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技能実習生の日本語能力試験Ｎ３／Ｎ２の勉強の合間に
日本語能力試験Ｎ３・Ｎ２取得に向けて勉強中。
Ｎ２は日本人でも難しいです。
合格を祈って施設内模擬試験を実施中❣ 加油❣❣

７月の猛暑の日、中国人技能実習生３名と
市内のインドカレー専門店 カシミール に
行きました！
彼女達のものは激辛を注文しましたが、辛さ
が少ないらしく店特性香辛料を追加で注文し
瓶の中身がほとんど空になるほど、たっぷり！
積もるほど！！振りかけていました（笑）

特集Ⅰ 新型コロナウイルス対応について

特集Ⅳ 春から夏の様々な出来事について

特集Ⅱ

クラスターにより学んだこと

特集Ⅴ

中国人技能実習生夏の日の出来事

特集Ⅲ

山崎園拠点の出来事より

特集Ⅵ

令和２年度統括決算報告

新型コロナウイルス対応について
全施設にて面会制限のお願い

おそるべし

社会福祉法人三幸会
理事長 竹村 寿文

令和２年度統括決算報告
貸借対照表 （単位：円）
資産の部
流動資産
固定資産
基本財産
その他の固定資産
資産の部の合計

この度、全国的に感染の第五波らしき兆候が見られ、静岡県内の感染拡大を受け県内にも「８月８日よりまん延防止
等重点措置」「８月２０日より緊急事態宣言」が適用され、浜松市内においても陽性感染者が多数発生していることを
鑑み、再度『８月９日より全施設にて面会制限』を入れ、安全を優先させていただくこととしました。

負債の部
流動負債
996,994,921
固定負債
4,798,213,672
負債合計
3,284,187,185
1,514,026,487 純資産の部の合計
5,795,208,593 負債及び純資産の部の合計

事業活動計算書 （単位：円）

154,664,531
185,781,263
340,445,794
5,454,762,799
5,795,208,593

つきましては、ご家族様・関係者様には誠に申し訳なく心苦しい思いではありますが、入居者様の安全と健康、職員
が安心して勤務できる環境を実現するためであり、ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
なお、「Ｚｏｏｍ」「Ｓｋｙｐｅ」を使ったオンライン面会は全施設において随時受け付けておりますので、ご希望の日時を
考慮の上、各施設にお問い合わせください。
国内の感染状況が未だ予断を許さない状況下であり、日々の推移により流動的な対応をしますが、感染拡大防止
に向けて何卒ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
この新型コロナウイルスが世の中から一刻も早く終息しますことをお祈り申し上げます。

資金収支計算書 （単位：円）

勘定科目
金 額
勘定科目
サービス活動収益計
事業活動収入計
1,950,639,588
サービス活動費用計
事業活動支出計
1,870,585,120
サービス活動増減差額
事業活動資金収支差額
80,054,468
サービス活動外増減差額
施設整備等資金収支差額
2,692,636
特別増減差額
-16,436,058 その他の活動資金収支差額
当期活動増減差額
当期資金収支差額
66,311,046
以上、ご報告させていただきます。
詳細はホームページ内の事業報告、施設内入口情報公開資料をご参照ください。
お願い

常日頃、当法人内の社会福祉事業に多大なるご理解とご協力、ご利用を賜り誠にありがとうございます。
さて、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が日本に広まり始めて以来、当法人内の対応としまして、「持ち込まな
い、持ち込ませない」を合言葉にご家族様、関係者様、取引業者の皆様には、浜松市内及び近隣市内の感染具合に
よりその都度、面会制限を入れたり、面会制限を一部解除したりと対応してまいりました。

金 額

1,954,382,925
1,719,553,370
234,829,555
-780,510,947
573,305,092
27,623,700

また、一例ではございますが、当法人内では以下の感染予防策を実施しておりますことを補足します。
①全事業所にてマスク・フェイスガード・マウスガード等の着用
②体温管理・健康観察チェック・手洗い・うがい・消毒・換気の徹底
③オンライン面会、オンライン会議、オンライン研修の推奨
④空気清浄機・プラズマクラスター機の稼働
⑤入所者・短期入所者・通所利用者の健康観察チェック
⑥飛沫防止アクリルパーテーション等の設置
⑦人と人との距離確保、食事時間の変則、黙食の徹底
⑧職員とその家族の感染の多い県への国内旅行・海外旅行の自粛要請
⑨入所者の外出の一部制限
⑩入所者・職員のワクチン接種の推奨 １回接種率98.2％、２回接種率96.9％（８月５日現在）

