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北海道ハピニス

平松

朋紀

就任のごあいさつ
略

歴

平成14年３月北星学園大学卒業、同年４月特別養護老人ホーム和幸園相談員として入職、
平成21年４月法人本部改革推進室、平成22年４月からは法人統括事業推進室長として、新
規事業の開設、また法人内全事業所の経営管理を専門に行い、法人の経営改善に取り組む。
平成27年４月法人事務局長、平成29年４月グリンハイム施設長に就任、平成30年４月からは
法人常務理事に就任する。

日頃より当法人に対し、ご利用者、ご家族、地域の皆様、他関係者の皆様にあたたかいご支援とご協力を賜り、心
より御礼申し上げます。この度、平成30年４月１日付で当法人は新執行部体制でスタートを致しました。社会福祉が大き
な変革期を迎えているこの時期に常務理事という大任を仰せつかり、その重責に身の引き締まる思いでございますが、
優秀な350名の職員達と手を携え、ご利用者、地域のために邁進して参る所存でございます。皆様には、今後ともご指導、
ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い致します。

ご利用者にも、職員にも、あたたかい法人でありたい !
当法人は、昭和47年に設立以来、長年にわたり福祉事業を運営し、現在では高齢者、障がい者関係事業を11事業展
開、職員も350名が在籍する組織に成長致しました。法・制度、福祉ニーズは変化を続けておりますが、普遍的なものと
してお一人おひとりの気持ちに誠実に向き合い、支援を必要とする方々に手
を差し伸べていくことが、私達の使命と考えます。また、介護人材が不足し
ている昨今、人材の確保・採用に目が向きがちではありますが、まずは350
名の職員がしっかりと、やりがいと誇りを感じて、ご利用者と向き合ってもら
えるような職場環境を創っていくことが、最も大切にしなければならないこと
と思っております。法人が目指す「ご利用者個々の自分らしい生活の実現」
を支援するのは「人（職員）」です。その「人（職員）」を「人財」として大
切に育てることが、ご利用者の「笑顔」に繋がるものと考えております。

知恵と発想力、経験と実践力を！
今後の日本は、専門的、且つ高度な福祉の力が求められる時代へと入っ
ていくと同時に、増え続ける福祉事業所が淘汰される時代へ足を踏み入れて
います。北海道ハピニスを創り、育ててきた先達の「想い」を礎に、350名
の職員の「知恵」と「発想力」、
「経験」と「実践力」に基づいた法人運営
が必要となります。職員とのコミュニケーションから始まる「イノベーション」、
それが当法人の未来へと繋がっていくものとなると確信しています。福祉の
仕事においては、私達の関わりがその方の人生さえも変えることがあります。
その「責任」と「誇り」を胸に、一歩一歩進んで参ります。

平成30年度
社会福祉法人北海道ハピニス
執行部体制
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★ ★ ★ あ う る の森が オー プン ★★ ★
平成30年4月2日、
パワーリハビリ専門のデイサービスとして、
「和幸園自立訓練型デイサービスセンター
あうるの森」を開設致しました。この度の事業所開設に際しましては、地域の皆様、関係機関の皆様には、
過分なるご厚情を賜りましたことを、心より御礼申し上げます。
「あうるの森」は、月曜日から金曜日の週5日間開所し、午前9時15分から12時20分・午後13時45分か
ら16時50分の2区分で、定員は各10名とし事業を開始致しました。
職員配置につきましては、リハビリ専門職の理学療法士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門等
の有資格者、デイサービス経験者である選りすぐりのスタッフを5名配置致しました。
「あうるの森」は、
「オムツゼロ特養」である特別養護老人ホーム和幸園が平成21年より取り組んでお
ります「自立支援介護」という竹内孝仁教授の竹内理論に基づき、基本ケアの1つである運動：パワーリ
ハビリに特化したデイサービスとして、ご利用者がその方らしく地域で生活することを支援するという
ことを基本方針としております。
竹内理論による基本ケアとは「水分」1,500㏄、
「食事」1,500㎉、
「排泄」はトイレで排尿を基本とし
て下剤や浣腸を使わない自然排便、
そして「運動」をベースとしております。
「あうるの森」では、
その「運
動」に対し、パワーリハビリという手法により、軽負荷の運動で安心、安全、且つ効果的なリハビリを
実施致します。パワーリハビリ機器は、病院等の医療機関でも効果が報告されている最新機器を6種類導
入し、理学療法士を中心に研修を受講した専門職員が機器によるリハビリを実施致します。
6種類のリハビリ機器の効果は各々異なりますが、基本的には軽負荷を掛けながら使わなくなってし
まっている不活動筋を少しずつ動かすようにリハビリを開始致します。不活動筋の再活動により、身体
のバランスを保つことができるようになり、適切に身体を動かすことができるようになります。6種類の
機器を組み合わせてリハビリを行うことで、例えば歩行距離を延ばすことも可能となります。パワーリ
ハビリにおける軽負荷というのは、その方が「楽に動かすことができる」負荷の範囲で行うため、安全
且つ介護度の重い方でもリハビリを受けることが可能となります。
ぜひ、私たちとパワーリハビリに取り組みませんか？以前の自分の身体を取り戻し、諦めていたことを、
また始められるかも知れません。
「あうるの森」では見学・体験を随時受け付けております。
おかげさまで、登録者数も30名を超えそうです。興味のある方は、是非お早めにご連絡ください。お
待ちしております。

