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　創立期から艱難辛苦を乗越えて五十年の歴史を迎える
ことが出来ましたことは、先人達の並々ならぬご苦労と
ご努力による賜とその功績に心より敬意を表しますと共
に今日に至るまでご協力をいただきました多くのボラン
ティア、お取引先、そして歴代の理事、監事、評議員を
始めとする関係各位のご指導、激励に心より感謝を申し
上げます。
　五十年を振り返りますと、法人創立時の昭和37年は、
日本経済が戦後の混乱期より立ち直り日本中が活気に満
ちて、すべてが生々と輝いている時代でした。しかし、
当時は国策として身体障害者福祉法が施行されていまし
たが、身体障害者授産施設は小樽を含め地方都市におい
ても身体障害者が適応できる施設は遅々として進んでお
らず、障がい者にとっては光があたらず、まだまだ社会
復帰が難しい時代でした。
　その頃初代理事長を勤められました川眞田義雄氏は自
らも身体障がい者となったことから、身体障がい者に健
常者と平等に社会で働ける生活の場を提供したいと強く

感じ、社会復帰をさせる施設を造ろうと、昭和34年に
縫製、製靴の授産事業をスタートさせました。
　しかしながら、無認可施設であるため公的助成がなく
経営が大変苦しい状態でした。社会福祉法人の認可を受
けるためには基本財産を持たなければならず、並々なら
ぬ努力で借財をし、被服縫製科、製靴、印刷等の設備を
設置し、身体障害者授産施設北海道宏栄社を設立しまし
た。ここで初めて北海道宏栄社の名称が生まれ今日に
至っております。
　これからは、変化する時代に対応できるよう職員と利
用者が一体となって福祉事業、授産事業の充実を求め北
海道宏栄社のしっかりした自立を目指さなければなりま
せん。就業の機会に恵まれない人々の社会的自立と福祉
の向上を図り、皆様のご期待にお応えすべく理事、監
事、評議員、職員、利用者が一体となって宏栄社自身が
自立することを目指して次世代へ繋げるよう新たな決意
をもって取り組んでいくことを約束いたします。

ご　挨　拶
理　事　長　吉　村　克　之

創立50周年を祝して
小樽市長　中　松　義　治

　社会福祉法人北海道宏栄社が、記念すべき創立50周年
を迎えられましたことは誠に喜ばしく、心からお祝いを申
し上げます。
　また、北海道宏栄社が、昭和37年に社会福祉法人の設
立認可を受けられて以来、半世紀もの長きにわたり、障
がいを持つ多くの方々の社会参加や就労の機会の創出を
通して、本市のみならず北海道の障がい者福祉の向上と
発展に寄与されておりますことは、歴代理事長をはじめ
役員、職員並びに関係者の皆様の強い意志と弛まない御
尽力の賜物と、深く敬意を表する次第であります。
　さて、北海道宏栄社のクリーニング事業は、高度な商
品管理力と技術力により、お客様の高い信頼を得ている
ところであり、街中を走る宏栄社のトラックの姿は、小樽
市民にとりまして、すっかり日常の風景になっております。
　北海道宏栄社が授産施設としての機能以上に、優良な
サービスの担い手として社会的に高く評価されておりま
すことは、指導者の御尽力はもちろんでありますが、入
所・通所者の皆様が、日々の御努力を通して技術を磨かれ、
丁寧な仕事をされているためであると思っております。

　本市では、近年の急速な少子高齢化に伴う社会環境の
変化や障がいのある方々の多様なニーズに対応するため、
平成19年に小樽市障害者計画を改定するとともに、小樽
市障害福祉計画を策定したところでありますが、なかで
も障がいのある方が地域において自立して生きがいのあ
る生活を送るためには、経済的な基盤の確立が不可欠で
あると思っており、雇用・就労の支援における関係機関
の連携がますます重要になるものと考えております。
　今後、小樽市では、障害福祉サービス事業者、障がい
者団体など関係の方々と連携し、協働で、この小樽市障
害者計画・障害福祉計画の推進に取り組んでまいりたい
と考えておりますので、北海道宏栄社の皆様の一層の御
支援と御協力をお願いいたします。
　結びになりますが、社会福祉法人北海道宏栄社が創立
50周年を契機とされまして、今後ますます御発展されま
すとともに、役員をはじめ職員の皆様、そして関係の皆
様の御健勝と御活躍を心から御祈念申し上げまして、お
祝いのことばといたします。
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「社会福祉法人 北海道宏栄社」創立50周年を祝して
小樽市議会議長　横　田　久　俊

