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新型コロナウイルス
感染症対策について
事務局長

新 妻 哲 二

前例のない業務に不安を感じる職員も多いため、組
織的なサポート体制の必要性、また感染者への差別
や偏見など心理的社会的な影響も大きいので、心の
健康を維持するための対応例についても学ぶことが
でき大変貴重な研修会となりました。
新型コロナウイルス感染症が収束するまでは、外
出・面会・各行事など、施設・各事業所においては様々

報道等でご承知のとおり全国的に新型コロナウイ

な活動での自粛が求められ、利用者様にはご不自由

ルス感染症が流行している中、障害者福祉施設にお

をお掛けしております。とりわけご面会を心待ちに

いてもクラスターが発生しまして予断を許さない状

なさっていたご利用者様、ご家族様には大変申し訳

況が続いております。

なく、非常に心苦しい思いではございますが、何卒

本法人の新型コロナウイルス感染症に対する取り

ご理解とご協力を賜り

組みとしまして、
「新型コロナウイルス感染症対策

ますようよろしくお願

マニュアル」を作成しました。施設・各事業所にお

い申し上げます。

いては、事前の準備、感染者が発生した時の初期対
応、ゾーニングのシミュレーション、備蓄品の管理
等、様々な予防対策を実施しております。職員に対
しては、職員が感染源にならないために、外出して
の飲酒の禁止・不要不急の外出自粛など、利用者様
が安心して生活できるよう取り組んでおります。
先般、
感染症対策の一環としまして、
9 月 4 日（金）
に福島県ふたば医療センター附属病院院長の谷川攻
一先生、同副院長の児島由利江先生を招聘し「感染
症対策について」をテーマとした友愛会合同研修
会を開催いたしました。大事なことは、ウイルスを
「持ち込まない」
「拡げない」と言うことであります。

法人本部中間報告（令和２年４月１日から10 月 31 日）
期

日

４月 １日

曜日
水

事

業

内

容

期

日

曜日

事

業

内

容

令和 2 年度理事長訓示並びに辞令交付式

８月 17 日

月

医療創生大学、東日本国際大学訪問

火

日本コンサルタントグループ専門家派遣

４月 ２日

木

はまだホーム開所式

８月 18 日

５月 ７日

木

令和元年度法人考課委員会（後期・全期)

８月 18 日

火

ふくしま合同就職面接会（郡山市）

５月 12 日

火

職員採用面接

８月 18 日

火

令和 2 年度介護職員初任者研修講師派遣 ( 県立ふたば未来学園高校 )

５月 26 日

火

法人監事監査

８月 19 日

水

福島学院大学、郡山女子大学訪問

６月 ３日

水

日本コンサルタントグループ専門家派遣

８月 22 日

土

令和 2 年度介護職員初任者研修講師派遣 ( 県立ふたば未来学園高校 )

６月 ４日

木

友愛会第 1 回理事会

６月 18 日

木

友愛会第 1 回評議員会

９月 ４日

金

友愛会第 2 回合同研修会「感染症対策について」
県ふたば医療センター附属病院長 長谷川攻一氏

６月 23 日

火

日本コンサルタントグループ専門家派遣

９月 17 日

木

友愛会第 2 回理事会

７月 ８日

水

日本コンサルタントグループ専門家派遣

９月 30 日

水

令和２年度前期苦情解決第三者委員会

７月 14 日

火

ワークセンターさくら車椅子贈呈式（福島県明乳会様） 10 月 １ 日

木

友愛会第２回評議員会

７月 22 日

水

日本コンサルタントグループ専門家派遣

10 月 ９ 日

金

東北福祉大学企業説明会

７月 28 日

火

意見交換会／大形福祉会（新潟県）滝澤澄彦氏

10 月 13 日

火

日本コンサルタントグルーブ専門家派遣

７月 29 日

水

友愛会第 1 回合同研修会／大形福祉会 ( 新潟県 ) 滝澤澄彦氏

10 月 15 日

木

令和 2 年度法人考課委員会（前期）

７月 30 日

木

郡山健康科学専門学校訪問

10 月 23 日

金

日本コンサルタントグループ専門家派遣

10 月 29 日

木

職員採用試験

8 月3 日～ 9 月２日 月˜水 東日本国際大学生社会福祉士実習受入（学生 2 名） 10 月 30 日

金

医療創生大学企業説明会

８ 月 3・4 日 月・火 広野町立広野中学校教諭

８月 ５日
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水

企業等体験研修

東北福祉大学、東北文化学園大学訪問

※毎月本部事務局会議を開催しています。

令和２年度前期 苦情解決状況について
令和 2 年度前期の友愛会各事業所における苦情受付総数は 8 件でした。
内容は次の通りです。
要望・相談◦サービスの内容
◦情報の提供や説明
◦権利擁護
◦その他

