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   木の葉も色づき始めましたが、皆さまにおかれましてはますますご清栄のこととお 

慶び申し上げます。 

   いこま福祉会では、令和元年６月に「第２期中期運営計画」（平成 31 年度～令和５ 

年度)を表しました。 

第１期中期運営計画の内容と結果を振り返り、考え方を継承しつつ、利用者とその家 

族のニーズを再度把握し、社会情勢が著しく変化していく現状にも対応しながら、新た 

に第２期中期運営計画を策定し、事業の推進に努めてまいります。 

 このたび策定した第２期中期運営計画は、法人設立の原点に立ち戻って法人の設立趣 

意書と法人理念とその目標を改めて学び、職員一人ひとりが障がいのある方に充実した 

支援をしていくための決意を新たに、各事業においての議論を具体的な計画案に落とし 

込み、運営協議会での検討を通してまとめました。 

 特にこの５年の計画の中で、高齢になっていく利用者とそのご家族の変化に対し、い 

かに安心した生活を確保し、それぞれの人生に寄り添うことができるかどうかが焦点と 

なってきます。そのためにも、小瀬の土地を中心としたグループホームの計画や、より 

充実した仕事の時間を広げていくための北部事業所の設立なども掲げています。 

 また、そうした展開には色んな人材や経験、そして社会福祉法人の使命としての公益 

性を重視したものも同時に求められてきます。それに応える組織と人材を育てていくこ 

とも大きな法人の役割です。 

当法人の理念のひとつである「障がいがあっても、またその程度が重くても、地域の 

  中で地域の一員として暮らすことが当たり前の社会の実現」を支援していくために、多 

くの方のお力をお借りしながら、地域に信頼され、地域の中にも必要とされる社会福祉 

法人として、今後ますます努力してまいりますので、さらなるご理解とご協力をお願い 

申し上げます。 

 

社会福祉法人いこま福祉会   

理事長 関谷 多摩惠    

 

 

 



 

 

    「思い」 

                             社会福祉法人いこま福祉会      

 理事  谷口 誠      

   

 今日もかざぐるまは、生き生きとした職員の活動に支えられた多くの利用者の声で溢 

れています。 

 私はかざぐるまに来ると、時々思い出すことがあります。それはかざぐるまの建設に 

踏み切る発端となった、様々な経緯のうちのひとコマについてです。 

 かつて、福祉センターでの会合に招かれた彼が、会合終了後の雑談中に、ふと目に留 

まった女性のその腕の傷について尋ねると、彼女の子供が発作を起こして自分の腕に噛 

みついた時、無理に振りほどくと余計に発作がひどくなるため、いつもどんなに痛くて 

も腕を噛ましたままひたすら発作が収まるのを待つため、歯形の傷がこんなにもついて 

しまったという説明を受け、かなりショックを受けたそうです。そしてその時、これは 

何とかしなければいけないとの思いに駆られたんだという話を私に聞かせてくれました。 

 知的障害者通所授産施設「かざぐるま」が創られたのは、生駒の福祉を一歩でも前に 

進め、障がい者の生活の場、働く場となる施設建設を自分たちの力で何としても実現す 

るため、毎日駅前に立って多額の寄付金を集めた親の会を中心とした方々の素晴らしい 

熱意の賜物であることは紛れもない事実ですが、併せて一人のこの「思い」も施設の建 

設に踏み切る為の大きな役割を果たしたのだと思います。 

 こうして誕生したかざぐるまが運営を開始して 17 年、必要とされていた通所施設や 

グループホームなど多くの施設を次々と設置運営し、生駒における障がい者福祉の中心 

的役割を担うほどの存在にまで成長したと考えても許されるのではないでしょうか。 

 開設当初のバタバタした雰囲気が今ではどっしりと落ち着いて、職員の方々も自信に 

満ち溢れているように見受けられます。 

 かざぐるまのこのような成長に、利用者の保護者の方々や障がい者団体の方々の支援 

が大きな役割を果たし、今もその支援は脈々と続いています。これからも自分たちのよ 

りどころであるかざぐるまをさらに充実発展させたいという大きな「思い」に依るもの 

でしょう。 

 職員の方々も、利用者へのより良い支援や将来必要となるであろう施設を何とか実現 

したいとの思いを常に持ちながら日々精励されています。 

 色々な思いの風を何枚もの羽根でしっかりと受け止めて、障がい者がいつまでも安定 

と充実した日常生活が送れるよう、かざぐるまがこれまで以上に力強くグルグルと回っ 

てくれる事を願ってやみません。 
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２０１７年より取り組んできた JICA の事業