北海道宏栄社50年に寄せて
一般社団法人　北海道身体障害者福祉協会会長　
一般社団法人　小樽身体障害者福祉協会会長　　赤　坂　　　勝

　社会福祉法人北海道宏栄社が設立50周年を迎えられま
したことを、心からお喜び申し上げます。
　北海道宏栄社が半世紀にもわたる活躍を続けてこられ
たのは、関係者各位のご努力によるものであり、身体障
害者授産事業を通じて障害を持つ方々の保健・福祉の向
上と社会的自立に多大なる貢献をされてこられましたこ
とにあらためて敬意と感謝の意を表する次第であります。
　昨年起きた東日本大震災は、日本各地の経済に深刻な
影響を及ぼしました。北海道宏栄社でも、受注減少から
一部の工場が操業時間短縮の影響を受けたが、現在は回
復傾向にあると伺っており、この50年で培ったご努力は、
なみなみならぬものと、頭の下がる思いであります。
　さて、ご承知のとおり、ノーマライゼーション、つまり
障害を持つ人も、持たない人も、すべての人が等しく生
活や仕事ができるような社会の実現は、皆様が常に念願
しているところであると存じます。
　北海道宏栄社では、昭和37年に社会福祉法人設立の認

可を受けて以来、各施設や授産科目の拡充を図りながら、
就労意欲が高く職業技術の習得を希望される方に技術指
導を行う職業リハビリテーション施設として、障害者の社
会的自立を援助されてきたわけでありますが、障害を持
つ方々が就労の機会を得て力強く日常を送られますこと
は、ご本人はもとより、ご家族や社会にとりましても大き
な喜びであります。
　市議会といたしましても、心の通い合う福祉のまちづ
くりに努めているところでありますが、ノーマライゼー
ションの理念を基本として、今後とも福祉の充実に一層
努力して参る所存であります。
　社会福祉法人北海道宏栄社におかれましては、これま
での50年の歩みを礎に、今後益々ご発展されますよう
ご期待申し上げますとともに、関係各位のご健勝とご多
幸を心からお祈り申し上げまして、お祝いの言葉といた
します。

　この度、社会福祉法人北海道宏栄社が創立50周年を迎
えられました事に心からお慶び申し上げます。
　10年前、入所者の住環境の改善を図るべく居住棟や福
祉ホームが建設され、ようやく人間としての尊厳が護ら
れる生活ができると喜んだのもまるで昨日のように思い
起こされます。
　障害者が社会復帰するための施設である北海道宏栄社
50年の道程は、訓練事業と法人経営を維持するため、歴
代の役職員の障害者に対する高邁な熱意が無ければ成し
えなかったと考えます。改めて、今日の発展、向上のた
めにご尽力やご貢献に対し敬意と感謝を申し上げます。
　さて、障害者福祉は、昭和25年身体障害者福祉法が成
立してから60年を経て、一昨年障害者制度改革推進会議
が設置され、その委員のメンバーに障害当事者が参画し、
着実に障害者福祉の根幹が出来上がりつつあることは牛
歩ではありますが喜びを禁じえません。
　北海道におきましても昨年４月から障害者条例が施行
され、更には第三次北海道障害福祉計画が策定され、障

害者の自己選択、自己決定等々、障害者が健常者と同じく、
極く当然のこととして地域で生活が出来る社会づくりが
実現すると考えられます。
　また、国は来年度から法定雇用率を引き上げますが（民
間企業は２％、地方自治体は2.3％）このことは障害者の
就労意欲にとって大変な高まりであり、障害者が自立し
た生活をする上で大きな支えとなるであろうと考えられ
ます。
　こうした環境の変化を考えると、障害者が社会へ巣立
つための訓練の場として北海道宏栄社は存在するわけで
あります。障害者は決して能力が劣っているとは考えず、
個々の能力や適性を十二分に踏まえ、北海道宏栄社独自
の起業など社会のニーズに合わせた多様な施策を期待す
るものであります。
　そのためにも北海道宏栄社が組織の充実を図り、北海
道地域の障害者の支えとなり、ひとりでも多くの障害者
が自立をして社会参加できることを願い、益々のご発展
を祈念いたしお祝いの言葉と致します。
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昭和34年
初代理事長、川眞田義雄氏が
小樽山田町に縫製科・製靴科の
「小樽身体障害者更生授産場」

