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 本年に入り、日本各地で豪雨、台風、地震などの自然災害による甚大な被害が発生しまし

たが、被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げますとともに、被災地の一日も早い復興

を祈っております。 

 この度の台風 21 号の猛烈な風と雨をかざぐるまの玄関ホールで体感して身震いを覚えま

した。と同時に、当法人が福祉避難所であることに何故か少し不安を感じたことも事実です。

日頃から、インフラの老朽化等の点検や、ケアプランを作成すること等、普段していること

の延長として災害時の取り組みにも、より深く考慮しなくてはいけないと痛感いたしました。 

厚生労働省で「働き方改革実行計画」が平成 29 年 3 月にまとめられ、合わせて、その実

現に向けたロードマップが示されたこともあり、いこま福祉会の「働き方改革」としても職

員が活き活きと働くことできるよう取り組んでおります。 

 「福祉は人なり」と申しますように、人の心を思い、人の心を育み、人の心を支えること

が、人がする福祉の事業であり、支援において、無駄と思われることにも取り組まなければ

いけない時もあります。サービスの質を落とすことなく、また職員のモチベーションを低下

させることなく、「仕事以外の時間を持ち、自己研鑽のための時間を持つことが出来る」方向

をゴールに決めて、そのゴールに向かって進んでまいりたいと考えています。 

 これらの改革に取り組みながら、法人の基本理念に立ち返りつつ、使命を果たす努力を継

続して、利用者の方々においても「いこま福祉会」のサービスはすばらしい、また、職員に

とっても、この法人で働くことが出来てよかったと実感できるような事業運営を目指してま

いります。 

 最後になりましたが、地域の皆さまとともに様々な地域活動を精力的に実践しながら、地

域に根差し、地域との交流を大切にしていきたいと願っています。 

 今後とも皆さまのご支援、ご指導を賜りますよう心からお願いいたします。 

 

社会福祉法人いこま福祉会 

理事長 関谷 多摩惠 

 

 

 

 



 

 

知的障害者の親として 

 