０件
０件
０件
５件

苦情◦職員の処遇
◦サービスの内容
◦情報の提供や説明
◦その他

２件
０件
１件
０件

左記の内容につきましては、いずれも問題解決を図ることができ、
相談者にもご理解を頂いております。
また令和 2 年 9 月 30 日に開催した前期苦情解決第三者委員会
においても報告し、委員の皆さんから助言を頂きました。
今後も苦情・要望については真摯に受け止めて迅速な解決を図り、
利用者の皆さんが安心して利用できる環境作りに努めていきます。

介護職員初任者研修
について
県立ふたば未来学園高等学校 教諭

高橋

広子

友愛会の皆さまには、本校が開校して以来様々な場
面でお世話になっております。介護員養成研修では、
職員様から直接現場の貴重なお話を伺うことができ、
キャリア教育としての面においてもご支援頂いており
ます。



ふ れあ い コーナー（社会福祉士実習受入れ ）

23日間の実習を終えて
東日本国際大学

３年

猪狩

光洋愛成園での実習を終えて
菜緒

東日本国際大学

４年

本間

寛子

約１ヶ月間、相談援助実習

新型コロナウイルスが流行

をこの光洋愛成園にて行わせ

し、大変な時期であったのに

て頂きました。私は、福祉を

実習生の私たちを温かく迎え

学ぶ前に、保育士資格の取得

て頂きありがとうございまし

の為の勉強をしていて、実習

た。
今回の23日間の実習では、
普段学校で学ぶことができな

は何度か経験していたのです

い実践的なことを学べ、とて
も貴重な体験をさせて頂きました。より良い支援をするた

習に臨むのは初めてだったので本当に不安で一杯でした。

が、１ヶ月間という長期の実

めに形式的なものではなく、利用者一人一人に寄り添い個

しかし、そんな不安はすぐにふき飛びました。施設長を

性を尊重した支援を目にすることができ、利用者も安心して

はじめとした職員の方々は、皆さん親切に迎え入れてくだ

生活できている環境だと感じました。その他にも学べたこと

さり１ヶ月間はあっという間に過ぎてしまいました。

は沢山あり、とても充

また今年はコロナの問題もありその不安もあったのです

実した実習期間となり

が、職員の方々の徹底した対策により安心して実習に取り

ました。それは温かく

組むことができました。

受け入れてくれた職員

そして何より、利用者の方々の明るい笑顔が一番印象に

や利用者の皆様のおか

残っています。ここでの経験は一生忘れられない私の財産

げだと思います。本当

です。本当にありがとうございました。

に感謝しています。
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事業所紹介

光洋愛成園
障害者支援施設（施設入所支援事業・生活介護事業）／短期入所事業／日中一時支援事業

光洋愛成園の食事特集（どんな食事を食べているかな？）
安心安全で栄養計算がされた美味しい食事の提供は当然であり、
“ 明日の活力になる味 ”を
持てる技術を駆使し､ 365 日３食提供しています。幸せになれる食事を探求し続ける｡ これが
私の想いでありこだわりです｡