を開設する

平成14年
新居住棟前期工事
福祉ホーム工事竣工

利用者念願の職住分離を実現

昭和55年
給食の品質が認められ
北海道知事賞を

受賞

昭和55年
国際障害者年を契機に
私的に知的障がい者の
受け入れを実践する

平成９年
宏栄セルプの
運営を始める

Start
法人の歴史法人の歴史

昭和35年
施設の名称を
「北海道宏栄社」
と決定する

昭和37年
社会福祉法人
「北海道宏栄社」
として設立認可を

受ける

平成６年
新工場の増築

昭和58年
三山英二氏が
理事長就任

平成９年
川村治男氏が
理事長就任

昭和54年
元小樽市議会議長
前野留治郎氏が
理事長就任

昭和55年
宏栄社の決断

特別会計を取り崩して
１億円の借入金を返済

昭和52年
塩谷にて
海水浴を実施

いよいよ
１年目のはじまり

77年年年年年年年年年年年
Point

Point

成長から安定へ

クリーニング工場の
本格的な整備

4 北海道宏栄社



昭和45年
天神（現在地）に
新施設建築

手狭な施設から抜け出し
飛躍をめざす

昭和63年
給食が

厚生労働大臣賞を
受賞

平成３年
身体障がい者と
知的障がい者の
混合利用制度を
開始する

平成５年
毎月1回の
社会教養講座
が始まる

平成14年
全国障害者

スポーツ大会参加

次のページヘ
GO!!

next
page

昭和47年
宏栄社、再建へ！

・再建のため小樽信金さんより融
資実現

・恵明園を経営分離する
・園芸科の土地を売却し特別会計
で管理、借入金返済をめざす

昭和58年
～宏栄社の高度経済成長～
授産事業体制の推進

・印刷科の機械設備を整備
・時計科を廃止し電気科を創設
・連続洗濯機システムの導入

History of KOUEISYA～History of KOUEISYA～

昭和58年
施設環境の整備

思い切った定員削減を
実現し、一部屋4人

から3人へ

昭和50年
汚水処理場を整備

昭和47年
元小樽市長
安達與五郎氏が
理事長就任

再建をめざす!!

昭和45年
江別市に視覚障害者の
ための養護老人ホーム
「恵明園」を建設

～これが大きな負担に～

宏栄社が危ない!!
大丈夫か？Point

昭和45年

Point

昭和38年
授産事業で

クリーニング業務を
開始

昭和58年

Point

その後、数々の名選手が
宏栄社から誕生する

平成13年に開催100回を
もって終了

利用者・職員
一丸となって頑張るぞ!

利用者の
夢の実現

 5

（紙面担当／松本宏樹・佐々木結美・高田栄一郎）



平成15年
「措置制度」
に代わり

「支援費制度」
開始

平成15年
営業においてルートの

配送業務を
外部委託する

平成16年
広報誌創刊!
～年2回発行～

平成17年
「ふれあいガーデン」

開始

平成17年
厚生旅行で

愛知万博「愛・地球博」を
見学

平成18年
小樽蕎麦商組合青年部の

皆様による
そば夕食ボランティアが
25回目を迎える

平成20年
給食サービスを
シダックスフード
サービス㈱に委託

平成14年
利用者の支援に

パソコンシステムを
導入

平成22年
青葉寮前に

ロードヒーティングが
完備!!

平成17年
新居住棟後期工事竣工
青葉寮全館完成

7年

Point

利用者の自立に
向けての一歩

業務の
効率化を図る

完全個室！インターネットも完備！

マザーフードの
精神に基づいた
食事提供

現在も継続して
頂いております

6 北海道宏栄社



平成18年
工場内の老朽化した
機械設備を整備する!!

～作業効率と品質の向上を～
・ウルトラアイ導入
（しみや穴を検知）

・ピロケース自動たたみ機

平成22年
北海道宏栄社が
新体系に移行

平成15年
利用者の週休２日制

開始

平成16年
「雪あかりの路」参加
～奨励賞を受賞～

平成18年
障害者自立支援法の施行
～利用者説明会を開催～

（全5回）

平成19年
宏栄セルプが
新体系に移行

平成19年
おたる潮まつりの
ねりこみに初参加

平成15年
宏栄社創立
40周年記念誌

「うねりを越えて」
を発刊

平成15年
ホームページを
立ち上げて

全国に情報を発信する

平成24年

祝☆50周年
今後も北海道宏栄社を

よろしくおねがいいたします。

平成24年

祝☆50周年
今後も北海道宏栄社を

よろしくおねがいいたします。

History of KOUEISYA～History of KOUEISYA～

平成18年
吉村克之氏が
理事長就任

開かれた
施設作りをめざす

身も心も
リフレッシュ

障害者自立支援法に基づく
新体系へのチャレンジ!!