 私が知的障害者の親として「ふうしゃの会」（「かざぐるま」を利用する障害者の家族会）に出席するよ

うになったのは、会社を定年退職した 10 年前だった。「かざぐるま」は当時設立後約 6 年で、組織とし

てはいまだ未熟な面が多々見られたが、その後 10 年を経過して次第に安定し若い人材も着実に育って来

ており、何よりも停滞感なくまだまだ成長途上である若々しさが感じられる。「親亡き後」の問題は以前

から云われて久しいが、10 年前の私に取っては遠い将来のことだった。しかし 10 年後の 70 歳となっ

た今はかなり切実な問題となって来ており、心身の衰えにより保護者機能を果たせなくなるまでの残され

た時間は長くないと感じている。 

 私が想定している「親亡き後」の子供の将来は、現在も利用しているグループホームを生活の場とし、

日中は通所施設に通い、通所施設の休日は可能な範囲でガイドヘルプを利用するというもので、全面的に

「かざぐるま」に依存することになる。かかる親としての希望に対し、「かざぐるま」が親のニーズを把

握・理解し極力対応しようと努力していることは親にとって何よりの安心材料である。無論心配・不安の

種は常にあるが、基本的には「かざぐるま」の姿勢を信頼するに足るものとして評価し、安心してお任せ

するつもりである。 

 障害福祉全般は時代と共に次第に進展・拡大して来たと感じている。しかし、障害者に対する一般市民

の差別感情や国の障害者福祉施策に関し、次のような不安を抱いている。 

 近年ＤＮＡ鑑定技術の向上により、妊婦が比較的手軽に出生前診断を受けるようになった。診断で障害

の子が生まれる可能性を指摘された場合、9割超が中絶を選択をすると云う。この選択を論評する権利は

私にはないが、産まない選択をすると云うことは即ち、今の現実は障害の子を安心して育てられる福祉環

境には程遠く、また障害者差別の中で生きなければならないことを敏感に感じているからだろうと思う。

ここ数年世界的な政治動向は、人種・性別・文化・宗教等が異なる人々の間で交流・融和よりも分断・差

別の傾向が拡大・強化されている。日本でも生産性のない人間は価値がないとか自己責任論が横行し、弱

者に対する思いやりのない議論が表に出て来ている。このままでは次第に進んで来た障害者に対する理解

が、逆方向に行くのではないかと危惧している。 

 もう一つの不安は国の財政赤字の大きさである。私は経済知識に乏しいので素人の素朴な感想を述べる。

国と地方自治体の財政赤字は約 1100 兆円あり、赤字規模は先進国の中でも突出して大きい。今現在で

も 30兆円台の新規国債を発行しなければ国家予算が組めないと云うことは国の借金が増え続けている訳

で、ここ数年の比較的安定した経済・政治状況でも借金が必要なら赤字増大はいつ止まるのか。10 年前

のリーマンショックのように、金融危機は経済が順調に見える中である日突然発生し急激に進行する。国

家財政が破綻したとき、国の予算の中で大きな比重を占める社会福祉費の扱いがどうなるのか、国の社会

福祉制度を前提としている社会福祉法人の経営はどうなるのか。 

 これらの不安が単なる杞憂で終わればよいが、それは甘いかも知れない。しかし過去の歴史は大きな混

乱や打撃があったとしても、それを・克服・復元して来たからこそ今日の社会がある。楽観的でばかりも

いられないが、悲観的になっても良いことは何も無い。我々は一定の展望を持って、前向きにやれること

をやるだけだ。 

                                  ふうしゃの会 

                                  会長 松本 順一 

 

 



 

 

 

 

【工房 結】 

 紙すき班から『工房結（ゆい）』と名称を変更し、小平尾町で

活動を始め１年が経過しました。地域に繋がり、人と人を結ぶ物

を作っていく思いを掲げながらの 1 年間、紙すき作業・内職作業

などの仕事を中心に活動してきました。 

 春からは新しいメンバーを加え、地域との関わりをさらに大切

にしています。昨年度から参加させていただいている「たわわ食

堂」の活動では、かざぐるまの農園で収穫した野菜等も活用しな

がら地域の方たちと一緒に昼食作りをして、振る舞うことで繋が

りを継続しています。今後も自分たちの活動を少しでも地域の

方々に知っていただけるよう、また地域の役に立てるよう、清掃

活動等にも積極的に参加していきたいと思います。 

新製品の開発、新しいデザインでの販売などにも力を入れ、さ

らにより良い商品を提供する事で、買ってくれた人だけでなくそれを貰った人にも今まで以上に

喜んでもらえるよう、人々が笑顔になれる物を作り続けて結びを大切に活動していきたいと思い

ます。これからも宜しくお願いします。 

 

【ムーラン】 

 ムーランでは、かざぐるまのパティシエたちが日々心を

込めて作ったお菓子をより多くの方たちに知ってもらい、

喜んでいただく為に、インターネットでのクッキー販売も

行っています。定番の型抜きクッキーを始め、人気のライ

ンナップを取りそろえており、より手軽に、いつでも購入

頂けるようになってい

ます。また予算に応じて

ギフトセットやラッピ

ングのご相談、地方発送

なども行っています。是

非一度ご覧いただけれ

ばと思います。 

 

 詳しくは【yahoo! ショッピング】からカテゴリーの【スイ

ーツ 洋菓子】をクリックして【moulin】と検索して下さい。 

 

 

 

日中活動より 

 

 

 



【かざぐるま】 

かざぐるまも新しい班になり１年半が過ぎました。職員同

士が班の枠を越え、連携して利用者の活動をサポートしてい

くというスタイルで「くらふと虹」「いぶき」「なかま」「ムー

ラン」の４班で活動しています。軽作業や農作業、さをり織

り、靴下ゴムの座布団作りなどの作業交流とボウリング大会

やバーベキューなどの合同イベントも一緒に行っています。 

 以前は関わることが少なかったメンバー同士、またはメン

バーと職員間のコミュニケーションの幅も広くなり、経験豊

かになりました。職員全体が充実していきいきと働くことが、

メンバー一人一人の日々の充実や安定、安心そして笑顔へと

繋がっていくことだと信じています。 

今後は、この施設内の活動の広がりを、地域へとさらに発展していけるように努力していきたいと思い

ます。 

 

