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目を覚ましていなさい

秋も深まり冬の気配が感じられ、これから年末年始にか
けてはクリスマスをはじめ様々な行事が予定されておりあ
わただしい季節を迎えますが、今年は、夏の異常な暑さ、
岡山、広島での集中豪雨や関西での台風、北海道での地震
等多くの大規模な自然災害が発生し各地に甚大な被害の爪
あとを残したことを忘れることが出来ません。

そんな中、我が家に醤油ボトルの入った段ボール箱が送
られてきたので、開けてみると中には醤油の他に季節を感
じるカボスがゴロゴロと入っていました。柑橘系の酸っぱ
い香りと共に細やかな心遣いが感じられ温かな気分になり
ました。箱の周囲には中身が動かないようにパッキングと
して新聞紙が丸めて詰められていましたが、それを四つ折
りにたたんでいると、ふと目に入ったのが 10 月 1 日大分
合同新聞の一面トップにあった「豊肥線土砂が流出線路宙
づり、復旧の見込みたたず」の記事でした。他にも避難さ
れた方が 2 千人にのぼり、土砂崩れや冠水が県内各地にあ
り爪痕を残したと書かれていました。台風 24 号は和歌山
田辺市に上陸し関東地方にも強風と豪雨で首都圏の鉄道が
軒並み運転を見合わせて大混乱となりましたが、九州での
このような被害については関東地方では報道されておりま
せんでした。

私たちは今、テレビや新聞、ネットなどによって遠くの
世界で起こっている事柄を、必要なことも、また必要でな
いことも自分の身近な事のように知ることが出来るように
なっています。しかし残念なことに私たちには時間と能力
の限界があり、全てを知ることは出来ません。膨大な量の
情報を私たちは取捨選択しながら仕事や生活をしているわ
けですが、普段、自分の身近にいる人の事もわかっていな
いことが多いのではないか、いや、本当は私たちは知らな
い事ばかりなのではないか、と考えさせられました。

日本キリスト教奉仕団は今年、創立 60 周年を迎えて、
7 月 14 日に早稲田奉仕園スコットホールで記念会を開催
致しました。記念礼拝では当法人の理事、山尾研一牧師か
ら「一粒の麦 - －バット博士と奉仕団」のメッセージを頂き、
続いて当法人の元評議員の坂本正路先生に「キリスト教社
会福祉事業と教会の協働」と題して記念講演をしていただ
きました。ララ物資のこと、キリスト教社会福祉事業と教
会との結びつきについてのお話しをいただき、これからの

当法人の向かう指針などを教示し
て頂きました。その後の懇親会で
は懐かしいお顔の方々もおいでに
なり旧交を温め楽しいひと時を過
ごしました。

アジア交流研修事業について
は、今年度は昨年で中国との５回
に亘る交流事業を一段落し、来年
度の新しい交流先を選択する準備を現在、準備委員会を作
り検討を重ねております。また、以前この交換プログラム
に参加されたインドアガペセンターのダニエルさんとアビ
タさんご夫妻が、北アメリカ版ノーベル賞と言われている
オーパス財団の国際人道賞を受賞することが決まったとの
嬉しいニュースが 10 月に入ってきました。更なる成果が
得られるように祈りたいと思います。

各事業所でも新宿区立新宿福祉作業所では来年度からの
多機能型事業の開始に向けて受入態勢の準備を進めたり、
アガペでは神奈川セルプセンターの一員として他事業所と
共同受注による商品加工、梱包を行ったり、座間市のポス
ティング作業を受注したりと地域との交流を深める活動を
展開しております。

NHK 金曜日の夜の人気クイズ番組「チコちゃんに叱ら
れる」ではチコちゃん（5 才）が出す問題に答えられな
かった時の決まり文句に「ボーと生きてるんじゃねーよ」
というのがあります。正に「だから、目を覚ましていなさ
い。いつの日、自分の主が帰って来られるのか、あなたが
たには分からないからである。」（マタイによる福音書 24：
42）という聖書の箇所が思い起されます。主の帰りを目を
覚まして待つということは、今の私たちにとっては与えら
れた仕事、使命を目的を常に考え、感性をもって全うして
いくことでしょう。