天神町会の
一員として参加
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（紙面担当／松本宏樹・佐々木結美・高田栄一郎）



　６月９日（土）にニュー三幸にて社会福祉法人北海道宏栄社創立50周年記念祝賀会が行われました。
　当日は小樽市長中松義治様、小樽市議会議長横田久俊様、顧問弁護士の菰田尚正様、嘱託医の小野昭典様を来賓と
してお招き致しました。
　また、アトラクションでは、和太鼓おたる『打々っ鼓』さんの迫力ある演舞に会場が大盛り上がり!!
　美味しい食事や飲物に参加者も大満足していました。

法人創立法人創立5050周年記念祝賀会周年記念祝賀会

8 北海道宏栄社
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（紙面担当／早坂雅志・加茂　昇・松本宏樹）



10 北海道宏栄社

司会司会 本日は、お忙しいところお集まりいただい
てありがとうございます。北海道宏栄社
の創立50周年を迎えるにあたって、OB・
OGの皆さんから、当時の思い出話や苦労
話をお聞きして、そのお話の中から、宏栄
社の今後の発展のエネルギーを見つけるこ
とができればと思っています。
どうぞよろしくお願いします。

当時の苦労話当時の苦労話
伊藤　伊藤　当時営業は、渉外課といいましたけど、大口

のお客さんは小樽病院だけでした。洗濯機
も少なく本当に規模は小さかったですよ。

蒲 蒲 そうそう、あの頃取引先のホテルも数件し
かなくて、作業は全部１階でやったよね。

藤島　藤島　ローラーは小さなものが１本だけで、仕事
をこなすのが大変だったんだ。品物にも余
裕がなくてね。

伊藤　伊藤　思い出したけど、浴衣のデザインも我々が
したよ。そのためにレタリングを勉強して、
あれは大変だった。確かデザインしたのは
「天望閣」と「いこいの村」だったかな。

蒲 蒲 そしてだんだん忙しくなってきて、製靴科
を２階に上げたんだよね。

藤島　藤島　そう。それから工場の効率化を図ろうとい
うことで、大きな改装をしたんだ。当時、
工事の時には配管から何からみんなで手
伝ったのを覚えているよ。

伊藤　伊藤　そう、工事屋さんがメインだったけれど、職
員も機材を運んだりしてやった。とにかく忙
しかったからみんなで協力してやったよね。

田中　田中　私たち事務員は３人娘って言われて請求事
務とかやっていたけどパソコンが無くて手
書きだったからすごい大変でしたよ。それ
だけじゃなくてトラックに乗って集荷の手
伝いをしたこともあったし。日曜日には電
話当番で出勤したなぁ。トイレの掃除も
やったし、できることは何でもやりました
よ。トラックのドライバーが都合で運転で
きなくなったとき、当時の施設長が自分の
奥さんを呼んで代わりに運転させたことも
あったのよ。

下野下野 私は看護師でしたが車での送迎や自動販売
機の管理、支援計画も作っていましたし、
後半になると、支援員が休む時の代替え要
員みたいなこともしていましたよ。

伊藤　伊藤　そう、あの頃は職場の垣根がなかったんだ。
だから工事をした時も我々職員も手伝っ
て、業者任せということはしなかった。

梅本　梅本　我々利用者も、施設の廊下とか食堂の掃除
をしていた。
当時の利用者に対する環境はひどかった
よ。狭い畳の部屋に４人で生活していて、
夜は職員と一緒に残業して、作業が終わっ
たらその狭い部屋に帰って寝るだけ。

下野　下野　私が入社した時４人が狭い部屋で生活して
いてびっくりした記憶がありますね。寝る
だけじゃなくタンスやテレビも置いてたか
ら利用者も大変だったと思うよ。

司会　司会　そういう意味では、今は個室化されて良い
生活環境に変わったと言っていいですね。

藤島　藤島　あと、食事だね。当時配膳される時間が早
くて、冷たい食事しか出なくて。でもそれ

座談会座談会
「創立50周年を迎えて」 司会
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じゃダメだということで、温かいものは温
かく、冷たいものは冷たく食べられるよう
になりましたよね。

司会　司会　宏栄社の食堂は、昭和55年に北海道知事賞
を受賞して、その後、昭和63年には厚生労
働大臣賞も受賞しているんですよ。当時の
利用者さんたちとの交流はどうでしたか？

