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令和2年度は新型コロナウイルス感染症に脅威を感じながら暮れた1年でした。コロナ渦で最前
線に立つ医療関係者や介護現場に心から敬意を表したいと思います。
当法人も職員の方々に行動自粛をお願いしながらテレビ報道を横目に、心の中ではドキドキし
た気持ちで、万が一施設内で発生した場合を想定しながら、私たちは覚悟を決めて業務に当たって
参りました。
しかし、新型コロナウイルスは第3波で落ち着いたかに見えましたが、それから1ヶ月も立たずに
変異しながら第4波に突入しました。ワクチン接種も医療従事者が終了し、5月に入り高齢者や施
設職員へと次のステージに進んで参りました。豊富町は利用者様の接種が5月11日から開始され、
2回目の接種が7月1日に終了する予定で進め、職員についても5月7日から始まり7月1日に終了す
る予定で進めております。
この未曾有のコロナ禍において介護・福祉に関わる方々にとって、依然として苦しい状況が続き
ますが、この国難とも言える状況を国民一丸となって乗り越えなければなりません。日本の高齢化
社会は始まったばかりでまだまだ続きます。
「災害への対応強化」では、全国各地で発生した夏の豪雨災害、冬の豪雪災害、地震など防災につ
いても当施設に於いては、電気や水などのライフライン設備や食料(3日分)の確保については万全
を期しております。
今年度から施行される「働き方改革による同一労働・同一賃金」については、政府肝いりの法律で
す。今般、コロナ禍でホテル、観光、飲食、運輸、製造業などは厳しい経営化で廃業や倒産に追い込ま
れるケースも少なくありません。また事業縮小により職員の給与削減、解雇、雇止めが多く発生し
ており、合法的な理由以外は中小企業とは言え認められず、当法人も昨年就業規則を始めとする給
与規程やそれに関する要綱等も全て見直し、一過性のある書類整備を進め昨年9月職員全員に説明
会を開催し周知したところです。
さて、令和2年度に入所されている利用者様の平均年齢は88.10歳です。国が示す原則要介護度3
以上と言う要件の中で入所されていますが、介護度や認知度で示される数値以上に重度化してい
る事や、高齢により虚弱化で病院受診や入院されるケースなども近年は多くありますが、新型コロ
ナウイルス症の対応により、アルコール消毒やマスクの着用などにより、宗谷管内でも季節性イン
フルエンザの発生を診ることはなく利用者様の入退院も少ない年でありました。
経常活動収支でございますが、本部会計の当期経常収支差額については73,887円。また、施設会
計の経常収入は463,806,600円、支出については、427,058,176円、その他事業外収支及び特別
収支、5,438,929円を含め、本年度経常活動の当期活動収支差額は42,187,353円と良好な決算計
上となりました。
要因として今年度は長期利用者様の入退院が少なかったことと、それに伴う入退所が例年の半
分であったこと。短期利用者様においては、コロナ禍で利用者様の家と施設の出入りを感染防止の
観点から出来るだけ少なくしたことから、安全を考慮しご家族が長期利用を希望されたこと、入院
による空床ベッドを短期利用者様に提供できたことが稼働率を押し上げた大きな要因になってお
ります。
年度当初から新型コロナウイルス感染症対策で施設全体が過敏になり、疲れ切った一年となり
ましたが、職員の献身的な対応と努力と役員各位の深いご理解により、近年にない決算を迎えるこ
とが出来ました。尚一層の財務の健全化に努め、社会福祉法人の果たすべき使命を自覚し、地域福
祉の向上のため全力を尽くし公正公平な運営と職員の資質向上、利用者様には快適な生活環境作
りを目指し、老人福祉の理念に基づいた施設運営に努め、令和2年度決算を無事終了させて頂いた
事に対し深く感謝と敬意を申し上げ報告と致します。

令和2年度 事 業 報 告

令和3年5月20日提出

社会福祉法人豊富福祉会
理事長　　石　川　岳　志



日頃より特別養護老人ホーム温心園の事業に対しまして、ご利用者様はじめご家族様、地域の皆
様と、多くの方々に温かいご支援とご協力をいただき、お礼と感謝を心から厚くお礼申し上げま
す。

この度、前田前施設長の退任に伴い、令和3年7月1日より施設長に就任致しました植村でござい
ます。

現在、新型コロナウイルス感染症の拡大によって、また変異株の発生など日本中、世界中を震撼
させている中、その最前線で感染のリスクを抱えながら昼夜闘っておられる医療従事者の皆様に
は、心より感謝と敬意を表しますとともに一日も早い終息を願っているところでございます。

新型コロナウイルス感染症への当施設の対応は、職員に対し発生地域への不要不急な外出を控
えてもらい、万が一管外へ外出した場合はPCR検査を受けて出勤してもらう措置を講じて参りま
した。この間、今年度5月から開始されましたコロナワクチン接種も7月1日を以て利用者様及び職
員への接種を完了致しました。

ご利用者様をはじめご家族様、また地域の皆様方におかれましては、ご面会など長い期間に渡り
ご迷惑をお掛け致しましたが、ご理解・ご協力を賜り誠にありがとうございました。今後につきま
しては、一般の方々の接種状況や感染状況を踏まえながら、規制の緩和を検討して参りますので、
この場をお借りしてご報告とお礼を申し上げます。

私事になりますが、振り返れば入職より22年が経ちました。介護員として入職し、その後生活相
談員、総務課での事務職を得て今日に至るところでございます。その間には、介護保険制度の導入、
施設の改築移転、町営から民営への経営移管など、節目を迎える時を一職員として携わることが出
来ました。

