
QSK(つむぎ通信 NO.120)1997 年 9 月 18 日第三種郵便物承認 通巻 6142 号 2017 年８月４日発(日刊) 

 

 1 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

     

 

社会福祉法人鶴林福祉会つむぎの里の運営と社会福祉法人改革 

 

つむぎの里は、1983 年に市民有志の発起で「小規模通園施設をつくる会」として直方

市社会福祉協議会の一室から現在の事業をスタートし、利用者や支援者はじめ市民の募金で

現在の土地を取得、地域の中で障害者市民の福祉の願いを伝えながら、事業を展開していま

した。2002 年5 月25 日に社会福祉法人鶴林福祉会（かくりんふくしかい）として認可

され、市民立の法人理念を引き継ぎながら法人設立15 周年の節目をむかえます。 

2016 年に社会福祉法の一部が改正されたことに基づいて、福祉サービスの供給体制の

整備及び充実を図り、経営組織のガバナンスを強化し、事業運営の透明性を高め、地域にお

いて公益的な活動を行うこと等を目的に、社会福祉法人改革がすすめられ、堅実で開かれた

運営がもとめられています。 

法人で行う社会福祉事業は、これまで通りで変わりはありません。昨年10 月から児童の

通園事業の定員が1 日10 名から1 日20 名にかわり、児童発達支援事業「もこもこ」放

課後等デイサービス「あそびむし」の子どもたちの元気な声が一日中聞こえてきます。 

また、昨年度は、児童通園事業、生活介護事業、居宅介護事業と県の担当課から実地指導

を受け、これまで手さぐりだった法律解釈や手順などもずいぶん解決しました。大きな事故

や苦情もなく、ちいさな気づきを改善につなげていこうと職員間で取

り組んでいます。 

それぞれの事業部で、新しい利用者を迎え、個別の活動や作業活動

を展開しています。今後とも、会員のみなさま、利用者の声に学ん

で、発足当時からの地域福祉の願いをつないでいきたいと思います。 

どうぞご指導、ご支援ください。（瀬尾）            花公園からいただいた 

きれいなバラが咲きました 

 

20１７・７ ＮＯ.120 

法人設立から 15 周年の節目 
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・・・社会福祉法の一部改正により運営体制が変わりました・・・ 

 

昨年度中に法人の定款を理事会で変更し、評議員を選出しました。   

4 月1 日からは、評議員会が定款変更、理事の選任や解任など重要な議決を評議員会

が行います。6 月20 日の評議員会で理事および監事が選任され、同日の理事会で山下敏

夫理事を会長に選任しました。日常の事業や業務は理事会の責任で行います。 

 

 

社会福祉法人鶴林福祉会評議員（4 名） 

椛島浩二 吉良能理子 貞村一三 万田二郎 

社会福祉法人鶴林福祉会理事（6 名） 代表理事 山下敏夫 

   理事 市川美紀 大村正幸 尾上明子 山下めぐみ 瀬尾久美子     

社会福祉法人鶴林福祉会監事（2 名）                   

監事 飯塚レイ子 吉田幸隆 

 

 