交流会の思い出交流会の思い出
伊藤　伊藤　交流といえば、まず花見ですね。参加する

人も多かったし利用者も進んで場所取りを
してくれたよ。

藤島　藤島　そう、喜んで引き受けてくれた。座っても
痛くないように小石を取り除いたりしてく
れた。
夏は塩谷で海水浴もやっていたんだよね。

伊藤　伊藤　結婚式もやったね。料理は給食で作っても
らって宏栄社の食堂でやった。

田中　田中　私は結婚式で歌を歌いましたよ。
司会　司会　昔は、利用者一人一人の人生で起きること

すべてを施設の皆でやっていたんですね。
梅本　梅本　それだけじゃなく、厚生旅行もあったよ

ね。京都や新潟とかでは４泊５日ぐらいし
たこともあるよね。確か３班ぐらいに分け
ていった。

田中　田中　昔は勢いがありましたよね（笑）
西谷　西谷　今は、法律的に縛りがきつくなりすぎたん

じゃないか。昔は今のように整備はされて
いないかもしれないけど、利用者と自由に
交流できる環境があったよね。

司会　司会　皆で努力して寮も立派になった、機械設備
も良くなったということで、施設がある程
度成長して、その反面管理する事も多くなっ
て、いわゆる絆みたいなものも弱くなって
しまったということもあるんでしょうか？

伊藤　伊藤　昔は変な垣根がなく、困った時にはみんな
で助け合うという、今の言葉で言う「絆」
が強くあったんじゃないかなと思うね。だ

からこそ、自分は施設の職員だという気持
ちが重要ではないだろうか。サラリーマン
化しちゃいけないんだと思う。

西谷　西谷　つまり、犠牲だと考える気持ちではいけな
いと思う。要するに人間としてかかわるん
だという気持ちが重要なんだと思うね。

司会　司会　福祉の制度も複雑になり、利用者とのかか
わりに時間をとる余裕がなく、それ以外の
事務的な雑務が多くなっていることや、今
後の福祉がどう変わっていくのか見えなく
て不安になっていることもあるような気が
します。
これからの宏栄社はどういう方向に行くべ
きだと思いますか？

これからの宏栄社についてこれからの宏栄社について
西谷　西谷　これからの将来を考えたときに、福祉は本

当にこのままでいいのかということもある
よね。

藤島　藤島　温泉なんかに行くとデイサービスの人たち
が、車いすの利用者を連れているのを見ま
す。みんな在宅のサービスを利用している、
そういう人が増えてるんだよ。

西谷　西谷　普通の住宅みたいなところで、どんどんそ
ういうサービスが増えてるみたいだね。

蒲 蒲 自立更生は今も変わらないと思うけど、実
際の問題としては難しいだろうなという気
持ちはある。

伊藤　伊藤　福祉の制度もどうなるかわからない状況で
動きも取りようがないんでしょう。施設関
係団体が集まって対応することができれば
いいんでしょうけどね。
やっぱり、一番大事なのは人づくりだと思
う。後継者をしっかり育てるということが
重要だから、後釜をしっかり作ってほし
い。二つ目は、聞きあきたかもしれないけ

（紙面担当／武田　守・高田栄一郎）
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ど、垣根を越えた人間関係、手薄なところ
にはすぐに応援に行けるようなそんな関係
を作ってほしい。
昔の絆みたいなものがほしいそんな感じで
すね。

下野　下野　本当にそう思うわね。
梅本梅本　自治会の加入も悪くなって困っている。昔

はみんな加入してくれた。最近は、会費の
負担が大きいということで加入しない人も
いる。だけど月300円を払えない訳ではな
いと思う。ジュースを飲むのを少し我慢す
ればいいことなのに・・。人との関わりが
薄れているのかもしれないね。

司会司会　今は、施設利用するためにも契約をして、
事前に重要事項の説明をしたり大変煩雑に
なっている。行事や自治会も以前はみんな
参加して当たり前だったけど、今は強制的
に勧めることはできないんですよ。

伊藤伊藤　東日本大震災じゃないけど、いざという時
に誰も手伝ってくれないということになり
かねないよ。

西谷　西谷　利用者はどう思っているんだろうね。昔が
よかったと思っているのか、今が当たり前
だと考えているのか。それをきちんと生か
していくことが重要だよね。

司会　司会　利用している人自体も、古くから利用して
いる人と、最近利用し始めた人との間で考
え方に微妙な違いはあるみたいですね。

梅本　梅本　我々古い人間が考えるとどうしても昔はよ
かったと考えてしまうね。今はゆとりがな
いのかな。

司会　司会　宏栄社は基本的に就労支援施設なので、重
度の方の受け入れをどう進めるかというこ
とは今後の課題になっています。生活介護
もやっているけど生産型としてやっている
ので、全く作業ができない人の受け入れは
現状では難しいですね。