大山 力也
主任栄養士

19 歳でパティシエの道へ入る。その後様々な調
理現場で経験を積みながら 25 歳で栄養士免許を
取得。現在に至る。

〈お楽しみおやつ〉

〈イベント食〉
パンケーキ

自前のおせち料理

水野 美由起

えらべるケーキ

クレープ

うるち米で作ったおはぎ 創立 29 周年記念
手作りケーキ
頂いた「なし」で作った
コンポート

下膳時に
利用者さんから
「おいしかった」
との言葉が一番の
ご褒美タイム
です。

今毎日
楽しく仕事が
できているのは
『おいしい』って
笑顔で喜んでくれる
利用者さんの
おかげです。

調理員
『事務職、技術職から調理の道へ。』全く別業種か
ら入職し、料理の道でずっと来た職員とは違った
味のある調理員。

今川焼

佐藤 真梨耶
調理員

〈日常食事〉

栄養士（現在は調理員として現場の第一線で活躍中）。
障がい児童施設での支援経験を持ち、イタリアン
レストランにて修行も積んできました。

利用者さんとの会話も
私にとってはこの仕事の
やりがいとして感じています。

医療現場で積んだ実績を武器に給食業務に
あたってくれています。利用者さんへの
笑顔が素晴らしい元看護師さんです。
ゆうあい vol.38
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江橋 君江
調理員

事業所紹介

ワークセンターさくら
障害福祉サービス事業所

多機能型事業（就労継続支援Ｂ型事業・生活介護事業）／日中一時支援事業

５月 手作りおやつ

６月 小規模外出支援

なみえ焼きそば

ミニお遍路

浪江町出身の職員と共に、なみえ焼
きそば作りに挑戦しました。皆さん大
盛り上がりでとても楽しくおやつ作り
ができました。

楢葉町にある、寺院「大楽院」にド
ライブ外出を行いました。お寺の中に
は本や図鑑等があり、皆さん有意義な
時間を過ごされていました。

生活介護 作業の様子
いちご・きゅうり等 種まき・収穫

生活介護グループでは、いちご・きゅうり・すいかの種ま
きを行いました。収穫の際には、
立派な実ができていました。

就労 作業の様子 内職・食品班

７月 施設内スポーツ大会

第１回ワークセンターさくらスポー
ツ大会を実施しました。３種目に分か
れ競いました。最後に賞状・メダル授
与があり、皆さん喜ばれておりました。

ワークセンターさくらフィットネスジム
エアロバイク、ウォーキングマシン使用

生活介護室にフィットネスマシンを設置し、体力維持の為、
健康増進の為に活用しています。

ワークセンターさくら

給食紹介

石田照子さんの
誕生日リクエストメニュー

須田調理員…利用者様に満足してもらいたいな。笑顔
になってもらいたいなと思いながら給食を作っています。
皆さんからの「美味しかったよ」「ありがとう」の
言葉を励みにこれからも給食を作っていきたい
と思います！

▲

須田調理員

ワーク
センター
さくら

新商品の
ご案内

ている加工みそに
かねてより販売し
場しました！
新商品（２種）が登

松本調理員…安心して食べられるように安全を期
して、料理を食べた人が 「美味しかったよ！」と
笑顔になり喜んでくれたらいいなと思いながら
食事作りをしています。利用者様が食べている姿
を見ると嬉しく思います！

松本調理員

▲

内職グループは、委託業務の肥料袋を熱心に取り組んでい
ます。食品班グループは、こんにゃく・味噌商品作りに皆さ
んで協力して取り組んでいます。

適度な辛さがお肉の味を引き立てる“旨辛”と最近話題の“激辛”
の２種類となります。 お試ししたい方はぜひ店頭や施設での
ご購入、またはワークセンターさくらまでお問い合わせください。

オニクオイシクナール オニクオイシクナール お問い合わせ先 ワークセンターさくら
☎０２４０-２３-６３１６
旨辛 410 円（税込）
激辛 410 円（税込）
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事業所紹介

サポートセンターゆうあい
障害福祉サービス事業所

共同生活援助事業／特定相談支援事業／日中一時支援事業

「ガーデニング
ガーデニング」

――――――――――――

今年度から野菜作りを始めた畑で、汗を流しながら草取り
や野菜の収穫を行いました。「来年はもっと色々な種類の野
菜を作りたい」と皆さん目を輝かせていました。

良い機会なので、自粛期間を有意義に過ごすため、一緒に
「料理」も行いました。職員や世話人にアドバイスをもらい
ながら調理を行い、みんなでお腹いっぱい食べました。

「お楽しみ食事会
お楽しみ食事会」

―――――――――――――

全集中 ” で取り組んでいます !!
コロナ対策に “―――――――

「映画鑑賞
映画鑑賞」

―――――――――

今年はなかなか外出できませんが「映画館に行きたい」
「映
画を観たい」という希望は多く聞かれており、各ホームでシ
アターセットを使用して、ミニ映画館の雰囲気を楽しんでい
ます。