平成 28 年度事業報告・決算報告が承認されました。 

ＷＡＭネットで公開され、ＨＰ、法人本部事務所で閲覧していただくことができます。 

 社会福祉法人鶴林福祉会

第一号第一様式

（単位：円）

障害福祉サービス等事業収入 109,404,000 110,589,234 -1,185,234

収益事業収入 4,290,096 4,281,953 8,143

経常経費寄附金収入 200,000 184,875 15,125

受取利息配当金収入 2,584 2,573 11

その他の収入 525,860 551,254 -25,394

    事業活動収入計（1） 114,422,540 115,609,889 -1,187,349

人件費支出 77,166,998 77,154,894 12,104

事業費支出 18,435,142 18,655,829 -220,687

事務費支出 5,264,986 5,322,698 -57,712

支払利息支出 275,150 275,150 0

    事業活動支出計（2） 101,142,276 101,408,571 -266,295

13,280,264 14,201,318 -921,054

施設整備等補助金収入 30,362,000 30,362,000 0

設備資金借入金収入 18,300,000 18,300,000 0

    施設整備等収入計（4） 48,662,000 48,662,000 0

設備資金借入金元金償還支出 4,764,000 4,764,000 0

固定資産取得支出 69,043,246 69,043,246 0

    施設整備等支出計（5） 73,807,246 73,807,246 0

-25,145,246 -25,145,246 0

積立資産取崩収入 20,000,648 20,000,648 0

    その他の活動収入計（7） 21,650,648 20,000,648 1,650,000

積立資産支出 132,657 132,646 11

    その他の活動支出計（8） 1,782,657 132,646 1,650,011

19,867,991 19,868,002 -11

0 0

8,003,009 8,924,074 -921,065

45,655,840 45,655,840 0

53,658,849 54,579,914 -921,065

法人単位資金収支計算書

自　平成 28 年  4 月  1 日　至　平成 29 年  3 月 31 日

勘　定　科　目 予　　算　(A) 決　　算　(B) 差 異 (A) - (B) 備　　考

事

業
活

動

に
よ

る
収

支

収
　
入

支
出

  事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）

 施よ
 設る

 設収
 備支

 等
 に

収
入

支
出

  施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）

  当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）

  前期末支払資金残高（12）

  当期末支払資金残高（11）+（12）

 そに
 のよ

 他る
 の収

 活支

 動

収
入

支
出

  その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）

  予備費支出（10）
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第二号第一様式

（単位：円）

障害福祉サービス等事業収益 110,589,234 101,215,476 9,373,758

収益事業収益 4,281,953 5,010,482 -728,529

経常経費寄附金収益 184,875 518,640 -333,765

    サービス活動収益計（1） 115,056,062 106,744,598 8,311,464

人件費 77,154,894 70,061,293 7,093,601

事業費 18,655,829 16,610,660 2,045,169

事務費 5,322,698 4,336,993 985,705

減価償却費 10,382,976 8,963,568 1,419,408

国庫補助金等特別積立金取崩額 -2,746,329 -2,292,551 -453,778

    サービス活動費用計（2） 108,770,068 97,679,963 11,090,105

6,285,994 9,064,635 -2,778,641

受取利息配当金収益 2,573 12,028 -9,455

その他のサービス活動外収益 551,254 621,613 -70,359

    サービス活動外収益計（4） 553,827 633,641 -79,814

支払利息 275,150 253,863 21,287

    サービス活動外費用計（5） 275,150 253,863 21,287

278,677 379,778 -101,101

6,564,671 9,444,413 -2,879,742

施設整備等補助金収益 30,362,000 0 30,362,000

    特別収益計（8） 32,012,000 5,344,200 26,667,800

固定資産売却損・処分損 1 3,497,650 -3,497,649

国庫補助金等特別積立金積立額 30,362,000 0 30,362,000

その他の特別損失 0 1,125,750 -1,125,750

    特別費用計（9） 32,012,001 9,967,600 22,044,401

-1 -4,623,400 4,623,399

6,564,670 4,821,013 1,743,657

98,938,602 113,288,822 -14,350,220

105,503,272 118,109,835 -12,606,563

0 0 0

20,000,648 961,301 19,039,347

121,276 20,132,534 -20,011,258

125,382,644 98,938,602 26,444,042

当期活動増減差額（11）=（7）+（10）

 繰差

 越額
 活の

 動部

 増
 減

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）

その他の積立金積立額（16）

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

    経常増減差額（7）=（3）+（6）
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  特別増減差額（10）=（8）-（9）

サ
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  サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）

 サ外

 ｜増
 ビ減

 スの

 活部
 動

収
益

費
用

  サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）

法人単位事業活動計算書

自　平成 28 年  4 月  1 日　至　平成 29 年  3 月 31 日

勘　定　科　目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増　　減

 社会福祉法人鶴林福祉会

第三号第一様式

（単位：円）

科　　目 当年度末 前年度末 増　　減 科　　目 当年度末 前年度末 増　　減

流動資産 62,490,607 52,539,925 9,950,682 流動負債 13,910,693 10,640,085 3,270,608

  現金預金 41,694,884 34,374,057 7,320,827   事業未払金 7,513,459 6,510,838 1,002,621

  事業未収金 20,129,116 17,355,058 2,774,058   1年以内返済予定設備資金借入金 6,000,000 3,756,000 2,244,000

  前払費用 666,607 160,810 505,797   預り金 3,063 3,063 0

  仮払金 0 650,000 -650,000   職員預り金 389,721 363,404 26,317

固定資産 199,127,256 180,334,989 18,792,267   前受金 4,450 5,700 -1,250

 基本財産 174,499,601 114,848,748 59,650,853   仮受金 0 1,080 -1,080

  土地 55,431,115 55,431,115 0 固定負債 25,955,000 34,663,000 -8,708,000

  建物 119,068,486 59,417,633 59,650,853   設備資金借入金 25,955,000 14,663,000 11,292,000

 その他の固定資産 24,627,655 65,486,241 -40,858,586   負債の部合計 39,865,693 45,303,085 -5,437,392