西谷　西谷　クリーニング作業を通じた就労支援だけで

はいけなくなるんだろうね。高齢者の介護
とかの仕事にシフトしていくことも必要な
んじゃないか。

田中　田中　うちの近所にグループホームが沢山できて
いるので、宏栄社もそういうことを考えてい
かなきゃならないんだろうなと思っていた。

蒲 蒲 この建物を利用してね。
司会　司会　国のほうでは、福祉を成長産業として考え

ているので、それに合わせた取り組みが法
人としても求められて来るんだと思います。

伊藤　伊藤　そうなると、やっぱり人づくりだね。
西谷　西谷　そうだね。
司会　司会　今日、記録や写真撮影を担当した、松本君、

高田君、今日の座談会の話を聞いてどうで
すか？

松本　松本　貴重なお話を聞かせていただきありがとう
ございました。今日お集まりの皆様が若い
ころに色々な苦労をなされていた事を改め
てよくわかりました。私なりに工夫を行い、
垣根をなくし、絆を強めていきたいと思い
ます。

高田　高田　私たちは決して垣根があるとは思っていな
いんですけれど、お話を聞いて当時のつな
がりが大変強く今と違うんだなと感じまし
た。垣根については、これからももっともっ
と低くなるようにしたいなと思いました。

伊藤　伊藤　そう思ってくれるだけでうれしいね。
司会　司会　そろそろ時間になりましたが、皆さんの意

見を聞くと、決して昔はよかったというこ
とではないけれど、OBの皆さんが苦労し
たこと、楽しかったことなど、いろんなこ
とを引き継いで次の世代につなげていくこ
とが大事なんだなという気がします。最後
の若手二人の気持ちがこれからの宏栄社を
担っていってくれるんじゃないかなと思い
ます。それだけでも今回の座談会の意義が
あったように思います。今日は本当に長時
間ありがとうございました。



 利用者の紹介

職員の紹介
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高田　栄一郎
S52.11.2　生まれ

田中　智子さん

瀧田　秀祐さん

青木　将彰さん

青山　拓磨さん

齊藤　薫さん

浅田　恒光さん

中西　弘さん

近藤　大輝さん

米谷　亨さん

ミシンかけが得意な智子さんです。
縫製科で色々な作業を一生懸命頑
張っています。

目を合わせるとニコッと笑顔を見せ
てくれる瀧田さん。作業は大変です
が、一生懸命頑張っています。

積極的に作業に取り組んでいる青木
さん。覚えることが多く大変だと思
いますが、持ち前の努力と根性で乗
り切ってくれることでしょう!!

プロレス観戦やお笑い番組を見るの
が趣味の照れ屋な青山さんです。一生
懸命タオルたたみを頑張っています。

齊藤さんは、バスローブたたみをして
います。メモを取って一生懸命覚えよ
うとしている様子は大変立派です。

物静かな浅田さんは、いつも落ち着
いてお仕事しています。その姿は、
まさに燻し銀です。

いつもクールな中西さんは、汗をか
きながら頑張っています。職場の仲
間と協力して仕事をしています。

仕事熱心な近藤さん。お願いすると
いつも「了解です」と気持ち良い返
事をしてくれます。

口数は少ないけど言葉遣いはすごく
丁寧な米谷さん。色んな作業にチャ
レンジしていつか宏栄社から立派に
巣立てるよう頑張っています。

新

血液型：Ｏ型
出身地：小樽市
趣　味：ショッピング（買いすぎます）
特　技：三味線（準講師なんです）・ロシア語

（紙面担当／武田　守・早坂雅志・加茂　昇・佐々木結美・高田栄一郎）

新
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平成24年度　事業計画
Ⅰ　法人の運営管理

１　社会福祉法人としての自覚とサービスの向上を図る
２　法人組織の安定化を推進する
３　人材の育成を推進する

Ⅱ　福祉事業

１　利用者支援について
①　就労支援
　就労支援事業については、今まで以上にハロー
ワーク等の関係機関と連携して積極的に対応して
いきます。
　就労継続支援Ｂ型事業については、利用者の能
力や可能性を引き出す要支援を充実させ、工賃の
向上を目指していきます。

②　生活支援の充実
　高齢化や重度化により、生活支援の必要度が高
まる利用者が増えることが想定されます。入浴や
買い物支援などの個別ニーズに応じた質の高い支
援を提供するよう検討を進めます。