【かざぐるまえーる】 

 えーるも新しい班になり１年半が過ぎようとしています。 

 「笑風（えふう）」「かなで」「ひかり」の３班は、メンバー

も職員も個性派ぞろい。作業の方は、昨年同様「農作業」と

「リサイクル作業」の２本柱で頑張っています。 

 「農作業」は、大きく二つの農場に分かれ、活動を展開し

ています。それは、「高山風のファーム」と「北山ファーム」

に分かれています。「高山風のファーム」では、「しっかり身

体を動かし、汗を流そう」をコンセプトに、広大に広がる農

地に一輪車で馬糞を運ぶ作業を「ひかり」のメンバーに頑張ってもらっています。「北山ファーム」は主に

「笑風（えふう）」「かなで」のメンバーが中心に取り組んでおり、コンセプトは“体験型農園”で、農業

を通じてさまざまな経験をしてもらおうとしています。ですので、畑を耕し、種をまき、その上に水をや

り、すくすく成長してきたものを収穫し、収穫したものを自分たちで調理して食べる。すごくシンプルだ

けど、とても大切な時間をみんなで共有しています。 

 一方、「リサイクル作業」では、今年度より、「北コミュニティーセンタ

ーはばたき」と「南コミュニティーセンターせせらぎ」で実施されている

「ワンディッシュエイド」の取り組みに協力させてもらっ

ています。地域の方々がいらなくなった陶器製品やガラス

製品を都度それぞれのセンターに出向き、仕分けさせても

らっています。今年の夏はとても暑かったですが、メンバ

ーも一生懸命取り組んでくれました。今後も我々えーるは

施設の中で自分たちの中で完結するのではなく、地域の中

に、社会の中に、活躍の場を広げて行ければと思います。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

平成 30 年 1 月 15 日より生駒市から生駒市安心

生活支援事業の委託を受けて地域生活支援拠点等事

業がスタートしました。 

地域生活支援拠点は、親亡き後の暮らし、高齢化、

重度化といった障がい者、その家族の変化に対して

安心して地域で生活を送れるような体制を整備する

ことを目的として国から打ち出されました。整備す

る内容として、「相談」「緊急時の受け入れ・対応」

「体験の機会・場」「専門的人材の確保・養成」「地

域の体制づくり」という５つの項目で整備していく

ことが示されています。 

 

生駒市としては、生駒市自立支援協議会くらし部

会を通じて、先進地視察や課題抽出等を行いながら、

まずは「緊急時の受け入れ対応」「体験の機会・場」

という項目から取り組んでいくこととなりました。 

社会福祉法人いこま福祉会では、新設グループホ

ームラベンダーの建設に着手していたこともあり、

ラベンダーの 2 階部分を多機能拠点型施設として

緊急受け入れの場、一人暮らし体験事業 cocua を

体験の機会として受託することとなりました。 

 

 

こうした取り組みを地域の中でさらに充実させていくものとして、平成 30 年 9 月 1 日に「地

域生活支援拠点等について考える」の研修会が生駒市・奈良県知的障害者施設協会共催で開催さ

れました。 

厚生労働省から片桐公彦氏、長野県高水福祉

会総合安心センターはるかぜより野口直樹氏

が講演され、最新の制度の動向や先進的に取り

組んでおられる事例のお話を伺うことができ

ました。奈良県内、外からもたくさんの参加者

が来られ、この事業に対する関心の高さがうか

がえました。 

こうした機会を経て、生駒市の地域生活支援

拠点等事業においてもさらなる発展と障がい

者、その家族が安心して生活を送れる環境を整

備していきたいと思います。 

地域生活支援拠点等事業所「ラベンダー」がスタート！ 

ンダー写真 

 

 



(単位:円)

就労支援事業収益 20,921,945 19,973,092 948,853

障害福祉サービス等事業収益 498,438,735 467,699,772 30,738,963

その他事業収益 64,000 64,000

経常経費寄附金収益 3,306,579 3,312,712 △ 6,133

サービス活動収益計(1) 522,731,259 490,985,576 31,745,683

人件費 339,482,009 330,546,167 8,935,842

事業費 59,529,962 57,259,951 2,270,011

事務費 55,497,523 40,414,783 15,082,740

就労支援事業費用 27,832,531 24,057,765 3,774,766

減価償却費 39,642,257 39,318,759 323,498

国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 24,230,709 △ 22,464,538 △ 1,766,171

サービス活動費用計(2) 497,753,573 469,132,887 28,620,686

24,977,686 21,852,689 3,124,997

受取利息配当金収益 57,562 557,104 △ 499,542

その他のサービス活動外収益 9,385,285 7,838,155 1,547,130

サービス活動外収益計(4) 9,442,847 8,395,259 1,047,588

その他のサービス活動外費用 5,856,678 5,169,783 686,895

サービス活動外費用計(5) 5,856,678 5,169,783 686,895

3,586,169 3,225,476 360,693

28,563,855 25,078,165 3,485,690

施設整備等補助金収益 8,593,000 43,974,000 △ 35,381,000

固定資産売却益 220,000 △ 220,000

特別収益計(8) 8,593,000 44,194,000 △ 35,601,000

固定資産売却損･処分損 900,902 6 900,896

国庫補助金等特別積立金積立額 8,593,000 43,974,000 △ 35,381,000

その他の特別損失 9,860,120 △ 9,860,120

特別費用計(9) 9,493,902 53,834,126 △ 44,340,224

△ 900,902 △ 9,640,126 8,739,224

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 27,662,953 15,438,039 12,224,914