で、セルビア共和国の知的障がい者施設への支援

活動プログラムが今年度１２月より本格的にスタ

ートすることとなりました。テーマは、「セルビア

における障害特性に応じた適切な支援活動プログ

ラムの確立」です。 

セルビア共和国は、内戦紛争の終結から十数年ほ

どしか経っておらず、まだ障がい者の生活を支援

する仕組みが整っていません。障がい者が働く機

会を持つことで、社会に参加し、それぞれの暮ら

しを豊かにするようなアイデアが必要とされています。 

今回私たちはこれから２年間草の根技術協力事業という補助事業を通じて、普段から取り組ん

でいる知的障がい者の特性に合わせた支援の手法を伝え、紙漉きの作業活動を介して事業の確立

を目指していきます。２年間の間にセルビアへ渡り直接支援手法を伝えたり、セルビアの支援者

を日本に迎え、こちらの文化や支援手法を直接見てもらう機会もつくっていくこととなります。 

私たち職員にとっても異なる文化、環境をもつ方々とふれあい、交流することは貴重な経験で

す。この機会を大事な成長の場として一生懸命取り組んでいきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

多様な人材によって福祉の支援現場を支えていく

ために、ベトナム人の技能実習生の受け入れをすす

めることとなりました。今年の４月には、ベトナム、

ハノイで日本への入国を目指すベトナム人の方々と

直接面接を行い、私たちいこま福祉会で受け入れる

男性２名が決定しました。やさしく、真面目な人柄

の２名で、現在入国に向けて一生懸命日本語や介護

の知識を学んでいます。 

彼らが日本で技能実習生として介護を学び続ける

ためには、介護福祉士の試験をクリアすることだけでなく、日本の生活、文化に馴染んでいくこ

と、そして遠く離れた地で暮らす彼らの家族を支え続けなければなりません。そのためには、仕

事だけでなく、生活などもサポートしていく必要があります。いこま福祉会の大事な支援者の一

人として、しっかり学び、ここでの生活が彼らにとっても充実した時間となるように、法人全体

で支えていきたいと思います。 

 

 

JICA セルビア共和国との交流支援 

JICA セルビア共和国との交流支援 外国人技能実習生の受け入れ 



 

 

 

この夏はじゃがいもや玉ねぎ、そして「なつのしゅ

ん」という品種の加工に適したトマトの収穫を行いま

した。加工トマトは特に豊作で、昨年の約５倍の収穫

量となりました。たくさん収穫できて嬉しい反面、せ

っかくできたトマトが腐らないうちに収穫を含め、か

ざぐるまへの運搬、土を落とすために洗浄などなどた

くさんの作業が一気に舞い込みます。それを風のファ

ームで活動しているメンバーさんはもちろん、班を越

えてたくさんの職員にも力を借り、「かざぐるまのとま

とじゅーす」が出来上がりました。今年は飲み切りサイズの 170ml だけではなく、たっぷり楽し

める 500ml サイズが新発売。ぜひご賞味ください！ 

そして、風のファームでは、収穫だけではなくイベン

トも行いました。３月末にメンバーとご家族で参加して

頂いた保護者交流会や４月末には高山の地域住民の方

と交流会を開催！！また、６月には地域の児童や放課後

等デイサービスに通う児童を対象とした交流会も行う

など、風のファームは人と人とをつなぐ交流の場にもな

っています。今後も、施設内外問わず様々な方と関わり

を持てるファームとして展開していきたいと考えてい

ます。 

 

 

 

 

旅行を振り返って… 

メンバーさんが楽しみにしている年間行事の一つ

に旅行があります。今年も伊勢まで一泊旅行に行っ

てきました！普段と違う場所で過ごすひと時はいつ

も新しい発見や驚きがあります。今年は一泊という

ことで観光はもちろん温泉や宴会などの夜のプログ

ラムを満喫しました！その中で特に印象に残ったこ

とはメンバーさん同士の交流です。普段はお互いに

関わりを持つことの少ないメンバーさん同士が旅行

の楽しい雰囲気の中では自然と距離が縮まり、交流

が生まれます。宴会後のカラオケでは即席でメンバーさん同士のデュエットが始まるなど、見て

いる側も微笑ましく楽しい時間を過ごさせていただきました。 

旅行の他にも BBQ やいこいこまつり、クリスマス会などの余暇活動があり、今回の経験を大

切にして利用者さんがより楽しく充実したイベントになるよう企画・準備を行っていきたいと思

います。 

 

農業・加工品 

日中活動 旅行 

 

 

 



 

 

 