日本キリスト教奉仕団はこれからもキリスト教精神に基
づいて、目を覚まして身の回りのどんな小さな出来事にも
常に感覚を研ぎ澄まし、利用者の方や地域の方に愛され、
親しまれ、職員にとっても働きやすい職場にして参りたい
と思いますので、これからも皆さまのご支援とご協力をお
願い申し上げます。

理事長　渡
わたなべ
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アガペセンター

アガペ第１・第2作業所「共同受注」の取組みについて
アガペ第 1・第 2 作業所では「障がい者の働く」をテーマ

に日々の仕事に生きがい・遣りがいを感じて頂けるよう支援
する就労継続支援Ｂ型サービス、企業への就労を目指す利用
者を支援する就労移行支援サービスを提供しています。

今回は利用者の作業の一つとして行っている「共同受注」
の取組みについてご紹介させて頂きます。

共同受注とは、作業量や納期等の条件で 1 つの事業所では
受ける事が出来ない仕事を複数
の事業所で請け負う事で、アガ
ペ第 1・第 2 作業所では神奈川
セルプセンターの一員として商
品加工や梱包作業等の軽作業を
中心に県央地区の他事業所と共
同で作業しています。又、座間
市内に於いても座間市小規模障害者施設等連絡協議会の会員
施設と共にポスティング作業を座間市から受託して取り組ん

でいる他、アガペがハブ施設（調
整役）となり軽作業を請け負っ
ています。共同受注に参加、取
り組む事は利用者の作業創出、
工賃向上に繋がる事は勿論の事、
地域の福祉事業所全体の活性化
に繋がります。又、他施設との

交流が生まれる事で相互理解を深めると共に切磋琢磨する事
が出来ます。調整等に於いては大変な事も多々ありますが、
今後も共同受注に積極的に取組み、地域活性の一助となれば
と考えています。

座間市立もくせい園～地域とのつながり～
当法人が座間市より指定管理を受けて運営を行っている座

間市立もくせい園（以下もくせい園）は受託 11 年目を迎え
ました。知的障がいがある方を対象とした、現在 30 名の利
用者さんが通われている生活介護施設です。今回は、もくせ
い園と地域とのつながりについて紹介させていただきます。

まずは、毎年 5 月に地域交流・地域開放を目的として開催
しております「もくせい園まつり」は今年で 27 回目を迎え
ました。毎年、上栗原地区を中心とした地域の方にお越し頂き、
もくせい園利用者さんと一緒に楽しむ、おまつりです。小さ
なお子さんに人気のビンゴゲームをはじめ、座間市マスコッ
トキャラクターざまりんのダンスショー、地域の皆様による
お囃子や和太鼓演奏といった盛り上がるアトラクションの他
にも、座間市内の地域活動支援センター、子ども会、保育園
保護者会やパン屋さんが出店をして下さっています。

8 月には近隣の児童ホームとの「ふれあいレク」があります。
ボウリング等のもくせい園で行われているレクリエーション
を、児童と利用者さんが互いに応援、時にはハイタッチをす

る中で理解を深めるきっかけになればと、毎年継続して開催
しています。

11 月には音楽が大好きな利用者さんに、本格的な音楽を楽
しんでいただきたいという思いから始まった「もくせいコン
サート」があります。毎年プロの演奏家を招いてハーモニー
ホール座間で開催しています。毎年、満員御礼の中で、楽し
く歌ったり、にぎやかに観覧できるコンサートなので、利用
者さんは勿論の事、保育園のお子様にも人気があります。

交流行事以外に、市内へ切手を回収しに行ったり、散歩や
近所の公園清掃などもしています。以前に小学生から「何し
ているの？」と声をかけられ、「ごみを拾って、公園をきれい
にしているんだよ」と答えると、一緒に手伝ってくれるとい
う出来事があり、地域とのつながりを密接に感じました。