3

かけはし

北海道ハピニス 広報誌

44

No.

特別養護老人ホーム和幸園
5月28日（月）、四条二丁目のユニット外出行事で
ホーマック西岡店内に併設されている「クレイスペー

理想のコップを作る！

ス西岡陶房」へ行ってきました！！
思い思いの作品を作り、ある方はマグカップを、あ
る方はお皿を作りました。焼き上がりは約1 ヶ月後な
ので焼き上がりが待ち遠しいですね！！

るよ〜♪

プを作
これからコッ

をつけます！

形にこだわり

障がい者支援施設グリンハイム
こんにちは！グリンハイムです！今回はグリンハイムにおける日常の一コマを切り取ってご紹介させ
ていただきます。
①②：揚げたて天ぷらバイキング！今日に限ってはダイエットも中止…(・・。)ゞ
③：待望の新しいカラオケ導入！曲数も増えてレパートリーを増やす楽しみが出来ました！
④⑤⑥：札幌ワンズさんが来訪してくださり、動物大好きの皆さんが集まってくださいました。
うだい

のせてちょ

① どんどん

③ この曲が歌

いたかったの

② うんまー

い！ほっぺ

4

！

たおちるー

④ あったかくて気持ちいいね♪
！

わ

⑤ 上品な毛並みしてます
（●＾ o ＾●）

⑥ 抱っこし

て一緒にハ

イチーズ！
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和幸園デイサービスセンタ−
和幸園デイサービスセンターです。
今年の開花は４月26日（木）でした。
満開の桜の花の下、デイサービスの皆さんと花見をしてきました。
特に今年の桜はとても綺麗でした。
石山の桜、是非見てみてください。

満開の桜の下で
いい▶

外は気持ち

麗ね…

見て見て綺

みんないい顔

してるね

生活介護事業所グリンハイム
5月25日（金）今年度1回目の外出行事に行ってきま
した。当日は晴天とはいかず、曇り空でしたが目的地は
屋内だから大丈夫。車内では外の景色を見ながら、北広
島からは高速道路を利用して新千歳空港へ。到着後は飛
行機を見たり、楽しみにしていたショッピング・昼食を皆
さん満喫されていました。広い空港内は見る所が沢山あっ
て、帰りの集合時間まであっという間に時間が過ぎました。
まだまだ楽しみたくて、名残惜しかったですね。
ウ？

ころにゾ

こんなと

撮影

もんと記念

クにドラえ

ッ
飛行機をバ

飛行機のタイヤの大き

さにびっくり！

な笑顔

を見て素敵

色々な展示
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芸術の森デイサービスセンター「のえるの森」
のえるの森創設11

周年祝い膳

足踏み運動
５月人形と記念撮影

お花見

のえるの森創設11周年の催し

ネーションを
母の日に向けてカー
作りました

膳

端午の節句祝い

い

八剣山で馬とふれあ

前庭でお花見散歩

散歩後のひと休み

和幸園・グリンハイムホームヘルプサービス事業所

調理実習を行いました!!