  建物 7,740,443 8,378,219 -637,776

  構築物 3,852,157 4,218,903 -366,746 基本金 44,988,990 44,988,990 0

  車輌運搬具 3,135,968 1,855,572 1,280,396 国庫補助金等特別積立金 44,462,996 16,847,325 27,615,671

  器具及び備品 2,800,532 3,953,590 -1,153,058 その他の積立金 6,917,540 26,796,912 -19,879,372

  ソフトウェア 85,050 198,450 -113,400   その他の積立金 6,917,540 26,796,912 -19,879,372

  自動車更新積立金 130,655 10,653 120,002 次期繰越活動増減差額 125,382,644 98,938,602 26,444,042

  備品等購入積立金 499,774 500,090 -316 （うち当期活動増減差額） 6,564,670 4,821,013 1,743,657

  建設積立金 1,282,127 21,282,430 -20,000,303

  設備整備積立金 5,004,984 5,003,739 1,245

  リサイクル預託金 56,970 45,600 11,370

  電話加入権 38,995 38,995 0   純資産の部合計 221,752,170 187,571,829 34,180,341

  資産の部合計 261,617,863 232,874,914 28,742,949   負債及び純資産の部合計 261,617,863 232,874,914 28,742,949

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

資　　　　産　　　　の　　　　部 負　　　　債　　　　の　　　　部

純　　　資　　　産　　　の　　　部
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平成２９年度４月には、新しいメンバー３名を迎え、入所式を行いました。先輩たちから、

「みんなと一緒に頑張りましょう！」と力強い歓迎の言葉が送られ、利用者の方々も職員も

新たな気持ちで良いスタートを切ることができました。3 ヶ月が経ち、新しい利用者の方々

も雰囲気に慣れ、力を合わせて作業に取り組んでいます。今年度も、みんなで楽しく過ごせ

るように、いろんな活動を取り入れていきたいと思います。                

（川邊）                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ２９年度４月よりメンバーが２人加わり、計１０名の仲間で、夢ポケットの合い言葉である『チームワ

ーク』をモットーに販売や作業に頑張っている毎日です。 

また、７月は夢ポケット８周年記念フェアーを行い『かすてら』を販売します♪ 

みんな気合十分、今から準備に取り組んでいます。 

～うれしいお知らせ～ 

上境にあるコーヒー自家焙煎のお店『六庵』にて夢ポケットの人気商品 

『シフォンケーキ』が自慢のコーヒーといっしょにケーキセットとして 

お客さんに提供されています❤❤❤ 

みんなが『おいしくな～れ』と気持ちを込めて作ったケーキが、今では 

『かたりばカフェえそら』『六庵』と地域の方に広がり始めている 

事に感謝でいっぱいです♪♪（水間） 

 

         

 

 

 

 

 

生活介護事業 ～新メンバーと気持ちを新たに新年度がスタート～ 

夢ポケット ～新年度もチームワークで頑張っています～ 

六庵はカフェだけではなく、別のスペースでは

地域の方による『読み聞かせ』や『おはなしか

い』を行い、子供から大人の方が集い癒しの空

間として地域と密着しています。 
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最近のくるみグループは、紙すき作業をはじめ、給食配膳、くるみの畑で採れたじゃがいも、玉ね

ぎの袋詰め、つむぎの里に来られたお客様へのお茶出しのおもてなし、などなど毎日違う作業、活動

をみんなとても器用にこなしています(^^)/また、今年度から、月2 回程度火曜日に運動レクを始め

ました。ダンス、マットや平均台を使ったコース運動、ブランコ、的当てなど、みんないい汗をかい

ています！！夏にむけて、暑さに負けないようどんどん体力づくりをしていき、これが出来る！これ

も出来る！をもっとたくさん見つけていきたいと思います♪（野澤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新生サンフラワーも３ヶ月がたち、だんだんと形になってきました。今、サンフラワーは

作業班と生活班の二つに分かれて活動しています。作業班は、午前と午後に作業活動をして

います。キャップ作業や、さをり織り、チョコレートの仕分け、そしてこれからは、きょう

されんの物販などなど、、、いろいろな仕事をしています！また月に2 回火曜日には、運

動レクレーションを取り入れて、体を動かしています(＾ )^♪生活班は、季節や気候、それ

から本人の体調に合わせて、個別に合った活動をしています。散歩に出かけたり、ジャガイ

モ堀りに行ったり、ハンモックやバランスボールに乗ったり、、、今の季節であれば、七夕

に向けた飾り作りなどをしています♪これからも、利用者さんのやる気や自信、楽しみに繋

がるような活動を提供していきたいと思います。（伊藤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

くるみ 
～みんなで楽しく体力づくり～ 

サンフラワー ～それぞれのペースで楽しい活動を～ 
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 4 月から定員の変更（7 名から5 名に変更）により、通園日や利用日数が変わった児童