これからも地域に根差した活動を通して、地域に対する理
解の浸透やインフォーマルな資源の開拓につなげていきたい
と思います。

アガぺセンター「ＩＩね！ＤＯして？カード」の取り組み
アガぺセンターでは、2015 年 4 月 1 日から虐待防止権利

擁護委員会をスタートさせ、取り組みの一環として事業所ご
と虐待防止自己点検に取り組んで来ましたが、「他の職員の対
応に疑問を感じても、それを指摘し合うことが難しい。」とい
うことが課題としてあがっていました。

委員会では翌年、好ましくない内容ばかりでなく、「施設内
で見かけたちょっとイイ対応」も含め、支援内容に関する情
報を職員間で共有することで「良い支援」への気づきに繋げ
られないだろうか。と、「ＩＩ（イイ）ね！ＤＯ（ドウ）して？
カード」投書箱の設置を計画しました。

アガぺセンターでは、既に 2011 年 4 月から全職員が業務
中に携行する「利用者の皆さんへの１０の誓い」（カード版職
員倫理綱領）があり、「ＩＩね！ＤＯして？カード」記入の際
には、「１０の誓い」のいずれに該当する内容か。を付すこと
で自らの支援内容の振り返りにも役
立てられるような様式としました。

委員会では定期的に投書された
カードを回収し、内容について検討
後、職場内イントラに公表すること
で共有化を図っていますが、取り組
みはまだ始まったばかり。「一人で抱
えずみんなで良くする。」を合言葉に、
多くの職員が参加し、息の長い取り
組みになることを期待しています。
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東京都板橋福祉工場
今年は全国的に自然災害の多い年だったと思います。非

常に暑い夏が続き、台風が来るたびに日本のどこかで水害
や地崩れがありました。

板橋福祉工場は板橋区から「福祉避難所」に指定されて
います。福祉避難所とは、大きな災害があった場合一般の
避難所は別に開設されるもので、支援を必要とするかたを
特に受け入れるために開設される避難所のことです。板橋
区は区として福祉避難所に対する周知、万一の場合の準備
を進めており、今年は 8 月 30 日に近隣の特別支援学校（東
京都立板橋特別支援学校）にてその運営訓練が行なわれま
した。行政との連絡、職員の参集、避難者の受け入れ、受
け入れを行う部屋の設置、水や食料の備蓄、要援護者の受
け入れ要領等、様々な側面から模擬訓練が行なわれ、たい
へん参考になりました。また、板橋区高島平は非常時には
荒川が氾濫する可能性があり 7 月 4 日には「要配慮者利用
施設の避難を考えるシンポジウム」が開催され、こちらに
も参加しました。

備えあれば憂いなしといいます。利用者の安全と地域に
おける安全そして従業者の安全、この 3 つを常に念頭に置
いて万一に備えていきたいと思います。

　　　　　　　＜就労継続支援A型＞
2017 年 4 月より、就労継続支援 A 型の条例が改正され、

いわゆる生産によって得た収入（売上）から経費と利用者
人件費を引いた数字がプラスになっていることが A 型事業
所の必須条件となりました。これに給付費を加算して初め
て収支がプラスになる、あるいは給付費を加算してもマイ
ナスになる事業所はどちらも経営改善計画を求められるこ
とになったのです。　板橋福祉工場 A 型事業所は給付費を
加算してもマイナスになるケースに該当し、経営改善計画
書を東京都に提出し経営の改善を図っているところです。
全国的にみると A 型事業所の約 70％が経営改善を必要と
する状況にあり、都内の事業所も同様の状況であると伺っ
ています。板橋工場 A 型事業所としては、できる限り無駄
な経費を削減し支出を抑えること、小回りの利く福祉ニー
ズに合った A 型事業所を目指して体質の改善を図っていま
す。東京都内における A 型とは何か、地方において見られ
ているような単に雇用の場としてではなく東京地域の利用
者ニーズに合った新しい形の A 型とは何かを念頭に置き、