③　地域生活化の推進
　平成24年４月からの相談支援の充実化により、
地域移行支援のニーズが高まることが予想されま
す。相談支援事業所との連携を深め適切に対応し
ていきます。

２　相談支援事業
　平成24年４月より、サービス利用計画やモニタリン
グ実施など相談支援の充実が図られます。
　関係機関とのネットワークの推進を図り、地域社会
のニーズに応えていきます。

３　健康管理について
　昨年のインフルエンザの集団感染を踏まえ、消毒や
マスク着用の徹底など感染症対策のより一層の充実を
図ります。

４　給食サービスについて
　行事食の工夫を行い、より利用者満足度が高まるよ
う努めます。また、治療食が必要な人に対する対応も
積極的に取り組んでいきます。

Ⅲ　就労支援事業

１　売上目標
　平成23年度の実績を基に新規得意先や廃業等の変
動要因を加算修正し、東日本大震災の影響など長引く
不況の現状を考慮し、前年実績に対し微増の目標を設
定しました。

２　機械設備
①　井戸用水中ポンプの更新工事
②　連洗用給水ポンプの更新工事
③　寝具工場荷捌き場の暖房器設置工事
④　検査機器トラップチェッカーの購入

３　リース資材の購入
　リース資材の購入に関しては、在庫資材の有効活用
や洗剤の調整などクリーニング技術を研究して資材寿
命の延長を図っています。

４　工場の作業スペース等の再整備
　散在している作業場の集約化、在庫スペースの再整
備などを実施します。
　今年度の再整備により工場内の未活用の余剰スペー
スはほぼ解消すると共に、作業場を集約することに
よって人員の再配置が可能となり、また製品倉庫を含
む在庫スペースを大幅に増やすことができます。

５　安全と衛生の徹底
　搬送用の作業ワゴンを折りたたみ式に入れ替えるこ
とにより、搬送時の接触事故を未然に防ぎ、利用者の
通行スペースの安全確保に努めます。
　工場内には段差や坂が点在していますので、表示の
再検討や確認の声かけ運動を励行し、安全確保に十分
な配慮をします。
　夏期の作業中の高温対策や冬期の寒冷対策など利用
者・従業員の健康管理に努めます。
　「５Ｓ運動」の啓蒙運動に取り組みます。限られた空
間を有効活用し整理整頓、清掃清潔を徹底します。
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貸借対照表 平成24年３月31日現在（単位：円）

資産の部 負債および純資産の部

Ⅰ 流動資産 204,275,326 Ⅰ 流動負債 57,605,282

Ⅱ 固定資産 1,693,556,246 Ⅱ 固定負債 0

 1　有形固定資産 1,542,407,611 Ⅲ 純資産 1,840,226,290

 2　無形固定資産 328,635  1　国庫補助金等特別積立金等 383,654,993

 3　投資等 150,820,000  2　次期繰越活動収支差額 1,456,571,297

（内、当期活動収支差額） ▲ 49,033,718

合　計 1,897,831,572 合　計 1,897,831,572

事業活動収支計算書 平成23年４月１日～平成24年３月31日（単位：円）

科　目 金　額 科　目 金　額

Ⅰ　就労支援事業活動収支の部 Ⅲ　事業活動外収支の部

１　就労支援事業活動収入 674,389,694 １　事業活動外収入 3,957,655

２　就労支援事業活動支出 710,176,462 ２　事業活動外支出 400,000

（内、利用者工賃、賃金総額） （55,896,961） 事業活動外収支差額 3,557,655

就労支援事業活動収支差額 ▲ 35,786,768 経常収支差額（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ） ▲ 48,707,705

Ⅱ　福祉事業活動収支の部 Ⅳ　特別収支の部

１　福祉事業活動収入 227,627,985 １　特別収入 18,087

２　福祉事業活動支出 244,106,577 ２　特別支出 344,100

福祉事業活動収支差額 ▲ 16,478,592 特別収支差額 ▲ 326,013

当期活動収支差額（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ） ▲ 49,033,718

Ⅴ　繰越活動収支差額の部

１　前期繰越活動収支差額 1,505,605,015

２　当期末繰越活動収支差額 1,456,571,297

次期繰越活動収支差額 1,456,571,297

※　利用者工賃、賃金の一人当り平均月額　→　約51,410円（利用者総勢100名）
※　ホームページに掲載しておりますので、ご覧ください。

平成23年度　決算報告　社会福祉法人　北海道宏栄社

編
集
後
記

　今回は、北海道宏栄社の法人創立50周年記念特集号としてお届けします。
　いつもの内容のほかに、法人の歴史や座談会、そして楽しかった記念祝賀会など、盛りだくさんの内容となっ
ています。特に座談会では、先輩方の貴重なお話を聞くことができてよかったと思っています。
　紙面作りを始めたころは「どんな内容にする」「間に合うだろうか？」と不安がいっぱいでしたが、私を除
くベテラン編集委員のおかげで無事完成することが出来ました。紙面にも限りがあり、宏栄社50年の歴史を
すべて振り返ることはできませんが、少しでも皆さんに知っていただければ幸いです。宏栄社は、次の50年
を目指して頑張ります！これからもよろしくお願いします。 （編集長・武田　守）