もいて、少し人数が減った中で今年度は活動をしています。 

 天気の良い日は出来るだけ、外に出て色つき鬼やかくれんぼ、ボール投げなどで遊んでい

ます。 

室内では中学、高等部の児童はタブレットやパソコンの動画を見ながら流行りのダンスを

覚え、みんなで合わせて踊ったり、好きな動画を見ながら会話を楽しんでいます。 

 また職員の動きを見て重いテーブルをさっと運んでくれたり、優しい言葉をかけてくれる

など気遣いを示してくれます。 

小学部の児童はTV ゲームの指示通りに身体を動かせた方が高得点となる運動ゲームをし

て、点数を競い合っています。自分は参加しなくても、お友達の応援に回る子や見て楽しむ

子等楽しみ方、色々です。 

おやつの配膳や後片付けなど家庭でもできるお手伝いをしている子供もいます。 

もうすぐ待望の夏休み。今年も色々な企画をし充実した夏休みとなるよう今から準備して

います。 

                            （児童管理者・山下） 

 

  

  

昨年10 月に開所した未就学児通園の『もこもこ』は、3 月末

に4 名の年長さんを送り出しました。小学校へ自信を持って元気

に通っていることだと思います。 

4 月からは新入園児も増え年中、年少、年々少クラスの混合クラ

スで活動を行っています。 

まずは、子供たちが安心して楽しく遊び、食べ、排泄出来るこ

とを目標にやっていきます。子供達一人ひとりと丁寧に寄り添いながら、自分でできること

を増やし、課題を通し達成感や満足感を味わい、わからない時や困った時に助けを求めた

り、成功体験や時には失敗しても大丈夫‼という経験を積んでい

きます。思い通りにならないはがゆさで、泣いたり、怒ったりし

ている子供達も先生やお友達に慰められ、助けられて気持ちを立

て直しています。 

週1 日、顧問の臨床心理士の鎌田先生が来られます。子供たち

の様子を見て保育士に適切な助言や保育指導をして下さり、又保

護者にむけての勉強会や職員向けの療育研修も定期的に行ってい

ただいています。 

これからも子供たちの笑顔がいっぱいの通園が出来るようにしていきたいと思います。 

（児童管理者・山下） 

 

 

あそびむし 

もこもこ 

～放課後等デイサービス～ 

～児童発達支援～ 

保育室 

プレイルーム・ホール 
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≪ヘルパー日誌≫ 

春先、利用者さんとヘルパー4 人で、黒崎の長崎街道を散歩

しました。松ぼっくりを拾ったり、自然に触れあいながら、

気持ちよくお散歩が出来ました。お昼は利用者さんのご希望

で、近くの回転寿司店に行きました。食後のデザートもペロ

リと完食され、笑顔いっぱいでご満悦でした。 

                         

           夏本番に入り、暑くなっていきま          

           すが、利用者さんの負担のないよ 

う季節に合わせた支援を行っていき 

           たいと思います。   （森冨） 

            

                

                  

 

 

 

 

 

 

 

５月１日からなのはな荘に新しい利用者さんが入居されました。１ケ月たち、 

なのはな荘での生活も少しずつ慣れてこられたよう

です。夕食の準備、洗濯などスタッフと一緒に手伝

ってくださいます。折詰お弁当で歓迎会もしまし

た。「大好きな物ばかりでお腹いっぱいになり太る

ね (#^^#)」と笑っていました。月に 

１回 順番で入居者の夕食リクエストメニューをし

ています。みなさん喜ばれています。 

１０月にはなのはな荘の旅行を予定しています。

今年は糸島・唐津へ出かけます。 

みなさん楽しみにされています。 

シャンリバー知古・クローバーハウスの入居者さんは、個々人の仕事（日課）や休日のレクレーシ

ョンを予定され、安定した生活をお過ごしです。（前田） 

 

 

 

居宅 ～季節に合わせた活動を楽しんでいます～ 

グループホーム ～新しいメンバーさんが入居されました～ 



QSK(つむぎ通信 NO.120)1997 年 9 月 18 日第三種郵便物承認 通巻 6142 号 2017 年８月４日発(日刊) 

 

 8 

 

  

ご寄付・ご寄贈いただきありがとうございました。 

 

矢野良子様  古野明美様  石川康代様  緒方恵美様 

木原トシ子様 

   

 

 

 

 

 

永易会長より28 年度事業報告、29 年度事業計画が出され承認されました。会計の藤崎

さんから28 年度の決算報告で会員数の減少が課題としてあげられました。ふれあい広場で

後援会入会コーナーを設け新規加入や後援会活動を広く知っていただくために、しおりを配

布するなどしていますが厳しい状況が続いています。 

今年度も後援会活動を活発に行い、広報活動に努めていきたいと思っています。 

何卒今後もつむぎの里を末永く支援していただきますよう心よりお願い申し上げます。 

 

今年度も会員の皆様、関係機関の皆様あてに封書で会費払込取扱票を送らせていただいて

おります。                   （つむぎの里後援会事務局 山下） 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  

 賛助会員 野口宗起様 桂美恵子様 福本裕子様 飯塚レイ子様 

 (平成２９年４月～６月) 
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事務局だより 

後援会だより 