法人理念のもと鋭意取り組み中です。
＜就労継続支援B型・就労移行＞

今年度は 4 月に 4 名の板橋特別支援学校の卒業生が入所
し、その後も 9 月までに 4 名の入所者があり、利用者は B
型、移行と合わせ 40 名を超えました。またその間、3 名
の利用者が一般就労へ旅立っています。

利用者の増員に伴い、各部門の担当者も奮闘しておりま
す。受注作業部門では地域にある企業を中心に営業活動を
行い、7 月には過去 6 年間で最高額となる 60 万円近い利
益を出しました。昨年から合理化を図ってきたベーカリー、
レストラン部門ですが、新しく入職した職員が中心となり
安定してきました。ツィッターでの情報発信や、チラシを
作成し、近隣の公共施設に置いて頂くなどの広報活動にも
力を入れ始めております。植物工場部門では、夏休みの期
間には区内にあるエコポリスセンター様の企画展に協力を
させて頂きました。新規野菜 10 種類を販売、福祉工場の
野菜をアピールすると共に、利用者の販売支援に役立って
おります。自主製品部門においても年末のイベントに向け
てオリジナル製品を現在製造中です。　 

国立国会図書館複写受託センター
国会図書館複写受託センターには現在のところ障がい者

職員 2 名を含む正職員 13 名、非常勤職員 75 名が在籍し
ており、法人の公益事業として国会図書館における利用者
への資料複写業務全般を行っています。

2018 年 3 月にセンター長以下体制が新しくなりました。
また、今年度 7 月 1 日より図書館の複写価格が改訂となり
ました。そのような状況ではありますが、全従業員の協力
のもと、比較的安定した運営が続いています。

2018 年 1 月から WEB での申込みも可能となり、今年
度は申込み件数も増加しています。今後も安定した運営と
サービス向上のために努めて参りたいと思います。

新宿区立新宿福祉作業所
新宿福祉作業所は現在 74 名の方が利用されています。

指定管理制度の中で受託を開始して１１年が経過し、利用
者さんや保護者の方の高齢化による生活の問題や、加齢に
伴う障がいの変化 ( 重度化など ) の問題がある中で、新宿
福祉作業所では来年度より多機能化（就労継続支援Ｂ型・
生活介護）になることが決定いたしました。

アガペ東京センター〒 175-0082　東京都板橋区高島平 9-42-7 Tel　03-3935-2601
Fax　03-3935-2688



改めて利用者さん、保護者の方々とのこれからの生活に
ついて考え、作業をする場所だけでなく生活を充実してい
く施設であるために何が必要なのか検討していかなくては
なりません。多機能化になったとしても、今までの作業は
継続し、アクティビティを増やすことで、利用者さんに選
択していただく機会を多くしていきたいと思っています。

最近では『意思決定支援』という言葉をよく耳にします。
『自分のことは自分で決める』というのは、生活を送るう
えでとても大切です。周りの人が決めてしまうと、自分で
は決められなくなってしまいます。しかし、決められない
人にどうしたら自分で決めることができるのかと支援員は
考え、実践しなければなりません。生活介護の場面では、
多くの方が意思決定支援を必要としています。意思決定支
援を行うには利用者さんに寄り添い、一緒に考える機会を
増やすことが大切だと感じます。

障害支援区分や社会資源の活用など、今まで就労継続支
援のみ利用していた方は初めて耳にすることが沢山ありま
す。新しい環境での不安や、加齢に伴い今までできていた
ことができなくなってしまった事による戸惑いにも耳を傾
け、助け合い、支え合うことができる支援体制を構築し、
これからも利用者さんや保護者の方々そして色々な行政機
関等との連携を深め、より利用しやすい、安心できる、楽
しい作業所に向けてみんなで頑張っていきたいと思います。

昨年よりベーカリー事業・自主製品事業が、区内事業所
を対象に新宿丸井本店様で販売の機会をいただきました。

区内の事業所から選ばれた製品
のみが販売をさせていただける
とのことで、嬉しさと共にクオ
リティの高い商品を作る責任が
与えられました。

パン工房のブランド“エスポ
ワール”の焼き菓子や自主製品
も好評いただきました。自分た
ちが作った商品をお客様に選ん
でいただけることはとても嬉し
い瞬間です。これからも皆様に
喜んでいただける商品を製造し
ていきたいと思います。

