楽しむ工場見学」とのことで、到着するとホップの優し

い香りが漂ってきました。記念撮影をした後、早速麦芽の試食を行います。「豆みたい！」と

驚く方や、ポリポリと夢中で食べる方もいました。仕込みの段階についてはプロジェクション

マッピングを使用した説明を楽しみます。アルコールが入っていない麦汁の一番搾りと二番搾

りの飲み比べでは「甘いね」と驚く皆さんです。最後はキリンのジュースで「乾杯！」と試飲

をしたり、お土産を選んだりしました。隣接するレストランで昼食を食べ、帰路につきます。

「また行きたいね」「楽しかった！」と、今年度最後の旅行は皆さんの溢れる笑顔で締めくく

られました。（萬歳）



法政大学地域交流センター

じゃがいも・玉ねぎ収穫体験

エフォートエフォート

と、様々なコーナーを楽しみました。大きなパネルに映し出されるお絵描きも満喫しま

す。宿までのバス車内では「楽しかった！」「湘南土産はやく食べたい！」と盛り上がり

ました。宿では豪華な夕食「ひめポーク御膳」を頂き、「美味しい！」と舌鼓を打ちま

す。テレビを見たり枕投げを楽しんだりした後はゆっくりと疲れを癒しました。

2日目はキリンビール横浜工場の見学に出発です。テーマは「五感で楽しむ工場見学」

とのことで、到着するとホップの優しい香りが漂ってきました。記念撮影をした後、早速

麦芽の試食を行います。「豆みたい！」と驚く方や、ポリポリと夢中で食べる方もいまし

た。仕込みの段階についてはプロジェクションマッピングを使用した説明を楽しみます。

アルコールが入っていない麦汁の一番搾りと二番搾りの飲み比べでは「甘いね」と驚く皆

さんです。最後はキリンのジュースで「乾杯！」と試飲をしたり、お土産を選んだりしま

した。隣接するレストランで昼食を食べ、帰路につきます。「また行きたいね」「楽し

かった！」と、今年度最後の旅行は皆さんの溢れる笑顔で締めくくられました。（萬歳）

　6月に城山地区にある畑でじゃがいもと玉ねぎの収

穫体験を行いました。今回の収穫体験は法政大学地域

交流センターと城山湖里山観光振興協議会のご協力に

より実現しました。

気持ち良い青空のもと、観光振興協議会の会長さ

ん、副会長さんと一緒に収穫です。「しっかり根っこ

を持つよ」「一緒に、せーの！」と教えてもらいなが

らたくさんのじゃがいも、玉ねぎを収穫しました。た

くさんの宝物を前に、頂いた梅ジュースで乾杯です。

参加した方全員で汗を拭きながら「楽しかった！」と

口々に話しました。

今後も地域の方とのつながりを大切にして、様々な

体験や交流を行いたいと思います。（萬歳）



貸借対照表

資産の部 負債の部

流動資産 194,345,528 流動負債 30,674,635

（内訳） 現金預金 154,366,999 （内訳） 事業未払金 10,746,566

事業未収金 36,979,665 未払費用 1,138,803

貯蔵品 367,939 預り金 1,484,000

立替金 13,333 職員預り金 7,425,266

前払金 429,020 賞与引当金 9,880,000

前払費用 2,156,172 固定負債 13,960,720

仮払金 32,400 （内訳） 退職給付引当金 13,960,720

固定資産 70,944,558 負債の部合計 44,635,355

（内訳） 建物 15,498,003

車輌運搬具 2,938,736 純資産の部

器具及び備品 4,239,579 国庫補助金等特別積立金 17,845,971

権利 46,910 その他の積立金 34,000,000

ソフトウェア 260,610 次期繰越活動増減差額 168,808,760

退職給付引当資産 13,960,720

施設整備積立資産 8,000,000

人件費積立資産 26,000,000 純資産の部合計 220,654,731

資産の部合計 265,290,086 負債及び純資産の部合計 265,290,086

資金収支計算書

（単位：円）

事業活動支出 229,336,289 事業活動収入 264,036,223

（内訳） 人件費支出 179,184,194 （内訳） 障害福祉サービス等事業収入 259,547,877

事業費支出 22,165,714 経常経費寄附金収入 270,000

事務費支出 25,228,942 受取利息配当金収入 4,893

その他の支出 2,757,439 その他の収入 4,213,453

施設整備等支出 4,386,414 施設整備等収入 4,200,000

（内訳） 固定資産取得支出 4,386,414 （内訳） 施設整備等寄附金収入 2,450,000

固定資産売却収入 1,750,000

その他の活動支出 21,907,160

（内訳） 積立資産支出 1,907,160 その他の活動収入 223,560