 『一人暮らしをしたい』という希望を以前から持たれていた 1 人のメンバーさんがおられます。

この 1 年間本人と話し合い、彼が思い描く一人暮らしが実現できるようにチャレンジしてみるこ

ととなりました。 

 まずは、本人が実際に一人暮らしをすることをどのようにイメージしているのかを共有するた

め、何度も話し合いと意思の確認をしてきました。実際の生活経験を積むために、cocua で１人

暮らし体験をしたり、物件を見に行ったり、職員も他事業所へ行って実際に一人暮らしをしてい

る方にお話を聞かせてもらったりと、本人と一緒に暮らしに対するイメージを固めていくために、

色んな作業を行ってきました。住居の決定や生活費などの金銭面・支援体制について様々な課題

はありましたが、ご本人の意思を尊重して後見人さんも前向きに一緒に考えてくださり、ついに

8 月から一人暮らしをスタートすることができました。 

 実際に一人暮らしを実現されたご本人の頑張りはもちろんですが、今はヘルパーさんを含めて

たくさんの方に支えてもらいながら生活されています。生活をしている中で課題は出てきますが、

今後もご本人の希望する生活をできるだけ叶えられるようみんなで支えていきたいと思います。 

 

 

 

障がいのある人が、親亡き後も住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる環境を整えること

を目指す地域生活支援拠点等事業では、相談、緊急時の受入・対応、一人暮らし体験の機会の場の

提供など地域の実情に応じて整備を進めています。 

 特に家族から離れて一人暮らしをする場合、どれだけ練習しても不安はあります。そんな不安

を気軽に相談・解消できる相談機能が一人暮らしを支えています。 

 ８月から一人暮らしを開始したメンバーさんがいます。平日、毎日 20 時 30 分頃に電話をし

て、眠前の服薬の確認や翌日の出勤準備の確認、その他、生活で困ったことなどを確認していま

す。このように、拠点相談の機能としては、登録時にご本人の困りごとを確認し、電話が掛かって

きた時に職員が対応できるように情報を共有しています。 

必要時には、拠点の職員が動いたり、担当の相談員や施設の職員に協力を要請して動いてもら

ったりして、一人暮らしの方の生活を支えています。 

 

 

 

ラベンダーが開所して 3 年が経ちました。開所当時はすべてが新しい

体験で緊張の毎日でしたが、3 年目に入った今では『自分が出来る事は

自分でしよう』というスタンスの元、洗濯物も食器洗いも自分達でして

います。最初はスタッフと一緒にチャレンジしていたことも、今では「自

分の事だから」と自らスムーズにしてくれています。終わった時にはす

ごく満足した表情をされています。少しずつグループホームでの生活に

対する自信もついてきたように感じます。お誕生日会や季節のイベント

もみんなで楽しまれています。 

今後もメンバーさんからの提案を大事にしながら、長い時間を共にす

る中で、安心と充実感のある生活空間を作れるようにと思っています。 

福祉ホーム(地域移行へのチャレンジ) 

 グループホーム ラベンダー立ち上げから ３年を経過して… 

地域生活支援拠点等事業(一人暮らしを支える相談機能) 



 

(単位:円)

就労支援事業収益 20,999,535 20,921,945 77,590

障害福祉サービス等事業収益 518,156,323 498,438,735 19,717,588

その他事業収益 64,000 △ 64,000

経常経費寄附金収益 2,808,921 3,306,579 △ 497,658

サービス活動収益計(1) 541,964,779 522,731,259 19,233,520

人件費 333,067,423 339,482,009 △ 6,414,586

事業費 62,990,225 59,529,962 3,460,263

事務費 70,809,577 55,497,523 15,312,054

就労支援事業費用 26,621,093 27,832,531 △ 1,211,438

減価償却費 40,969,458 39,642,257 1,327,201

国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 24,996,379 △ 24,230,709 △ 765,670

サービス活動費用計(2) 509,461,397 497,753,573 11,707,824

32,503,382 24,977,686 7,525,696

受取利息配当金収益 51,985 57,562 △ 5,577

その他のサービス活動外収益 7,353,558 9,385,285 △ 2,031,727

サービス活動外収益計(4) 7,405,543 9,442,847 △ 2,037,304

その他のサービス活動外費用 5,567,181 5,856,678 △ 289,497

サービス活動外費用計(5) 5,567,181 5,856,678 △ 289,497

1,838,362 3,586,169 △ 1,747,807

34,341,744 28,563,855 5,777,889

施設整備等補助金収益 1,052,040 8,593,000 △ 7,540,960

固定資産受贈額 14,820,000 14,820,000

固定資産売却益 299,999 299,999

特別収益計(8) 16,172,039 8,593,000 7,579,039

基本金組入額 14,820,000 14,820,000

固定資産売却損･処分損 168,684 900,902 △ 732,218

国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) △ 2 0 △ 2

国庫補助金等特別積立金積立額 1,052,040 8,593,000 △ 7,540,960

災害損失 750,000 750,000

特別費用計(9) 16,790,722 9,493,902 7,296,820

△ 618,683 △ 900,902 282,219

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 33,723,061 27,662,953 6,060,108