橋区障がい者就労支援センター
障がい者就労支援事業も今年で第二期の７年目に入り、

2018 年 9 月末現在の登録者数も 827 名、就労者は 525
名を数えるまでになりました。また新規の就職者も 65 名、
職場での定着率も 80％以上と順調な成果を上げておりま
す。今年度の障がい者就労支援の大きな変化としては、ま
ず企業での雇用率 2.0％から 2.2％（官庁は 2.3％）の改訂、

精神障がい者の雇用率の算定、さらに総合支援法の中の定
着支援事業の施行が挙げられます。

雇用率の改訂につきましては、昨年までは既に雇用率を
満たしていた企業でも数値の改訂により、新たな数値では
雇用率を満たしていない企業からの追加求人や、これまで
は雇用義務が発生していなかった社員数45人の企業にも、

新たに１名の障がい者を雇用す
る義務が発生したことによる求
人が増加し、職員もその対応に
奔走致しました。労働市場での
人手不足の影響は、障がい者に

も及んでおり本来は、障がい者の雇用義務が発生しない社
員数 45 名未満の企業からの求人や相談が寄せられるよう
になりました。その背景には、社員数 45 名以下の企業で
の深刻な人手不足から求人を出しても若い方からの応募が
無く、中高年の応募もない、外国人労働者にまで募集の幅
を拡げても、必要な人数を確保できないといった状況があ
ります。その結果「障がい者を採用したい。」との相談が
ハローワークばかりか、地元の商工会議所にも寄せられて
います。このような状況は、障がい者求人の拡大という面
では好ましい事ではありますが、障がい者の本来希望をさ
れる職種や職場への就職という最も重視すべきマッチング
が、おざなりになってしまうのでは？といった危惧も感じ
ております。

今年度より新規事業として始まった定着支援事業は、区
内の殆どの移行やＢ型の就労支援事業所が、事業受託には

時期尚早として 4 月の指定認可に
敢えて手を挙げずに、この 10 月
からの事業開始となったとの報告
を受けております。地域の支援セ
ンターや就労・支援センターは、

今までどおり既存の登録者に対しての就労支援を継続して
いく事になりますので、定着支援センターとの連携は、連
絡調整の範囲とすると決められている現状に於いて、地域
での障がい者就労支援を、どのように発展をさせていくの
か？を日々模索して支援を続けています。

べーカリーカフェこすもすでは、今年度も就労準備性の
ステップアップを目的とする実習機関としての機能と、区
立エコポリスセンター内での喫茶事業の充実という２つの
目標の下、運営を続けています。実習生の受け入れでは、
広報誌「ハート・ワークだより」での募集に加えハート・
ワークのホームページのリニューアルの際に、こすもすの
紹介ページも併せて刷新し、実習生の募集告知には写真を
追加する等の対応をした上で、さらに視覚的にも情報が伝
わりやすいように致しました。実習は、喫茶業務を通じて
作業所では体験が出来ない一般社会でのお客様との触れ合
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う貴重な機会となっています。その過程で、コミュニケー
ション能力を向上させていく事を実習の目標として、障が

い特性や現状に合わせ、無理
の無い範囲でご提案しており
ます。以上地域での貴重な実
習機関としての期待に、これ
からも応えていけるように指
導員、ボランティア共々日々

努力しております。就労支援以外の余暇、生活面での支援、
レクリエーションでは今年度も交流会、ボーリング大会、
２か月に一度の意見交換の機会としてのしゃべり場を開催
しました。また年内にサンキューパーティ、年明けにはス
ポ―ツ大会を予定しており、就労を通じての支援ばかりで
はなく、生活面での支援も併せて継続して行きたいと考え
ております。
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法 人 本 部