（紙面担当／松本宏樹）



各施設のご案内

社会福祉法人　北海道宏栄社
〒047－0011　小樽市天神2丁目8番2号

電話代表 00134－25－1551　FAX 0134－29－3284
営業直通 00134－31－5625　FAX 0134－33－3178

ホ－ムペ－ジ　http://www.koueisya.or.jp/　メ－ルアドレス　selp@koueisya.or.jp
（営業時間）■平日■8：40～17：00　■土曜■8：40～14：50　■日曜■定休日

障害者支援施設

北 海 道 宏 栄 社
（定員54名）

　障がいのある方に、施設入所支援を提供しながら、日中活
動の場として生活介護事業（生産型）を提供する施設です。

●施設入所支援事業（定員54名）
快適な寮生活を提供します。施設内はバリアフリーで

居室はすべて個室です。入浴や食事も提供します。

●生活介護事業（定員54名）
日中活動の場として、軽作業等の生産活動の機会を提供

します。希望に応じて食事の提供も可能です。

●就労継続支援B型事業（定員15名）
一般就労が困難な方に、雇用契約は結ばず、自分の希望
や体調に合わせた就労支援を提供するサービスです。

0 0134－25－1551

障害福祉サ－ビス事業

宏栄セルプ
（定員55名）

　障がいのある方に、自宅などから通っていただき、就労に
向けてのサ－ビスを提供する施設です。

●就労移行支援事業（定員10名）
一般の会社に就労を希望する方が、おおよそ2年間、施設

内での作業訓練や事業所での実習を行うサ－ビスです。

●就労継続支援Ａ型事業（定員10名）
障がいが理由で一般就労が困難な65歳未満の方に、施設

との雇用契約に基づく就労支援を提供するサ－ビスです。

●就労継続支援Ｂ型事業（定員35名）
一般就労が困難な方に、雇用契約は結ばず、自分の希望
や体調に合わせた就労支援を提供するサ－ビスです。

0 0134－25－1551
相談支援事業所

あ　お　ば
小樽市より委託を受け、市内在宅の障がいの

ある方の生活や仕事上の相談を受ける事業所です。

0 0134－27－4722

福祉ホ－ム

宏栄社福祉ホ－ム
（居室数14室・定員20名）

障がいのある方に、バリアフリ－対応の居室を
提供します。単身用と夫婦用の居室があります。

0 0134－24－7551

宏栄社の略図
長橋

富岡
・旭展望台

小樽商大文

水天宮

住吉神社

三馬本社前

天満宮

宏栄社前

北海道宏栄社

マリーナ
・裕次郎記念館

小樽公園緑

最上

奥沢

天神

潮見台

築港

桜

中央埠頭

住ノ江

勝納埠頭
住吉町

信香町

勝納町 小樽築港駅

平
磯
岬

南
小
樽
駅

小
樽
駅

第一埠頭

相生町

港町

稲穂
第三埠頭

色内

入船

松ヶ枝

真栄
天狗山スキー場

小樽運河

奥沢

天神

小樽IC

６９７

国
道
５
号

●

札樽自動車道

施設の利用状況　（平成24年７月１日現在）
区　分 定　員

利用者数
男性 女性 合計

北海道
宏栄社
（入所）

施 設 入 所 支 援 54 36 10 46

日中
生 活 介 護 54 28 7 35
就労継続支援　Ｂ型 15 8 3 11

宏 栄
セルプ
（通所）

就 労 移 行 支 援 10 5 3 8
就労継続支援　Ａ型 10 4 2 6
就労継続支援　Ｂ型 35 32 9 41

区　分 居室数 利用中 空室
宏 栄 社
福祉ホ－ム

単身用居室  ８室（ 8名） 8室 0室
夫婦用居室  ６室（ 12名） 6室 0室

※各施設をご利用希望の方は、お問い合わせください。

16 （印刷／編集協力）社会福祉法人 北海道リハビリー
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