前期繰越活動増減差額(12) 314,391,176 269,003,137 45,388,039

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 342,054,129 284,441,176 57,612,953

基本金取崩額(14)

その他の積立金取崩額(15) 15,000,000 29,950,000 △ 14,950,000

その他の積立金積立額(16)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 357,054,129 314,391,176 42,662,953
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 たくさんのご支援  
ありがとうございました 

  

（平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日） 

寄附金を頂戴しました。（敬称略・五十音順） 
 

青木 和子 
浅井 伊知人 
池端 英雄 
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  
生駒商工会議所  
生駒中地区民生委員児童委員 

協議会  
磯崎 猛夫 
壱分町西自治会  
壱分町東自治会  
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 
上村 京子 
鵜飼 和廣 
右代 壽 
宇高 宗喜 
有働 満喜子 
梅田 昭夫 
梅本 順子 
栄上会 
(株)エイト工業 
大阪Ⅱゾンタクラブ  
大塚 扶美子 
大山 泰子 
オカダアイヨン(株) 
岡田 敏夫 
岡本 美枝子 
（有）奥野重機 

奥村 美保子 
落合 浩二 
落合 さゆり 
  

角重機 
柏本 多美子 
片山 ナツ 
加藤 正二 
金澤 章子 
(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 
近藤 嘉男 
桐本 祐子 
(株)きんでん奈良支店 
草場 美明 
窪田 俊造 
久保 昌城 
熊倉 克典 
(株)ケイアイ 
神津 育雄 
コマツ建機販売(株) 
コマツレンタル(株) 
近藤 嘉男 
コンビニエンスストアイナダ  
ひかりが丘店 

齋藤 頼親 
坂森 トク 
(株)ササイナカムラ 
笹江 秀之 
四角 圭一郎 
島田 孝子 
清水 泰之 
宍道 喜久雄 
杉本 秀夫 
鈴木商事(株) 
鈴木商事(株)自動車部 
関谷 多摩恵 
(株)総合サービス 
蕎麦田 多美子 
太鴻 
  

(株)大幸土木建設 
滝藤 博史 
田口 節世 
田中 重正 
田中 峰子 
谷口 誠 
辻野 トシ子 
辻村 泰範 
辻本 蓉 
常岡 昌子 
社会福祉法人 どんぐり 
中井 直美 
中尾 喜美子 
中尾 初美 
中嶋 正子 
中庄谷 幸榮 
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 
西田 朋子 
西元 健 
西元 満興 
日本キャタピラー合同会社 
日本ワンディッシュエイド協会  
根来 健夫 
野口 聡子 
延城 森男 
針本 範子 
針本 昌往 
林 昌弘 
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 
土方 啓臣 
日立建機日本(株) 
日野 紀代子 
平野 いその 
 

ふうしゃの会   
福本 敏 
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 
松岡 豊一 
松下 重信 
松嶋 千年 
松原 和宏 
松本建材土木（有） 
松本 孝子 
松本 眞砂子 
松本 泰和 
(株)丸松久保本店 
丸山 利子 
水田 哲司 
水田 禮子 
三谷 宏弥 
源 知子 
峰 千賀雄 
宮川 洋代 
矢崎 米子 
安田 富雄 
柳川 保雄 
矢野重機 
山岸 孝三 
山口 隆子 
山口 知靖 
山口 裕和 
山田 正弘 
(株)ﾖｺﾊﾏﾀｲﾔｼﾞｬﾊﾟﾝ建機 
ﾀｲﾔｶﾝﾊﾟﾆｰ 

横村 和宏 
吉川 博好 
吉田 昭 
 
 
 
その他匿名の方々  

物品を頂戴しました。（敬称略・五十音順） 
 

 
イオン登美ヶ丘店 関西電力（株）労働組合奈良支部  マックスバリュ生駒南店

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                 

 

社会福祉法人 いこま福祉会 

 



 

 

 

 

 

第三者委員 報告（平成 29 年度） 

平成 29 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 （平成 30 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 生活支援センターかざぐるまセンター長 

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 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 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 

 

 

 編集      〒630-0222 奈良県生駒市壱分町 356-2 社会福祉法人いこま福祉会 

TEL 0743-77-9900   FAX 0743-77-6868 

URL http://www.ikoma-fukushi.net/  Email ikm-fukushi@kcn.jp 

編集責任者： 面松 大介 