みんなで試食！
おいしく出来ました♪
6
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発行：平成30年6月30日

★

竹内先生基調講演 ★

5月18日（金）
、国際医療福祉大学大学院 竹内孝
仁教授に東京よりお越し頂き、
「高齢者を元気にす
る基本ケア」という題目で「和幸園自立訓練型デイ
サービスセンターあうるの森」開設記念基調講演を
いただきました。
地域の方々 25名を含む90名あまりの関係者が聴
講させて頂きました。
基本ケア（水分・食事・運動・排泄）により自立
支援を目指していくことを基本に、①身体的自立の
回復、②認知症状の改善 ③胃ろうからの経口常食
化、④転倒してしまう方のケースもご紹介頂き、基本ケアに沿ってケアをすることで改善されていく
というものでした。
地域住民の方々も、自身の予防も含め、水分摂取を目指す大切さを学ばれ、ご家族にも同じように
すすめてみたい、とおっしゃっていました。
講義を聞かせて頂き、ご利用者お一人おひとりが自立を目指せるケアを、専門職として、エビデン
スに基づき実践していくことが必要であると改めて実感することができました。

職

員

新年度に入り、法人内各施設、事業所へ新たな
介護職員が入職しています！和幸園・グリンハイ
ム、それぞれ新卒者が２名入職し、研修や業務に
日々努力してくれています。新人職員達の素晴ら
しいところは、物怖じせずにご利用者としっかり
向き合い、今自分ができることを一生懸命実践し
ようとしてくれるところです。また、その新人職
員達をフォローし、大事に育ててくれている先輩
職員達にも感謝です。
半年後、１年後に、新人職員達が大きく成長す
るのと同様に、周りの職員もさらに成長し飛躍し
てくれることを心から期待しています。

記録も重要なお仕事

紹

介

グリンハイム施設長と新人職員による茶話会

食器洗いやお掃除など縁の下の力持ち

7
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社会福祉法人

資金収支計算書
（平成29年４月１日〜平成30年３月31日）
勘定科目

収

介護保険収入
老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
流動資産評価益等による資産増加額
事業活動収入計（1）
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）−（2）
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計（4）
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（5）
−（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
そ
拠点区分間繰入金収入
の
サービス区分間繰入金収入
他
の
その他の活動による収入
活
その他の活動収入計（7）
動
長期運営資金借入金元金償還支出
に
長期貸付金支出
よ
る
投資有価証券取得支出
収
積立資産支出
支
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）
その他の活動資金収支差額（9）=（7）−（8）
予備費支出（10）
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）

