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敬仁会の理念・基本方針
理　　念　本法人はすべての利用者の方々それぞれの尊厳・個性を尊重し、充実した生
　　　　　活を送られることを目指す施設運営を理念とする
基本方針　１）利用者の方々の要望・期待に応え、日々の幸せを実感できる施設である
　　　　　　　ことを基本方針とする
　　　　　２）利用者の方々の健康管理に常に配慮し、医療機関との連携を密接に行う
　　　　　３）利用者の御家族、地域住民に本法人の事業内容、意図を御理解頂くため、
　　　　　　　積極的に情報を開示し、満足して協力して頂ける体制づくりに努める
　　　　　４）職員各自が本事業の重要性を理解し、自らの分野・業務について自覚と
　　　　　　　高度の技術を身につけた専門職としての誇りを持ち、生き甲斐のある毎
　　　　　　　日を送れるべく努力する
　　　　　５）利用者の方々が満足し、職員の向上意欲・努力を発揮できる組織環境を
　　　　　　　構築し、持続可能な健全経営を行うことを目標とする

「コロナ猛威をふるう」

　松恵苑のユニットと多床室をつなぐ渡り廊下の中ほどに、飲み物の自動販売機設置場所があ
り、その左側の壁面が掲示場になっています。厨房を出て松恵苑につながっている場所で、食
事の運搬をしている給食の職員にも見慣れたポスターでしょう。数年前に私に送られてきたポ
スターを看護部に渡したところ、この場所に貼ってくれたもので一枚はつつが虫病、一枚はエ
ボラ出血熱への警告です。つつが虫病は秋田県では風土病ともいえるもので、数十年前には人
命を脅かすものでしたが、現在では診断が簡単でテトラサイクリンが効いて簡単に治癒するの
で、一般人にもよく知られ、あまり怖がられていません。
　エボラ出血熱は2014年に西アフリカに始まって全世界に広がり、死亡率90％という恐ろしい
感染症ですが、日本では防疫が手厚く行われ、市民生活を脅かすほどの切迫感はありませんで
した。
　感染症は人類にとって恐ろしい存在であり、切迫感はなかったものの、厚労省、医師会など
から送られてくるポスターを看護部に渡したところ、眼につき易い場所に掲示を続けていたこ
とは、先見の明といってよいでしょう。
　今回、短期間で世界中に広がって荒れ狂っている新型コロナウイルスは、未だ終息のきざし
が見えず、高齢者にとっては重症化するリスクが高いウイルスです。現状、経済・社会への影
響などについて、テレビ、新聞、雑誌等で、一般市民にも理解し易い解説が行われており、今
現在、ワクチン、抗ウイルス剤は開発中、あるいは治験段階です。
　敬仁会では、医療、防疫については敬徳会藤原記念病院と緊密な連絡をとって対応しており
ますが、新型コロナウイルス感染症については、簡単に疑いがあるというだけで、医療機関を
受診するのは危険です。敬仁会としては、職員に対して４月９日付けで「感染防止について」
の連絡、４月17日付けの県コロナウイルス緊急事態措置、４月21日付けの県・追加措置を受け、
４月21日に新型コロナウイルス感染予防強化のため具体的対応を職員の皆さんへ配布しており
ます（以後、状況に応じて方針を出しております）。
　各施設では、感染が疑われる利用者が発生した場合は、まず協力機関への連絡、感染症指定
医療機関への受診が判断された時点で「あきた帰国者・接触者相談センター」へ連絡し指示を
仰ぐこととしております。施設長（私へも直ちに連絡があります）への連絡もこの時点で行う
こととしています。
　事態は切迫しておりますが、入所者・利用者の方々・御家族に、必要かつ適切な対応が行わ
れますようお願いいたします。
　なお私は、日に３回体温を測っておりますが、５月12日現在まで37℃に達したことはありま
せん。

　※参考書：「感染症の世界史」（角川文庫）　石　弘之　著　2014年

社会福祉法人敬仁会　理事長　三浦　　亮社会福祉法人敬仁会　理事長　三浦　　亮
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職員よりご挨拶

新人職員紹介

加藤　ひとみ（多床室介護副主任）
　４月より多床室副主任を拝命しま
した。今日があるのも皆様のご指導
があってこそです。微力ではありま
すがこれからもご利用者様の声に耳
を傾け必要とされる介護とは何か自
分なりに考え、精一杯取り組みたい
と思いますのでより一層のご指導の
ほどよろしくお願い申し上げます。