法人・個人情報記載の為廃棄はシュレッダー又は焼却処分をお願い致します。
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クラスターにより学んだこと
新型コロナウイルス感染者発生と感染完全終息宣言のご報告
当法人の運営する救護施設神ケ谷園において、令和３年５月３０日以降６月１０日まで、勤務する職員３名、入
所者７名（施設感染９名、自宅感染１名）の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）陽性が確認されました。
感染者につきましては、浜松市保健所をはじめ、浜松医療センター感染管理認定看護師、静岡ＤＭＡＴ、浜松市
福祉総務課など各関係機関のご指導をいただきながら連携して適切な対応をし、法人内職員一丸となり、感染者
の入院・施設隔離・自宅待機と施設内消毒作業を継続し、感染拡大防止対策を講じてまいりました。
６月１１日以降、新たな感染者も無く施設内も落ち着いており、浜松市保健所のご指導もあり、６月２６日を
もって感染終息を宣言しました。
この結果より当施設は一部制限しておりました業務並びに往来、入所者への移動制限を解除し、通常生活を再開
しました。
感染が確認されましたご入所者様及び職員は、入院先の退院、施設隔離の解除、自宅待機より仕事復帰を順次行
い、元の生活に戻っておりますが、衷心よりお見舞い申し上げます。
新型コロナウイルス感染対策には万全を期してきたつもりですが、このように陽性者を発生させ、クラスターへ
と拡大してしまい、ご入所者様、ご家族様、関連業者様、地域の皆様方には多大なご心配とご迷惑をおかけしま
したことをお詫び申し上げますとともに、何卒ご理解とご協力賜りますよう、お願い申し上げます。
なお、陽性者発生当初より数多くの皆様方からの物資の提供、消毒作業のご協力、励ましのお言葉を賜り、感謝
申し上げます。

【経過】
・５月２８日
・５月２９日
・５月３０日
・５月３１日
・６月 １日
・６月 ２日
・６月 ３日
・６月 ４日
・６月 ５日
・６月 ６日
・６月 ７日
・６月 ８日
・６月 ９日
・６月１０日
・６月１１日
・６月１４日
・６月１６日
・６月１８日
・６月２２日
・６月２６日

職員のご家族の発熱による体調不良によりかかりつけ医を受診
保健所にてＰＣＲ検査実施と陽性確認、該当職員のＰＣＲ検査実施
該当職員の【陽性】確認
職員７名のＰＣＲ検査実施
７名全員陰性を確認
入所者１名発熱症状より保健所にてＰＣＲ検査実施、【陽性】確認
職員２０名、入所者６名、関連業者５名のＰＣＲ検査実施
職員１名、入所者１名の【陽性】確認
入所者１名発熱症状よりＰＣＲ検査実施、【陽性】確認、職員７名、入所者１２名のＰＣＲ検査実施
１９名全員陰性を確認、入所者２５名のＰＣＲ検査実施
入所者２名の【陽性】確認
入所者３名のＰＣＲ検査実施、３名全員陰性を確認、入所者４９名のＰＣＲ検査実施
入所者２名の【陽性】確認、職員１名、関連業者１名のＰＣＲ検査実施、２名全員陰性を確認
職員１８名、関連業者６名のＰＣＲ検査実施、職員１名の【陽性】確認、入所者３１名のＰＣＲ検査実施
３１名全員陰性を確認、入所者５名のＰＣＲ検査の実施、５名全員の陰性を確認
入所者５４名のＰＣＲ検査実施、５４名全員の陰性を確認
職員２５名、関連業者６名のＰＣＲ検査実施、３１名全員の陰性を確認
職員４名のＰＣＲ検査実施、４名全員の陰性を確認
入所者２名のＰＣＲ検査実施、２名全員の陰性を確認
感染の完全終息の宣言