ソーシャルディスタンスを気に掛けながら、ホーム駐車場
で今年の夏の思い出作りを行いました。たくさんの野菜や
お肉が刺された大きな串や焼きそば、ウインナー等を笑顔
で食べていました。

本人活動の会ぴいす
「バーベキュー
バーベキュー」

―――――――――――――――
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令和元年度 社会福祉法人友愛会財務報告
貸借対照表

令和２年3月31日現在
資産の部

流動資産
固定資産

482,481,962 流動負債
1,920,659,901 固定負債
負債の部合計

事業活動収支計算書

（至）令和２年３月31日

（単位：円）

勘定科目
サービス活動増減の部
サービス活動収益計⑴
サービス活動費用計⑵
サービス活動増減差額⑶＝⑴－⑵
サービス活動外増減の部
サービス活動外収益計⑷
サービス活動外費用計⑸
サービス活動外増減差額⑹＝⑷－⑸
経常増減差額⑺＝⑶＋⑹
特別増減の部
特別収益計⑻
特別費用計⑼
特別増減差額⑽＝⑻－⑼
当期活動増減差額⑾＝⑺＋⑽
前期繰越活動増減差額⑿

当期末繰越活動増減差額⒀＝⑾＋⑿
基本金取崩額⒁
その他の積立金取崩額⒂
その他の積立金積立額⒃

次期繰越活動増減差額⒄＝⒀＋⒁＋⒂－⒃

社会福祉事業合計
420,695,771
436,101,347
-15,405,576
5,322,267
0
5,322,267
-10,083,309
30,918,000
30,918,000
0
-10,083,309
1,046,460,301
1,036,376,992
0
1,150,000
15,000,000
1,022,526,992

資金収支計算書

（自）平成31年４月１日

負債の部

純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
純資産の部合計
2,403,141,863
負債及び純資産の部合計

資産の部合計

（自）平成31年４月１日

（単位：円）

（至）令和２年３月31日

勘定科目
事業活動による収支
事業活動収入計⑴
事業活動支出計⑵
事業活動資金収支差額⑶＝⑴－⑵
施設整備等による収支
施設整備等収入計⑷
施設整備等支出計⑸
施設整備等資金収支差額⑹＝⑷－⑸
その他の活動による収支
その他の活動収入計⑺
その他の活動支出計⑻
その他の活動資金収支差額⑼＝⑺－⑻
予備費⑽
当期資金収支差額合計⑾＝⑶＋⑹＋⑼－⑽
前期末支払資金残高⑿
当期末支払資金残高⒀＝⑾＋⑿

（単位：円）

社会福祉事業合計
426,018,038
389,591,415
36,426,623
30,918,000
164,152,072
-133,234,072
7,356,112
17,845,474
-10,489,362
0
-107,296,811
447,732,878
340,436,067

158,166,068
25,214,771
183,380,839
118,438,527
1,020,795,505
58,000,000
1,022,526,992
2,219,761,024
2,403,141,863

財産目録

令和２年3月31日現在
Ⅰ資産の部
１．流動資産
現金預金
売掛金
商品・製品
原材料
未収金
事業未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産
⑴基本財産
建物
土地
基本財産計
⑵その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
積立資産
退職給付引当資産
その他の固定資産計
固定資産合計
資産合計
Ⅱ負債の部
１．流動負債
預り金
職員預り金
1 年以内返済予定設備資金借入金
賞与引当金
事業未払金
流動負債合計
２．固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

（単位：円）

法人全体
324,456,698
0
128,521
1,770,306
24,000,000
131,241,483
884,954
482,481,962
1,684,521,001
53,843,577
1,738,364,578
800,000
5,448,495
15,322,065
48,933,387
6,440,152
22,136,453
0
58,000,000
25,214,771
182,295,323
1,920,659,901
2,403,141,863
法人全体
0
820,537
0
18,019,000
139,326,531
158,166,068
0
25,214,771
25,214,771
183,380,839
2,219,761,024
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皆様の温かいご寄附・
ご協力ありがとう
ございます