村井　将太（ユニット介護副主任）
　この度、ユニット介護副主任を拝
命致しました。初めてのユニットで
の勤務に右も左も分からず、日々皆
様にはご迷惑をお掛けしております。
新型コロナウイルスの影響もあり、
何かと大変な時期ではありますが、
全職員の皆様と手を取り合い、利用
者様の変わらぬ日常を守っていけれ
ばと思っておりますので、今後とも
宜しくお願い致します。

畠山　烈子（多床室介護員）
　４月よりユニットから多床室に異動とな
り早いもので１ヶ月が経ちました。50名程
の利用者様の名前を覚える事から始まり、
ユニットとは違う大人数に最初は戸惑いを
感じましたが、最近では多くの笑顔が見ら
れる事や様々な人との会話が嬉しく思われ
ます。職員の皆様には色々と御迷惑を掛け
ておりますが、早く仕事に慣れ利用者の心
に寄り添う介護をして行きたいと思います
ので宜しくお願い致します。

堀井　穂子（看護師）
　この度、縁あって、こちらの施設
で働かせていただく事になり、２月
から勤務しております。皆様の御指
導を受けながら一日も早く仕事に慣
れ、チームワークを大切にしながら
入居者様にゆっくり耳を傾け、寄り
そっていける様頑張りたいと思いま
す。今後ともよろしくお願い致しま
す。

佐藤　彩香（多床室介護員）
　この松恵苑で働き10年がたちました。
入社一年目に自分に病気が見つかり入
院し副作用で手術、入院とありました。
大切な人達との別れもありました。理
想と現実との差が大きくて何度も挫折
しそうになりましたが、私がこうして
続けてこれたのは利用者の方々が頼っ
てくれたり、笑顔を向けてくれたから
です。これからも笑顔溢れる日々を過
ごしていただけるよう利用者の方々の
ために努めて参りたいと思います。

三浦　忍（ユニット介護員）
　10年前に入職した頃は「平成生
まれの子が来た」と言われました
が時代は変わり令和になりました。
変わっていくものと変わらないも
のがありますが「利用者様の笑顔
の為に」という気持ちは変わらず
心にとめて頑張っていきます。こ
れからもよろしくお願い致します。

勤続10周年職員あいさつ勤続10周年職員あいさつ勤続10周年職員あいさつ

敬仁会の理念・基本方針
理　　念　本法人はすべての利用者の方々それぞれの尊厳・個性を尊重し、充実した生
　　　　　活を送られることを目指す施設運営を理念とする
基本方針　１）利用者の方々の要望・期待に応え、日々の幸せを実感できる施設である
　　　　　　　ことを基本方針とする
　　　　　２）利用者の方々の健康管理に常に配慮し、医療機関との連携を密接に行う
　　　　　３）利用者の御家族、地域住民に本法人の事業内容、意図を御理解頂くため、
　　　　　　　積極的に情報を開示し、満足して協力して頂ける体制づくりに努める
　　　　　４）職員各自が本事業の重要性を理解し、自らの分野・業務について自覚と
　　　　　　　高度の技術を身につけた専門職としての誇りを持ち、生き甲斐のある毎
　　　　　　　日を送れるべく努力する
　　　　　５）利用者の方々が満足し、職員の向上意欲・努力を発揮できる組織環境を
　　　　　　　構築し、持続可能な健全経営を行うことを目標とする