認知症サポーター講座開催中

まつしろ新聞はいかが？

近隣の小学校４年生を対象に認知症サポーター講座
を毎年開催しています。
参加の児童も真剣。
職員得意の？寸劇
も有り。
今年度何箇所の小
学校に行けるかな？

松城デイサービスセンター入り口に毎月新聞が掲示されて
います。結構ためになる内容が！！

近隣の池谷様よりの寄贈
夏はスイカ、秋は梨、冬は白菜など・・・自分の畑でとれたたくさんの果物や
新鮮野菜を施設に提供していただいております。
それが見たことがないくらい立派なものばかりです。
いつもお気遣いをいただき、本当に感謝申し上げます。
理事長が前職において、池谷様のお孫さんが部下だったようで、その御礼
が１４年経った今でもずっと続いており、逆に頭が下がる思いです。
日本昔ばなしを彷彿させるような話です。

名前は『 しょうへい ？』

かんぱ～い！！

産前産後から育児休業を利用される女性職員が多く、８
月１日現在、６名の職員が育児休業を取得中。
しかも仕事復帰率１００％！！
エンゼルスの大谷翔平・柔道の大野将平・俳優の三浦
翔平・チョコプラの長田庄平 ・・・・・
今年の流行の名前は『 しょうへい 』でしょうか❓❓

大平台の園で、納涼祭を開催！炭火でフランクフルト、鶏つくね、
焼き鳥、たこ焼き、豚カツなどを焼き、輪投げや射的でお祭り
ムード満載！！浴衣姿で雰囲気をお楽しみいただきました。

寄贈品
キングラン東海様
マスク・エプロン・ゴーグル

コロナ禍の中のたくさんの善意をいただきありがとうございます！！

静岡トヨタ自動車様
加湿空気清浄機

最終感染者数：職員３名、入所者７名の１０名が陽性（Ｎ５０１Ｙアルファ型：イギリス株）
陽性者発生期間：５月３０日～６月１０日の１２日間
感染発生から完全終息宣言までの期間：５月３０日～６月２６日の２８日間
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明治安田生命浜松支社様
タオル・雑巾

春から夏の様々な出来事について
理事・監事・評議員の退任式
三幸会の理事・監事・評議員の役員等の任を永年お願いしてまいりました髙田守理事・
岡部忠雄監事・今井康博評議員が令和３年６月１２日の定時評議員会の任期を持って
退任されました。
永年の温かいご意見とご理解・ご協力、厳しい助言をいただき感謝申し上げます。
社会福祉法人三幸会
理事長
理 事
理 事
理 事
理 事
理 事
監 事
監 事

新役員等構成

竹村 寿文
竹村 信治
袴田 輝代
袴田 晃弘
宮﨑 厚
鈴木恵美子 新任
野嶌 康雄
鈴木 敏郎 新任

<令和３年６月１２日～>

評議員
評議員
評議員
評議員
評議員
評議員
評議員

白土
野田
川合
竹村
浜端
松下
今井

欣司
英一
敦
直樹
紀男
正行
寛

新任

今回の新型コロナウイルスクラスターを受け、今後のために統括をしあらためて重要対策を列挙します。是非、参
考にしていただき、クラスターを発生させない、感染者が出ても拡げない迅速な対応をよろしくお願いいたします。
①指揮命令系統の徹底とリーダーシップと情報統制
Ｔｏ Ｄｏ リスト
②常日頃の多職種連携と報連相の強化
③常日頃の他施設間連携の強化
④常日頃のアルコール手指消毒・施設内消毒・施設内換気の徹底
⑤常日頃の感染症注意喚起とご家族への協力の徹底
⑥常日頃の食事の際の黙食の徹底、３密回避の休憩場所確保
⑦ＢＣＰ計画書策定、周知、模擬訓練、防護服の着脱訓練
⑧会議・食事の際の飛沫防止アクリルパネルの設置
⑨グリーンゾーン・レッドゾーン決めとバリケード衝立の設置
⑩万が一感染者が出た場合すぐの施設内徹底消毒の継続
⑪万が一感染者が出た場合のもったいない意識の排除
⑫万が一感染者が出た場合の個室隔離
⑬最新情報を記載するホワイトボード設置と職員への周知徹底
⑭入所者状態の多職種ミーティングの強化と情報交通整理
⑮アルコール・次亜塩素酸水・次亜塩素酸ナトリウムの使い分け
⑯非常用備蓄 不織布マスク・防護服ガウン・ゴーグル・フェイスシールド・アルコール・
非接触体温計・クイックルワイパー・簡易トイレ・バリケード衝立など