前期繰越活動増減差額(12) 357,054,129 314,391,176 42,662,953

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 390,777,190 342,054,129 48,723,061

基本金取崩額(14)

その他の積立金取崩額(15) 15,000,000 △ 15,000,000

その他の積立金積立額(16) 17,580,000 17,580,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 373,197,190 357,054,129 16,143,061

繰

越

活

動

増

減

差

額

の

部

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

費

用

勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

収

益

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

サ

ー

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

収

益

費

用

サ

ー

ビ

ス

活

動

外

増

減

の

部

収

益

特

別

増

減

の

部

費

用

特別増減差額(10)=(8)-(9)



  たくさんのご支援ありがとうございました  
  

（平成 30年 4月 1日～平成 31年 3月 31日） 

  寄附金を頂戴しました。（敬称略・五十音順） 
 
芥川 千穂子 
生駒市障害児・者を守る連合会    
生駒市身体障害者福祉会       
生駒市手をつなぐ育成会        
生駒市中地区民生・児童委員 

協議会  
生駒商工会議所  
石田 敏夫 
礒﨑 猛夫 
壱分町東自治会  
伊藤 ヒサ 
井戸 偉司 
稲西 要 
乾 洋司 
今村 祥二 
居村 典彦 
岩藤 和夫 
岩本 先 
上野商店 
上野 幸雄 
上山 定子 
鵜飼 和廣 
右代 壽 
宇髙 宗喜  
有働 満喜子 
梅田 昭夫 
梅本 順子 
永合 達生 
栄上会 
大塚 扶美子 
大野 稔 
大山 泰子 
オカダアイヨン(株) 
岡田 敏夫 
小川 千恵里 
奥村 美保子 
角重機 

柏本 多美子 

加藤 正二 
金澤 章子   

金田 日出男 
(株)上武 
上武 勝宣 
上武建設(株) 
上武建設安全協力会 
川本産業(株) 
関西ワンディッシュエイド協会     
神田 昌則 
來村 懋勲 
(株)きんでん 奈良支店 
(株)クーリエ 紫芳の丘 
草場 美明 
窪田 俊造 
久保 昌城 
熊倉 克典 
クレセント歯科 
(株)ケイアイ 
神津 育雄 
小西 壽美雄 
コマツカスタマーサポート(株) 
小松 孝治 
近藤 嘉男 
齋藤 頼親 
坂ノ上 義久 
坂森 照美 
(株)ササイナカムラ 
さつき台南自治会  
四角 圭一郎 
島田 孝子 
島谷 育代 
宍道 喜久雄 
杉本 秀夫 
鈴木商事(株) 
鈴木商事(株)自動車部 
(株)総合サービス 
蕎麦田 多美子 
（有）太鴻 
(株)大幸土木建設 
高砂 光雄 
滝藤 博史 
田口 節世 

竹田 歌子 
田中 重正 
田中 みどり 
田中 峰子 
辻野 トシ子 
辻本 得延 
辻本 蓉 
富田 忠一 
社会福祉法人 どんぐり  
中井 直美 
中尾 喜美子 
中嶋 正子 
中庄谷 勇 
中田 眞知子 
奈良レミコン(株) 
西浦 一次 
西川 房子 
西澤 十三夫 
西野 佳栄 
西元 満興 
日本キャタピラー合同会社 
日本料理 いなだ 
根来 健夫 
野口 聡子 
畑 勝彦 
針本 範子 
坂東 伸昭 
ひかりが丘自治会駐車場 
管理委員会  

樋口 和代 
(株)樋口組 
日立建機日本(株) 
ひだまり家族会  
平野 いその 
ふうしゃの会  
藤木 強二 
藤本 正人 
ブリヂストン建設タイヤ販売(株) 
桝田 健 
松川 定嗣 
松下 重信 