「コロナ猛威をふるう」

　松恵苑のユニットと多床室をつなぐ渡り廊下の中ほどに、飲み物の自動販売機設置場所があ
り、その左側の壁面が掲示場になっています。厨房を出て松恵苑につながっている場所で、食
事の運搬をしている給食の職員にも見慣れたポスターでしょう。数年前に私に送られてきたポ
スターを看護部に渡したところ、この場所に貼ってくれたもので一枚はつつが虫病、一枚はエ
ボラ出血熱への警告です。つつが虫病は秋田県では風土病ともいえるもので、数十年前には人
命を脅かすものでしたが、現在では診断が簡単でテトラサイクリンが効いて簡単に治癒するの
で、一般人にもよく知られ、あまり怖がられていません。
　エボラ出血熱は2014年に西アフリカに始まって全世界に広がり、死亡率90％という恐ろしい
感染症ですが、日本では防疫が手厚く行われ、市民生活を脅かすほどの切迫感はありませんで
した。
　感染症は人類にとって恐ろしい存在であり、切迫感はなかったものの、厚労省、医師会など
から送られてくるポスターを看護部に渡したところ、眼につき易い場所に掲示を続けていたこ
とは、先見の明といってよいでしょう。
　今回、短期間で世界中に広がって荒れ狂っている新型コロナウイルスは、未だ終息のきざし
が見えず、高齢者にとっては重症化するリスクが高いウイルスです。現状、経済・社会への影
響などについて、テレビ、新聞、雑誌等で、一般市民にも理解し易い解説が行われており、今
現在、ワクチン、抗ウイルス剤は開発中、あるいは治験段階です。
　敬仁会では、医療、防疫については敬徳会藤原記念病院と緊密な連絡をとって対応しており
ますが、新型コロナウイルス感染症については、簡単に疑いがあるというだけで、医療機関を
受診するのは危険です。敬仁会としては、職員に対して４月９日付けで「感染防止について」
の連絡、４月17日付けの県コロナウイルス緊急事態措置、４月21日付けの県・追加措置を受け、
４月21日に新型コロナウイルス感染予防強化のため具体的対応を職員の皆さんへ配布しており
ます（以後、状況に応じて方針を出しております）。
　各施設では、感染が疑われる利用者が発生した場合は、まず協力機関への連絡、感染症指定
医療機関への受診が判断された時点で「あきた帰国者・接触者相談センター」へ連絡し指示を
仰ぐこととしております。施設長（私へも直ちに連絡があります）への連絡もこの時点で行う
こととしています。
　事態は切迫しておりますが、入所者・利用者の方々・御家族に、必要かつ適切な対応が行わ
れますようお願いいたします。
　なお私は、日に３回体温を測っておりますが、５月12日現在まで37℃に達したことはありま
せん。

　※参考書：「感染症の世界史」（角川文庫）　石　弘之　著　2014年

社会福祉法人敬仁会　理事長　三浦　　亮社会福祉法人敬仁会　理事長　三浦　　亮

貸　借　対　照　表
（令和２年３月31日現在） （単位：千円）

資　産　の　部 負債・純資産の部
科　　目 金　額 科　　目 金　額

流動資産 867,901 流動負債 203,146
固定資産 1,600,332 固定負債 115,707

（負債の部合計） 318,853
 基本金 21,208

国庫補助金等特別積立金 303,073
その他の積立金 79,290

（修繕積立金） 79,290
次期繰越活動増減差額 1,745,809

  　当期繰越活動増減差額 △ 31,675
（純資産の部合計） 2,149,380

（資産の部合計） 2,468,233 （負債及び純財産） 2,468,233

資　金　収　支　決　算　書
（自）平成31年４月１日　　（至）令和２年３月31日

（単位：千円）
借　方（支出） 貸　方（収入）

科　目 金　額 科　目 金　額
人件費支出 714,671 介護保険事業収入 1,011,715
事業費支出 178,609 その他の事業収入 7,375
事務費支出 79,833 経常経費寄附金収入 1,165
利用者負担軽減額 2,722 受取利息配当金収入 2

その他の収入 2,565

〈事業活動支出計〉 975,835 〈事業活動収入計〉 1,022,822

固定資産取得支出 3,570 施設整備等補助金収入 2,900
ファイナンス・リース債務の返済支出 5,803
〈施設整備等支出計〉 9,373 〈施設整備等収入計〉 2,900

積立資産支出 10,619 積立資産取崩収入 2,715

〈その他の活動支出計〉 10,619 〈その他の活動収入計〉 2,715
＜ 当 期 資 金 収 支 差 額 ＞ 32,610
＜ 前期末支払資金残高 ＞ 632,145
＜ 当期末支払資金残高 ＞ 664,755

事業活動収支決算書
（自）平成31年４月１日　　（至）令和２年３月31日

（単位：千円）
借　　方（費用） 貸　　方（収益）

科　　目 金　額 科　　目 金　額
人件費 722,575 介護保険事業収益 1,011,715
事業費 178,609 その他の事業収益 7,375
事務費 79,833 経常経費寄付金収益 1,165
利用者負担軽減額 2,722
減価償却費 98,699
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 27,941
＜サービス活動費用計＞ 1,054,497 ＜サービス活動収益計＞ 1,020,255