そして前田前施設長におかれましては、東日本大震災を教訓に、非常災害や自然災害に向け、最
悪をイメージした危機管理を進め、電源と暖房の確保に向けた設備設計を行い、ここに暮らす利用
者様の安全と安心を担保できるよう非常発電機を整備し、また年々老朽化する施設の大規模修繕
をはじめ、時代に即したケアを提供するための福祉用具や備品の更新など、利用者様本位の実現そ
して継続を根底に12年間を施設長として努めて頂きました。

現在まで築き上げた「物」という財産、そして「人」という財産を引き継ぎ、この温心園の施設運営
を継承させて頂くことは光栄であり、また身の引き締まる思いでございます。

大役を仰せつかり、その職責の重さを痛感しているところでございますが、職員一丸となり施設
理念であります「優しさ・温かさ・思いやり」を念頭に、利用者様が快適な生活を楽しみながら暮ら
せる施設創りと地域社会が求める福祉サービスの提供を目指して微力ではございますが努力して
参りますので、今後ともご指導ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げ就任のご挨拶と致し
ます。

敬　具

就 任 の ご 挨 拶

特別養護老人ホーム温心園　　
施設長　　植　村　秀　明



花見の会花見の会 5月14日（金）5月14日（金）

今年の桜は全国的に例年より早い開花とな
り、利用者の皆様も満開となった中庭の桜に喜
ばれていました。

花見の会では、伊勢藤吉様が99歳を迎えられ
るということで、皆様に白寿の御祝いをして頂
きました。

今年の桜は全国的に例年より早い開花とな
り、利用者の皆様も満開となった中庭の桜に喜
ばれていました。

花見の会では、伊勢藤吉様が99歳を迎えられ
るということで、皆様に白寿の御祝いをして頂
きました。



5月19日（水）
5月19日は果物狩りを行いました。コロナ禍で外出の
機会が減っておりますが、イチゴやブドウなどの果物
が用意され、農園の雰囲気を楽しんで頂きました。果物狩り

6月30日（水）料理レク
6月30日に料理レクを行いました。今回のメニューは
芋団子と茶碗蒸しです。皆様、完成した料理を笑顔で召
し上がっていました。



天気が良くて日差しが眩しいです（中庭にて）天気が良くて日差しが眩しいです（中庭にて）

今年も綺麗に咲きました今年も綺麗に咲きました
ダブルピ

ース♪
ダブルピ

ース♪
美味しそうですね♪
美味しそうですね♪

ハッピーバースディ♪ハッピーバースディ♪

コロナワクチン接種コロナワクチン接種

園周りの花壇園周りの花壇

きゅうり
を丸か

じり！

きゅうり
を丸か

じり！



犬飼 郁子 様 88歳

横山 悌子 様 90歳臼木 カヨ 様 93歳

野澤 幸雄 様 78歳榊本 公男 様 86歳

井上 イト 様 98歳 石村 守 様 96歳

須田 美代子 様 85歳 佐藤 敬三 様 79歳

古山 善市 様 93歳 古山 セチ 様 91歳

大塚 美津子 様 77歳 菅原 和弘 様 75歳植野 ヨシ子 様 86歳

山影 キヌヱ 様 87歳佐藤 とみ子 様 93歳

高橋 きみ子 様 93歳

角田 ミサ 様 97歳

横山 妙子 様 88歳 中畑 順一 様 86歳

伊勢 藤吉 様 99歳

木下 時彦 様 90歳長嶋 美枝 様 92歳

小沼 イチ 様 97歳

三浦 はる 様 86歳 算用子 哲子 様 79歳

高谷 ふみ 様 97歳

４月４月

５月５月

６月６月

お誕生日おめでとうございますお誕生日おめでとうございます



広報誌「せんばづる」に関するご意見・ご要望・写真掲載によるプライバシー等のお問い合わせにつきましては温心園までご連絡下さい。

電話：0162-82-2333 FAX：0162-82-2334
〒098-4116 天塩郡豊富町西豊富

https://www.onshinen.com/

「せんばづる」はPC・スマホからも

ご覧いただけます！
温心園公式ホームページ

社会福祉法人豊富福祉会

特別養護老人ホーム温心園

暖かな日差し、爽やかな風が吹き渡る季節となりまし
た。最近は中庭や園外を散歩される利用者様の気持ち
良さようなご様子が見られるようになりました。

温心園では利用者様・職員共にコロナワクチン接種は
完了しており、感染リスクは低くなり先ずは一安心という
ところです。今後は少しずつ規制が緩和され、ご家族樣
との面会が出来るようになる事を願っています。

次号は夏祭りや敬老会の模
様を中心に、利用者様の素敵
な笑顔をお届けしたいと思い
ますのでお楽しみに。

編集後記

新入園者ご紹介

5月からお世話になっています。
早く皆さんの顔と名前が一致出来
る様にしたいです。元気に頑張り
ますので、どうぞよろしくお願いし
ます。

ご厚志ありがとうございます
紙面にてお礼申し上げます

牧野 政昭 様　齋藤 研一 様　遠藤 淳子 様
西村 崇 様　五町内老人クラブ 様

山谷 佐栄次 様・セイ 様
樹齢 100年 イチイの木・庭石を寄贈いただきました。

お知らせ
温心園の福祉夏祭りについて、
新型コロナウイルス感染症の感染
防止を目的に昨年度同様、利用者
様と職員のみで開催と致しますの
でご理解・ご協力を賜りますよう
宜しくお願い致します。

新職員ご紹介

5月7日入職

看護師 石川 洋子

守田 フジ 様 佐々木 邦夫 様横山 妙子 様