・福島県保健福祉部長 様

・佐藤美也子 様

・大山伸一 様

・高橋たけ子 様

・菅家守子 様

・伊東勝子 様

・坂本祐美 様

・福島県明乳会 様

・株式会社協和マイクロ 様

・松本房夫 様

・松本美香 様

福島県明乳会様より車イスをご寄贈
頂きました。
大切に使用させて頂きます。

ワークセンターさくら

ユースエール企業の
認定を受けました



一人前基準・独り立ち基準の作成


ユースエール認定制度とは若者
の採用・育成に積極的で、若者の

の専門家派遣支援の一環として、令和２年度は株式会

雇用管理の状

社日本コンサルタントグループ様よりご支援を頂きまし

況などが優良

た。コンサルタントの方のご指導の下、中堅若手職員を

な中小企業を

中心としたメンバーが中心となり、新卒職員の採用強化

厚生労働大臣

と定着、
キャリアパス制度の改善と定着を目的とした「１

が認定する制

人前基準」
「独り立ち基準」の作成を行いました。

度です。

新人

資 格 取 得 者 一 覧
合
計

防火管理者

衛生管理者

調理師

栄養士

保育士

看護師

介護初任者研修

ヘルパー２級

社会福祉主事

介護福祉士

精神保健福祉士

社会福祉士

友愛会では職員の募集をしています。
募集人員

◦光洋愛成園
生活支援員 正職員（新規大卒者）２名
◦ワークセンターさくら
作業療法士 正職員
1名
調理員 非正規職員
1名
◦サポートセンターゆうあい
相談支援専門員 正職員
1名

※作業療法士、相談支援専門員については資格所持必須
遇

友愛会就業規則及び給与規程によります。詳細につきましては、社会福祉法
人友愛会 法人本部事務局へお問い合わせください。
※既に募集人員を満たしている場合もございます。随時、最新の求人状況に
ついてはホームページ上に掲載しておりますので、ご覧ください。

趣

味

一

言

調理員）

映画鑑賞・洋楽を聴く・人間観察＆分析

一

言

利用者様に「おいしい！」と思っても

& I
YOU VOL.7

リレー

☎0240-23-6306

HP http://www.yuaikai.net/

｜編｜集｜後｜記｜

渡邉 勝治
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者の皆さんが安心して生活を送れるよ
う支援していきます。よろしくお願い
いたします。

味

問い合わせ先

ゆうあい vol.38

9 月より入職しました佐藤です。利用

趣

〒 979-0402
福島県双葉郡広野町大字下北迫字東町 203-1

寒さが厳しくなる中コロナウイルスの感染拡大も気に
なるところです。当法人では消毒、検温、マスク着用等、
日々細心の注意を払い、利用者様の健康確保に職員一丸
となって取り組んでいます。先日、高校への講師派遣や
実習生を迎え業務に参加していただきましたが、今回の
経験を基に幅広い活躍ができる事を期待しています。

生活支援員）

映画鑑賞

松本浩子 （ワークセンターさくら

職員
募集

資格要件
◦高卒以上 ◦ 59 歳以下 ◦普通自動車免許
待

佐藤ゆかり （光洋愛成園

8 27 ３ ０ ３ １ ３ ３ ３ 11 67

３ ２

介
紹
員
職

前年度に引き続き、公益社団法人福島相双復興推進
機構（福島相双復興官民合同チーム）様による当法人へ

ワークセンターさくら
主任生活支援員

らえる食事を提供したいと思っていま
す。一生懸命頑張っていきたいと思い
ますのでよろしくお願いします。

渡邉さんは私が入職した時に大変お
世話になった先輩です。人生経験豊か
な渡邉さんはどんなトラブルが起きて
も常に余裕のある表情で適切なアドバ
イスをして下さいました。その一方で
行事等の際には利用者様に盛り上がっ
て頂く為に全身タイツを着て踊る等、
おちゃめな一面もあります。また利用
者支援でも８年前に担当していた利用
者様から「親方」と未だに慕われてい
る程に利用者様から人気があります。

（記：光洋愛成園

主任生活支援員

伊藤圭洋）