その他のサービス活動外費用 0 受取利息配当金収益 2
その他のサービス活動外収益 2,565

＜サービス活動外支出計＞ 0 ＜サービス活動外収益計＞ 2,567

固定資産売却損・処分損 △ 0 施設整備等補助金収益 2,900

国庫補助金等特別積立金積立額 2,900
＜特別費用計＞ 2,900 ＜特別収益計＞ 2,900

＜ 当 期 活 動 増 減 差 額 ＞ △ 31,675
＜ 前期繰越活動増減差額 ＞ 1,777,484
＜ 当期末繰越活動増減差額 ＞ 1,745,809
＜ その他の積立金取崩額 ＞
＜ 次期繰越活動増減差額 ＞ 1,745,809

脚注　減価償却引当累計額 （単位：千円）
 建物（基本財産） 700,181
 建物（その他） 656,152
 構築物 67,586
 車輌運搬具 33,751
 器具及び装置 108,666
 有形リース資産 11,554
 無形固定資産 62
 ＜合計＞ 1,577,952

令和元年度決算報告書  社会福祉法人　敬仁会 
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特別養護老人ホーム

な ま は げ

年末、おっかねなまはげとやさ
しいなまはげが松恵苑にやって
来ました

「うぇ～ん怖いよ～　」

「やっといねぐなった」
「うわっ!!なんだ？いつの間に来た？」

「あい～おっかね!!」

「今年もいい仕事をしたな」
燃え尽きたなまはげ

皆さんいい表情です。

松 恵 苑
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もちつき

観桜会

こねて、つぶして
「おいしくな～れ
　　おいしくな～れ」

外でのお花見はでき
ませんでしたが、苑
内で美しく咲いた桜
を見てうっとり…

「ん～楽しみ　」

皆で力を合わせておもちをつきました

●5



たくさんの善意ありがとうございます
寄付・寄贈（R2.1.16～R2.5.31　敬称略・順不同）

●三浦光明（オムツ、おしり拭き）
●伊藤道明（ワカメ）

あとがき（千羽鶴）
　新型コロナウイルス感染症の流行にて自粛
が続き大変だと思いますが、皆様いかがお過
ごしでしょうか？
　私個人としても、なかなか外出できない為
「ネットで買い物をしようと」思うもののふ
と我に返り「買っても外出できない…泣」と
思うこともたたあります。普通の日常が１日
も早く戻ることを願うばかりです。皆様一緒
に頑張っていきましょう。

ボランティア
　現在、新型コロナウイルス等感染症対策により、ボランティアの
方々の活動につきまして１月から中止のご協力をいただいておりま
す。
　今後、活動再開の目処がつきましたら、各団体様にはご連絡をい
たしますので、何卒、ご理解くださいますようお願いいたします。

面会の制限について
　インフルエンザの流行期より利用者様への面会を中
止させていただいておりますが、新型コロナウイルス
が発生しており、いまだ流行の可能性がありますので、
感染予防のため、面会の中止を継続させていただくこ
ととなります。面会中止について、ご親族の方などへ
もお伝えください。
　なお、利用者様の近況については、お電話いただけ
ればお伝えさせていただきます。ご家族様には大変ご
心配をおかけいたしますが、ご理解いただけますよう
よろしくお願い致します。

お家でテレビを見ながら、家事の合間に休憩しながら、体操してみませんか？
少しの時間でも体を動かすと体の血流が良くなりスッキリしますよ。

◎体操の留意点◎
　・ 体操を行う時は痛みのない
範囲でご自身のペースで無
理せずに行ってください。

　・ 力まずリラックスして呼吸
を止めずに行いましょう。

　・ 反動をつけずにゆっくりと
行いましょう。

タオル体操してみませんか？

◎ポイント◎　
＜姿勢＞立位、座位どちらでも良いです。
＜方法＞・立って行う方は足を肩幅に開いてください。
　　　　・ 椅子に座って行う方は背もたれに背中がつかないように座っ

てください。
＜回数＞各10回ずつ。
＜体操＞ ❶背中伸ばし　❷脇伸ばし　❸肩伸ばし　❹背中・腰伸ばし
　　　　❺胸張り　❻背中洗い　❼肘・手首ほぐし　❽ウエストねじり
　　　　❾スイング体操　10テニス体操

❶

❹

❾ 10

❼ ❽❻❺

❷ ❸
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