松嶋 千年 
松本建材土木（有） 
松本 秀子 
松本 泰和 
(株)丸松久保本店 
丸山 利子 
水田 竜也 
水田 哲司 
水野 恵理子 
三谷 宏弥 
源 知子 
峰 千賀雄 
宮川 洋代 
三宅 武史 
村上 邦子 
森永 由紀子 
森本 敏子 
森本 弘美 
森本 洋子 
泰井 弓 
安田 富雄 
柳川 保雄 
矢野 敏文 
山岸 孝三 
山口 隆子 
山口 知靖 
山口 裕和 
山口 康子 
山田 正弘 
山村 政枝 
(株)ヨコハマタイヤジャパン 
横村 和宏 
吉川 博好 
よしクリニック 扇谷 嘉成 
吉田 昭 
渡部 昭子 
 
その他匿名の方々 

 

物品をご寄付いただきました。（敬称略・五十音順） 

イオン登美ヶ丘店(ｲｴﾛｰﾚｼｰﾄｷｬﾝﾍﾟｰﾝ)                 上武建設(株)（タオル 400本）             

関西電力（株）労働組合奈良支部 （クリスマスケーキ）        マックスバリュ生駒南店(ｲｴﾛｰﾚｼｰﾄｷｬﾝﾍﾟｰﾝ) 

その他、たくさんの皆様から牛乳パック・アルミ缶等の提供をいただきました。  

 

土地をご寄付いただきました。（敬称略・五十音順） 

櫻井 郁夫       櫻井 健志       櫻井 俊宏       櫻井 博之  

ご兄弟で共有されていた小瀬町の土地をご寄付いただきました。利用者の方々に役立てるよう、また地域へも貢献

できるように計画を進めてまいります。    

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JuMGZB3y9U.TgAx3aU3uV7/SIG=13jat89p3/EXP=1412509889/**http:/1.bp.blogspot.com/-5O93nPkM4bo/UP5weK5DN9I/AAAAAAAAK7U/qAA0f3qgQAM/s1600/heart_curvy.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JuMGZB3y9U.TgAx3aU3uV7/SIG=13jat89p3/EXP=1412509889/**http:/1.bp.blogspot.com/-5O93nPkM4bo/UP5weK5DN9I/AAAAAAAAK7U/qAA0f3qgQAM/s1600/heart_curvy.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JuMGZB3y9U.TgAx3aU3uV7/SIG=13jat89p3/EXP=1412509889/**http:/1.bp.blogspot.com/-5O93nPkM4bo/UP5weK5DN9I/AAAAAAAAK7U/qAA0f3qgQAM/s1600/heart_curvy.png


 

 

 

 

 

第三者委員 報告（平成 30 年度） 

 

平成 30 年度中に第三者委員会で審議された案件は０件でした。 

 苦情に関することは、【０７４３－７７－９９００】までご連絡ください。各部署の苦情

受付担当に取り次ぎます。また、かざぐるま玄関、かざぐるまえーる玄関にも苦情受付箱

を設置しております。 

 
 
 
 

社会福祉法人いこま福祉会 役員名簿 （令和元年 9月 1日 現在） 
 

理事長 関谷 多摩惠 社会福祉法人いこま福祉会理事長 

業務執行理事 浅井 伊知人 社会福祉法人いこま福祉会統括施設長 

理事 大谷 健太郎 社会福祉法人いこま福祉会事務長 

理事 草場 暁美 生駒市障害児・者を守る連合会顧問 

理事 髙曲 友理子 社会福祉法人いこま福祉会かざぐるま施設長 

理事 谷口 誠 社会福祉法人宝山寺福祉事業団評議員 

理事 辻村 泰範 社会福祉法人宝山寺福祉事業団理事長 

理事 登丸 寿一 元天理大学教授 

理事 横村 良子 ふうしゃの会顧問 

監事 辻本 典彦 辻本税理士事務所所長 

監事 早元 勇 社会保険労務士事務所はじめ 社会保険労務士 

評議員 清水 泰之 やまびこネットワーク代表 

評議員 田和 成司 奈良県立奈良西養護学校教諭 

評議員 富田 忠一 社会福祉法人ちいろば会 ちいろば園施設長 

評議員 西山 政博 生駒市新旭ヶ丘民生・児童委員 

評議員 林 昌弘 社会福祉法人長命荘理事長 

評議員 原井 葉子 生駒市立壱分小学校校長 

評議員 藤尾 清司 前生駒市壱分東自治会会長 

評議員 松本 順一 ふうしゃの会会長 

評議員 村上 邦子 生駒市障害児・者を守る連合会会員 

評議員 安田 まゆみ 生駒市手をつなぐ育成会会長 

評議員 吉川 博好 生駒市商工会議所中小企業相談所所長 
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