組織図

立入禁止ｿﾞｰﾝ明確化

◆◆◆ う れ し か っ た こ と ◆◆◆◆◆

大平台健康フォーラムのＨｙｂｒｉｄ方式

科学的介護 LIFE に悪戦苦闘

大平台健康フォーラムは昨年度コロナ禍から中止でしたが、
今年度は音響機器とリモート機器を導入し、先着最大３０名
までのリアル講座形式とＺｏｏｍを使ったオンライン講座形式
の 「Ｈｙｂｒｉｄ方式」 で開催中！！

令和３年度介護保険改正により対象事業所にケアの質の
向上に向けた科学的介護を導入するようになりました。エ
ビデンス採りのデータを国の機関のＬＩＦＥに送りますが、思
い通りにいかず悪戦苦闘。
どこの事業所も同じかと・・・。

・法人内／法人外の他施設からたくさんの応援物資・支援物資をいただいたこと
・法人内の他施設から午前・午後にたくさんの消毒応援者を毎日派遣していただいたこと
・法人内の他施設から４名の臨時職員を短期派遣してもらえたこと
・法人内の他施設から応援要請の際、たくさんの職員より了解を得られたこと
・静岡ＤＭＡＴや保健所やＩＣＴなどの外部支援の皆さんにたくさん励まされたこと
・友人・知人・近隣・役員等から激励の電話・メール・メッセージ・ＬＩＮＥがたくさん届いたこと
・二次感染者が発生しなかったこと
・入院者も重篤にならずに無事退院ができたこと
・職員のご家族の安全確保のためのビジネスホテル宿泊の対応をしていただいたこと
・３名の感染職員が欠勤ではなく、有給での特別休暇が認められたこと

◆◆◆ か な し か っ た こ と ◆◆◆◆◆
・他施設の皆さんもお忙しい中、急な応援で迷惑をかけてしまったこと
・感染者ゼロの記録が途切れてしまったこと
・入所者が感染の危険が理解できず、バリケードを乗り越えてしまったこと
・一番大変な時にテレビ局や新聞社が取材に来たこと
・誹謗中傷やお叱り、職員の来訪禁止の電話連絡を受けたこと
・新聞や浜松市からの情報上でクラスター施設として長期間ずっと掲載されていたこと

プロジェクト・・・ありがとう推進/広報イベント/接遇マナー向上
２０２３年の創立５０周年に向けて６つのビジョンが提示され、その活動の一環で 【 ありがとう 】 の言葉が書かれた 『 ひまわ
り 』 の花が施設内に。小学校の空き缶回収にも参加し、４５Ｌ袋一杯を寄贈。児童たちの学習環境に役立ちますように。
接遇マナー向上⑦ルールも毎朝、曜日毎に変え唱和。全員のベクトル合わせには重要ですね。