研修生だったダニエル、アヴィタ・ヴィクター夫妻が
オーパス賞受賞者に選出される！

　インドのダニエル、アヴィタ・ヴィクター夫妻は、
1988年と1990年にそれぞれ「アジア交換研修プログラム」
の研修生として弊奉仕団から招待を受けて 5 ヶ月の研修に
参加されたコンピュータ技術者です。この研修がご縁とな
って、お二人は後日結婚され、再度 2001 年に研修生とし
て来日されて、18 日間のリフレッシャー研修を受けられ
ました。
　お二人は、私財を投じて、1995 年にインドのチェンマ
イに「アガペ・リハビリテーション・センター（アガペ・
インディア）」を設立しました。そして、障がい者の自立
と社会参加を助けるために、コンピュータ―訓練、就労支
援、就労後のカウンセリング、通所困難者への宿舎の提供、
エイブル・コンピューター作業所などを設けて、献身的に
働いてきました。その結果、今日までの 23 年間、数千人
の障がい者たち（身体障害、視聴覚障害、知的障害）が支
援をうけて、技術者として社会に送り出されていきました。
　その働きが認められて、今年度、北アメリカ版のノーベ
ル平和賞と言われる「オーパス賞（オーパス賞財団による
信仰に基づく人道支援者または団体への賞）」受賞者に選
出されました。
　遠く離れたインドの地で、日本での研修交流が実を結び、
このような名誉ある賞を頂くことができたお二人に、心か
らの賛辞を贈りたいと思います。そして、皆様のご支援が
このような形でアジアの地域に大きな貢献をもたらしてい
ることをお伝えできることを心から感謝しています。

法人事務局
　2017 年度下半期から 2018 年度上半期の法人本部の主
な動きについてご報告いたします。
・理事、評議員の辞任による交代について
　理事の山田貫司氏が 2017 年 10 月 10 日に辞任された
のを受けて、山尾研一氏が 2017 年 12 月 9 日付で後任の
理事に就任いたしました。また、山尾研一氏の理事就任に
伴い、山尾氏が同日付で評議員を辞任されたことにより、
後任に後藤省二氏が、2017 年 12 月 25 日付で、評議員に
就任いたしました。

日本キリスト教奉仕団創立 60周年記念事業について
　晴天に恵まれ 60 周年記念式を、西早稲田のスコットホ
ールで 50 名の方々にご出席いただき盛大に実施すること
ができました。
実施日時：2018 年 7 月 14 日（土）13：30 ～ 16：00

実施場所：西早稲田　スコットホール（第 1，2 部）

　　　　　スコットホールギャラリー（第 3 部）

実施内容：理事長挨拶

司会　西村理事　

挨拶　渡辺理事長

第 1 部　記念礼拝　13：30 ～ 14：00

司会　西村理事

司式　渡辺理事長

説教　山尾理事　奏楽　谷口羊子氏

聖書　「ヨハネによる福音書第 12 章 24 ～ 26 節」

第 2 部　記念講演会 14：10 ～ 15：00

司会　田中理事

講演　坂本正路氏（CIF ジャパン理事長、元評議員）

主題　「キリスト教社会福祉事業と教会の協働」　

第 3 部　茶話会　15：15 ～ 16：00　

Tel　03-3202-0486
Fax　03-3202-0487〒 169-0051　東京都新宿区西早稲田 2-3-18-22



法人事業概要

1. 法人の概要
名 称　社会福祉法人 日本キリスト教奉仕団
所 在 地　東京都新宿区西早稲田 2-3-18
代 表 者　理事長　渡辺　教
常務理事　小松田　貞利
理 事　田中　誠一　　西村　誠剛　　橋本　直樹　　古田　和彦　　山尾　研一　
監 事　斎木　満恵　　塚越　敏夫
評 議 員　井殿　準　　　岡谷　重雄　　鹿村　洋人　　小出　千鶴子　　坂本　千月　　後藤　省二
　 　 　　田口　努　　　藤堂　栄子　　富岡　徹郎　　野口　美加子　　山田　秀樹