拠点区分繰入金支出 20,000,000 積立資産取崩収入 223,560

当期資金収支差額 12,829,920

平成29度 八王子生活実習所  決算報告

平成30年3月31日現在

（単位:円）

脚注　1.減価償却費の累計額　31,595,694円　2.徴収不能引当金の額　0円　

自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日

(内訳）



グループ往来

今年度も地域活動支援センター「わくわく」の方々と年に4回の園芸活動を通して

地域交流を行っています。今回は枝豆の苗や落花生の種を植えました。

食堂前の花壇にシャベルで穴を掘り、わくわくの皆さんと協力しながら「せーの、

よいしょ！」と枝豆の苗を植えました。落花生は黒ポットに土を入れ、小さい種をポ

ンと上手に蒔きました。「育つのが楽しみですね」と笑顔でお話ししながらわくわく

の皆さんとの交流を楽しみました。（石井）

一緒に笑顔で千切ります 千切れる感触に
笑みがこぼれます

貼りたい色を選んでいます

海･渚　～うみ･なぎさ～

宙　～そら～

グループ往来

シャベルで穴を掘ります 枝豆の苗を入れます 黒ポットに土を入れます

海･渚　～うみ･なぎさ～

宙　～そら～

今月もグループごとに園芸や創作、散策など様々な

活動を行いました。それぞれの活動を通して、充実した

時間を過ごされている皆さんの様子をご紹介します。

創作活動でオリンピックの応援ポスターを作りました。

五輪を作るために「赤」「青」「緑」「紫」「黄」の色紙からそれぞれ色を選び、手

先を使って細かく千切っていきます。それをノリの付いた台紙に置き、上から手でトン

トン叩いて隙間なく綺麗に貼っていきました。「海グループのオリジナルのポスターが

出来ますね」とお話すると、笑顔で作業される皆さんでした。（溝口）

   



カメラに向かって「はい、ポーズ」

集中して色を付けます

実習生と何やら
お喋りしているようです

皆さん、気持ちよさそうに
歩いています

好きな題材を選びます 色鉛筆で塗っていきます

星　～ほし～

風　～かぜ～

星グループの創作活動で、季節の装飾用に「花火」や「ひまわり」などの夏にちな

んだ塗り絵をしました。「何の絵にしようかな？」とそれぞれに好きな題材を選びま

す。「ブルー塗る」「黄色がいい」と色付けをしていき、鮮やかな夏の絵が出来上が

りました。完成した作品を見せ合いながら「ＯＫ」「きれい」とお互いに感想を伝え

て、穏やかな笑顔を見せてくれた皆さんでした。暑い夏をこの絵を見ながら、皆で元

気に乗り切りたいと思います。（板谷）

八王子市内にはたくさんの公園があります。実習所すぐ隣の富士森公園をはじめと

して、東には北野公園や上柚木公園、西には陵南公園、北には小宮公園、南にはつど

いの森公園などがあり、更には片倉城跡公園や八王子城跡といった史跡や多摩御陵な

ど、週末にはどちらも多くの人が散策に訪れます。風グループの皆さんもドライブと

散策の好きな方が多く、この日は水筒に冷たいお茶を用意して、多摩御陵まで足を延

ばしました。（清水数）



実習所月予定

利用者数情報

利用者現員数                         　51名（定員40名）

障害者支援区分 区分4-2名 区分5-8名 区分6-40名

実利用者延べ数　　　　　　　　　　　　1,027名

6月期利用率                   111.6パーセント

リスクマネジメント情報

事故件数累計                         　 1件

軽微事故件数累計                     　 5件

ﾋﾔﾘﾊｯﾄ件数累計                       　 1件

苦情情報

苦情受付累計　　　　　　　　　　　　　　0件

要望受付累計　　　　　　　　　　　　　　0件

8月

事業概要報告 報告対象月　平成30年6月分より報告

6月

日 曜 午前 午後

　１ 水 災害伝言ダイヤル

１４ 火 内科検診（宙・風）出構医師

２９ 水 はあとてらす　鶴田医師

編集後記

今年は、例年には珍しく、6月中の早い梅雨明けとなりました。梅雨明け当初は、暑い

日と肌寒い日が行きつ戻りつしていましたが、7月に入ると連日猛暑を記録する日々と

なっています。これから8月を迎え、長い夏となりそうですが、上手にクーラーを利用し、冷

菓を食べたり、スタミナのつく食材を意識して摂るなどして、元気に暑さを乗り越えたいも

のです。（O）

７月には今年度最後の宿泊旅行がありました。6月まで

とは違い、真夏のような季節となってしまいましたが、暑さ

に配慮し、楽しい旅行体験となったことでしょう。

＊8月の保護者会はありません。


	ページ 1
	ページ 2
	ページ 3
	ページ 4
	ページ 5
	ページ 6
	ページ 7
	ページ 8