With You ６

最後に・・・
コロナは災害です。地震や津波と同じく、いつ何時襲ってくるかわかりません。
万が一襲ってきたときに全員が冷静に、一丸となり対応できる【ＢＣＰ計画書の策定】をお勧めします。
主担当は誰か、何を行うべきか、どの物資が必要か、いくつ保管されているか、連絡先はどこか等を平常時に全て
洗い出して決め事とし、準備し、全員が把握し、何度も訓練しておくことが大切と痛感しました。
三幸会は三幸の園・大平台の園・松城・山崎園・神ケ谷園と５箇所の拠点があり、事前に在庫確保と事前訓練して
いたおかげで、必要な物資を一気に集結し、可能な限り安全に人の応援を行うことができました。
危険な場所に近づくな、と言うのは簡単です。
でも人が生活する場を守る福祉施設では非常の際には奇麗事のみでは済みません。自分も感染するかもしれないと
いう極限の恐怖の中、一刻も早く安全に終息させるよう一致団結して立ち向かうかが大切。
静岡ＤＭＡＴの外部支援の皆さんから、「コロナは災害です、私達専門家がしっかり後方支援しますので一緒に終
息していきましょう、入所者１１０人と職員３０人、合計１４０人も居る入所施設では３０人か４０人くらい感染
者が出てもおかしくありません。それが少人数で抑えているのは奇跡的なこと、対策が確実に効いています。法人
内の結束力が強いからじきに終息するでしょう」という言葉がどんなに力になったかわかりません。
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山崎園拠点の出来事より

暑い夏にピッタリの『ようかん』作りをしました。ご入居者様に
材料を混ぜて頂いたり、容器に移すなど手伝って頂きました。冷
蔵庫で冷やしている間に「まだかね～」とソワソワ。冷蔵庫から
出てきたようかんを見て、皆さん笑顔でした。のど越しも良く美
味しく出来て大満足のご様子でした。

ご入居者様が元気で日々過ごして頂けるよう、毎年、ご入居者様
の健康診断にて、胸部レントゲン撮影と血液検査を実施しており
ます。

【ピッとシュ】を導入
し、検温とアルコール
消毒をしています。腕
をかざすと体温を読み
上げその後、「手を消
毒してください」とア
ナウンスが。
2ヵ所の施設入口と、
職員通用口に設置して
あります。来園者及び
職員の検温消毒対策は
バッチリ。

お好み焼きをしました！！
ホットプレートで焼いたので施設内はソースの匂いでいっぱいに。
普段はあまり召し上がらないご入居者様もおかわりに来て下さいま
した。感染対策を行いながら、喜んでいただけるようなイベント食
を計画していきます。
行政・法人職員と共に、篠原小学校４年生を対象とした高齢者福祉体験
を行いました。子供たちに体験グッズを装着してもらい、高齢者特有の
身体の不自由さを体験してもらいました。とても一生懸命に取り組まれ、
終了後には「自分もおじいちゃんやおばあちゃん、困っている高齢者を
見かけたら声をかけて助けてあげたい。」と話す子供たちに思わず感
動！！
グループホームではウクレレの伴奏で、『青い山脈』をみんな
で一緒にポンポンを振りながら歌って踊りました。施設長から
「発表の場があるといいですね！」とお褒めの言葉を頂きまし
た。皆様とてもイキイキと、いい笑顔をしていました。

花火大会とヨーヨー釣り
を行いました。まだ少し
明るい中での開催となり
ましたが、ヨーヨーを笑
顔で釣ったり、手持ち花
火を楽しそうにしておら
れました。
「花火がきれいだった
よ。」「またやりたい
な。」などのご感想を頂
きました。
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新型コロナウイルスのワクチン接種は、大多数の方が完了致しまし
た。接種後のご入居者様に重篤な副反応は認められず、接種前と変
わらず普段通りにお過ごしいただいております。
浜松市内も新型コロナウイルス感染者が急増していることから、基
本的な感染対策を徹底していきます。
ショートステイのご利用者様と職員が短冊に願い事を記入し、
笹に飾りました。
☆ご利用者様の願い事ランキング☆
１位：健康で過ごせますように
２位：美味しい物が食べられますように
☆職員願い事ランキング☆
１位：コロナが早く終息しますように
２位：宝くじが当たりますように

ヘルパーの仕事の一つで冷蔵庫の中を確認し、「今日の献
立は何にしますか？」とご利用者様と考えながら夕食作り
を一緒に行うことがあります。
昔話に花を咲かせつつ、慣れた手つきで卵を溶くご利用者
様が楽しそうにお話ししている様子を拝見するとこちらも
嬉しくなります。

デイサービスセンターのキッチンが新しくなりました。
木目調の素敵なキッチン！たっぷりの収納！大きな食洗器も付いてい
ます！！
ご利用者様と対面式になっていて、お顔がよく見える様になっていま
す。
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