2. 事業の概要
①第一種社会福祉事業

• アガペ壱番館：障害者支援施設 ( 施設入所支援 ･ 生活介護・短期入所 ) 　神奈川県座間市小松原 2-10-14
②第二種社会福祉事業

• 東京都板橋福祉工場：障害福祉サービス事業 ( 就労移行支援・就労継続支援Ａ型及び B 型事業 )　東京都板橋区高島平 9-42-7
• アガペ第 1 作業所：障害福祉サービス事業 ( 就労移行支援 ･ 就労継続支援 B 型 ) 　神奈川県座間市小松原 2-10-14
• アガペ第 2 作業所：障害福祉サービス事業 ( 就労移行支援 ･ 就労継続支援 B 型 ･ 短期入所 ) 　同
• アガペサポートセンター：相談支援事業（一般・特別）・障害福祉サービス事業 ( 生活介護 )　 同
• 座間市立もくせい園：障害福祉サービス事業 ( 生活介護 )　( 受託経営 )　神奈川県座間市栗原中央 6-7-27 
• 座間市サニーキッズ：障害福祉サービス事業 ( 児童デイサービス )( 受託経営 )　神奈川県座間市緑ヶ丘 1-2-1
• 新宿区立新宿福祉作業所：障害福祉サービス事業 ( 就労継続支援 B 型 ) ( 受託経営 )　東京都新宿区戸山 1-22-2
• グループホームスマイルⅠ・Ⅱ：障害福祉サービス事業 ( 共同生活介護 ) 　神奈川県座間市相模が丘 2-32-24

③公益事業
• 国立国会図書館複写受託センター　東京都千代田区永田町 1-10-1 国立国会図書館内
• アジア研修交流事業　東京都新宿区西早稲田 2-3-18
• アガペ診療所　神奈川県座間市小松原 2-10-14
• 板橋区障がい者就労支援センター運営事業　東京都板橋区前野町 4-16-1

(2018 年 10 月 1 日現在 )
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2017 年度決算概要

2017 年度決算概要は以下の通りです。詳細は、ホームページをご覧ください。

貸借対照表 2018 年 3 月 31 日 現在 （単位：円）
資産の部 負債の部

 流動資産 589,730,594   流動負債
  固定負債

245,730,876
288,335,290

 固定資産 2,345,935,040   負債の部合計 534,066,166
  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

53,665,544
1,576,573,530

200,848,917
570,511,477

  純資産の部合計 2,401,599,468
 資産の部合計 2,935,665,634   負債及び純資産の部合計 2,935,665,634

事業活動計算書
2017 年 4 月 1 日～ 2018 年 3 月 31 日

( 単位：円 )
勘        定        科       目 決　算

  サービス活動収益計 1,812,628,648
  サービス活動費用計 1,811,498,138
  サービス活動増減差額 1,130,510
  サービス活動外収益計 7,447,372
  サービス活動外費用計 7,003,131
  サービス活動外増減差額 444,241
  経常増減差額 1,574,751
  特別収益計 30,661,781
  特別費用計 27,670,177
  特別増減差額 2,991,604
  当期活動増減差額 4,566,355
  前期繰越活動増減差額 556,751,387
  当期末繰越活動増減差額 561,317,742
  基本金取崩額 0
  その他の積立金取崩額 33,562,500
  その他の積立金積立額 24,368,765
  次期繰越活動増減差額 570,511,477

資金収支計算書
2017 年 4 月 1 日～ 2018 年 3 月 31 日 ( 単位：円 )

勘        定        科       目  決　算
  事業活動収入計 1,820,696,060
  事業活動支出計 1,779,066,945
  事業活動資金収支差額 41,629,115
  施設整備等収入計 30,838,915
  施設整備等支出計 69,235,724
  施設整備等資金収支差額 △ 38,396,809
  その他の活動収入計 128,800,064
  その他の活動支出計 121,754,466
  その他の活動資金収支差額 7,045,598
  当期資金収支差額合計 10,277,904
  前期末支払資金残高 353,221,380
  当期末支払資金残高 363,499,284