拠点区分
合

計

法人本部拠点
本

部

934,615,424
635,941,587

グリンハイム拠点
障がい者支援施設
グリンハイム

547,881,142

生活介護事業所
グリンハイム

51,559,654

320,000

4,783,510

1,185,704
5,014
12,255,600

174,704
77
3,007

401,000
1,205
5,315,822

280
7,668

1,589,512,939
1,032,094,385
194,970,486
185,434,018
9,462,158
6,714,234

497,788
10,454,000

558,382,679
343,382,219
78,999,141
71,017,233

51,567,602
37,360,798
5,333,324
4,438,727

1,428,675,281
160,837,658
25,356,000

17,825,516
-17,327,728

入

5,509,610

事業活動による収支

支

7,371,516

出

824,582

494,223,175
64,159,504
25,356,000

47,132,849
4,434,753

収
入

支
出

施設整備等による収支

39,672,000
540,912

10,452,000

65,568,912
79,344,000
61,685,230

35,808,000
20,904,000
39,825,864

5,276,400

6,934,392
147,963,622
-82,394,710

149,040

4,143,888
5,276,400
-5,276,400

収

17,191,804

64,873,752
-29,065,752

149,040
-149,040

4,923,594

入

32,500,000
3,000,000
20,410
52,712,214

23,500,000

6,000,000
1,000,000

23,500,000

11,923,594

支

18,469,220

403,425

32,500,000
3,000,000
20,410
80,582,210
-27,869,996

5,000,000
2,000,000

2,000,000
1,000,000

23,500,000

25,469,220
-13,545,626

3,403,425
-3,403,425

50,572,952
609,727,139
660,300,091

895,872
9,738,332
10,634,204

21,548,126
140,484,690
162,032,816

882,288
36,000,974
36,883,262

出

45,061,800
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北海道ハピニス

決算報告
（単位

和幸園拠点
相談支援事業所
グリンハイム

特別養護老人
ホーム和幸園
699,592,576

地域事業部拠点

和幸園
デイサービスセンター
102,850,234

和幸園居宅介護
支援事業所
41,514,502

和幸園ホームヘルプ
サービス事業所
45,012,906

10,219,027

グリンハイム
ホームヘルプ事業所

千円）

芸術の森
デイサービス拠点

芸術の森
デイサービス
45,645,206

26,281,764
406,100

114

10,219,141
9,109,067
436,390

9,545,457
673,684

590,000
1,588
6,153,957

20,000
621
589,660

706,744,221
447,338,097
90,334,622
76,566,882
9,420,988
5,889,652

629,550,241
77,193,980

112
73,146

289
110,612

606

122
1,728

103,460,515
67,243,341
13,647,635
7,630,778
41,170

41,587,760
33,021,472
133,913
4,559,154

45,123,807
34,114,992

26,282,370
19,405,284

8,199,993

1,858,947

45,647,056
30,665,115
6,521,851
3,354,398

88,562,924
14,897,591

37,714,539
3,873,221

42,314,985
2,808,822

21,264,231
5,018,139

40,541,364
5,105,692

291,600

145,800

291,600

76,935,430
-47,174,518

291,600
-291,600

145,800
-145,800

291,600
-291,600

10,768,490

1,499,720

857,700

686,110

29,220,000
540,912
29,760,912
58,440,000
15,704,926
2,790,504

2,000,000

3,000,000

2,000,000

20,410
13,788,900

1,499,720

168,720

21,933,610

2,363,315

15,000,000

5,500,000

168,720
1,831,280

20,410
36,954,020
-23,165,120

7,863,315
-6,363,595

2,504,964
13,101,828
15,606,792

6,854,342
221,965,559
228,819,901

8,242,396
74,419,481
82,661,877

179,700

2,000,000

3,000,000

857,700
-857,700

2,686,110
-2,686,110

3,000,000
-3,000,000

179,700
-179,700

2,869,721
12,732,834
15,602,555

-168,888
33,857,587
33,688,699

2,018,139
49,164,516
51,182,655

4,925,992
18,261,338
23,187,330
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春野

守夫 様

平成30年４月「和幸園自立訓練型デイサー
ビスセンターあうるの森」開設に際し、当法
人顧問（元理事長）春野守夫様よりリハビリ
機器1基を御寄贈（100万円相当）いただき
ました。「あうるの森」は、機能訓練に特化
したデイサービスセンターとしてリハビリ機
器を揃えております。春野守夫様より御寄贈
いただいたことでさらに幅を広げ、充実した
機能訓練サービスを提供することができるよ
うになりました。春野守夫様、心より御礼申
し上げます。

北海道ハピニスホームページアドレス

http://hapinisu.com

はじめました！

検索

北海道ハピニス

ボタンをクリックしてください！

編 集 後 記
新緑が目に鮮やかな季節となりました。 和幸園の周りでは蝉の鳴き声が心地良く聞こえご利用者・ご家族が
遊歩道を散歩する姿を見かけます。
これから段々と暑くなってきますが、暑い夏といえばよく冷えたビールを飲むのが楽しみな季節になります
ね！適度な飲酒で今年の夏も乗り切っていきたいものです ( 笑 )


広報委員会 山本

平成29年4月より組織機構変更致しました
SINCE 1972
特別養護老人ホーム

和 幸 園

通

所

事

業

部

地

域

事

業

部

〒005–0849 札幌市南区石山932番地3
TEL.011–591–5210 FAX.011–591–5231
和幸園短期入所生活介護事業所

和幸園デイサービスセンター
〒005–0849 札幌市南区石山932番地3
TEL.011–592–7710 FAX.011–591–5231

〒005–0855 札幌市南区常盤5条1丁目1–7
札幌市南区介護予防センター石山・芸術の森
TEL.011–592–7622 FAX.011–592–7775

障がい者支援施設  グリンハイム

生活介護事業所グリンハイム
〒005–0849 札幌市南区石山933番地3
TEL.011–591–5211 FAX.011–592–5063

和幸園指定居宅介護支援事業所
TEL.011–592–7727 FAX.011–592–7775

〒005–0849 札幌市南区石山933番地3
TEL.011–591–5211 FAX.011–592–5063
グリンハイム短期入所事業所
相談支援事業所グリンハイム

和幸園芸術の森デイサービスセンター「のえるの森」
〒005–0850 札幌市南区石山東7丁目1–55
TEL.011–594–2077 FAX.011–594–2088

和幸園ホームヘルプサービス事業所（高齢者）
グリンハイムホームヘルプサービス事業所（障がい者）
TEL.011–592–7827 FAX.011–592–7775

和幸園自立訓練型デイサービスセンター「あうるの森」
〒005–0855 札幌市南区常盤5条1丁目1–7
TEL.011–596–7662 FAX.011–592–7775

お知らせ：個人情報保護法について

機関誌に利用者の写真を掲載する場合、本人の同意が必要となりますが、当施設においても本人及び家族
の同意を得てから掲載させていただいております。
※本キャラクターの無断転載を固くお断りいたします。
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