
発行日 令和 2 年 11 月                                                              vol. 19 

かざぐるま 通信 
 発行：社会福祉法人いこま福祉会   発行責任者：理事長 関谷 多摩惠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 枯れ葉舞う季節となりました。皆様にはご健勝でご活躍のことと存じます。 

 平素よりご支援ご協力いただいております皆様に心から感謝申し上げます。 

 今年一月に入ってから「新型コロナウイルス」の話題をするようになりましたが、最初

のころは注目度も低く「医療体制が進んでいる日本では大流行する事は無いだろう。」と関

心も薄く、どこか他人事のような気がしておりました。 

 しかし、東京や大阪、北海道では「クラスター」と呼ばれる感染者集団が確認され一気に

緊張が広がりました。 

 政府からの緊急事態宣言の中、医療関係従事者と障がい者の福祉事業に対しても継続の

要請が通達されました。 

 事業所では、利用者や職員、その家族を守るべくあらゆる手段で感染防止対策に務めて

おりましたが、利用者の方たちは重症化率も高く、漏れの許されない水際防止対策が求め

られること、万が一の不測の事態に備え、迅速に対応できる危機管理体制が必要だと痛感

しました。障がいのある人たちの命を守るためには、事業所の努力だけでは不十分であり、

国の公助の力が不可欠と考え、生駒市、奈良県に我々福祉の現場の実情と実態を理解して

いただき、有効な感染防止対策を一緒に考え、実施のお願いの要望書（①迅速な PCR 検

査・且つ柔軟な抗体検査との組み合わせによる診断と判定～⑰項目）を 6 月に近隣の生活

介護事業所と連名で提出いたしました。県・市の迅速な回答をいただき、職員の感染予防

対策の大きな指針となっています。 

 徐々に平常の生活にもどりつつありますが、「第 3 波」の危険性は潜んでおり、多くの行

事や催事の中止や変更で例年通り活動することは難しく、利用者のストレスも高く精神安

定や健康維持に配慮が必要となっています。 

三密を避けつつ、気分転換にも配慮し、一日も早い終息を願いコロナ禍でのあたらしい

生活様式を取り入れ元気に乗り切ってまいります。 

 これからも皆様の温かいご支援ご鞭撻のほど、宜しく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 

 

ちょこっといいはなし 

コロナ禍で世界中の空に青空が 

戻ってきたとのことです 



 

やまびこネットワーク～誕生秘話～ 

               生駒市市民自治協議会：やまびこネットワーク代表 清水泰之 

 

２００４年１１月、奈良県立富雄北小一年生が下校途中誘拐殺害されるという痛ましい事件が

起こりました。当時、主任児童委員を仰せつかっていた私は、翌年５月に開催された「三者（自治

会・民生委員児童委員・老人クラブ）交流会」で「あいさつ運動を展開し、つながりのあるまちを

創ろう、そのつながりで地域の教育力を高め子どもを守ろう」と訴えました。理由は、事件後の「今

まで地域で子どもを『守る』ことを主眼に考えてきた。しかし、これからは、地域で子どもをどう

『育てる』か、即ち地域の教育力が大切になってくる……」と、あたかも今の「コミュニティスク

ール」制度を予言したかのような校長先生のお話に共感していたからでした。                         

しかし、「あいさつは個人の問題であり、個人の自主性に任せるべきだ」との意見が根強く、以

降６年間この構想は日の目を見ることはありませんでした。この空白が過ぎた２０１１年３月、東

日本大震災が発生しました。発生後は、つながりあるまちが大きくクローズアップされ❛絆❜がま

ちづくりのキーワードとなりました。それを機に、再度「三者交流会」に、以前同様の提案をした

結果やっとご理解賜り運動実施に向けて第一歩を踏み出すことができました。 その数日後、この

動きを知られた当時の壱分小学校ＰＴＡ会長さんから「地域の方が、子どものことをこんなに心配

して下さっているのに、ＰＴＡがほっておけますか、一緒にやらせて下さい、やりましょう！」と

力強い声と共に活動資金提供まで申し出て下さいました。この熱意が、大きなうねりとなって校区

自治会、幼・中ＰＴＡを動かし、あいさつ運動が加速度にスタートする運びとなりました。運動展

開に伴い課題であった活動資金は、加盟組織に温度差が感じられたため、先ずは各組織の自主的な

判断に委ねることになりました。しかし、不安をよそに思わぬ反響と共感を得て解決の目途がたち

前途が一気に開けました。こうして念願のやまびこネットワークは誕生しました。                 

そして二年目、一つの自治会から、「この取り組みをみんな応援している、私の自治会の会員数

から考えると、今の協力金では少ない、もっと出しましょう！」と、倍額の申し出がありました。

この申し出は、二年目の成果を確かに実感すると共に今後に向けて力強い励みとなりました。以

来、多くの方々に支えられて１６年、あいさつを基軸としたつながりのあるまちづくりは、今や当

初の「三者」に加え、壱分小学校区学校園ＰＴＡ・いこま福祉会・消防団・健康教育推進委員等１

６団体（組織）に、あいづ・ちどり両保育園の協力を得て、今日に至っています。諸活動も、当初

の毎月８日の「ニコニコあいさつデー」ひとつから、今では総合防災訓練・冬の子どもフェスタ・

まちづくりワークショップ＆健康教室・子どもの農作業体験・グラウンドゴルフ大会等々年齢層を

考慮しながら多岐にわたっています。加えて、いこま福祉会主管の「いこいこまつり」の実行委員

会に参画させていただくなど、学校園をはじめ他組織との連携・協働を常に考えながら諸活動を続

けています。                   

ここまで、成長できたのは、一人ひとりの「感動・共感」を運動推進の原動力に、それを「組織

化」し、そして「行動・実践」に移す……この過程を大切にしてきた結果が今のやまびこネットワ

ークの姿だと思っています。２０１６年８月には、これまでの諸活動が高く評価され、生駒市の市

民自治協議会第一号の認定を受けました。これからもこの名誉を糧に、主目標の「一人ひとりの人

権が尊重された、安心・安全が実感できるまちづくり」に向かってあいさつ運動を基軸に歩んでい

きたいと思っています。 

 



 

 

 

世界中に猛威を振るい、たくさんの方への影響を及ぼしている新型コロナウ

イルス。特に高齢の方や持病を持っておられる方などは重症化することもあ

り、命に関わるウイルスであることを日々実感しています。 

 私たち法人は、皆さんの健康と安全を守るため、この新型コロナウイルスを

持ち込まないことを徹底し、必要な対策を講じてきました。 

 日頃から、皆さんの協力のもとアルコール手指消毒や定期的な換気、３つの

密を避けるためのソーシャルディスタンス対策、職員の職場検温、利用者の送

迎車乗車時検温、車内消毒など感染防止対策に取り組んでいます。また、5 月

の非常事態宣言の時には、密を避けるため通所利用者の方々にもご協力いただ

き、在宅支援を取り入れ、通所者の人数を減らして少ないグループでの活動に

切り替えました。生駒市や奈良県へも要望書を提出し、迅速な PCR 検査の実

施対応などを含めた感染対応策を話し合ってきました。 

 こうした対策の成果や周囲の方々の温かいご支援もあって、現時点で幸いにも感染者は発生していない状況に

あります。これからも引き続き感染が発生しないように対策すると同時に、万が一発生した際にはクラスター化

や拡大に繋がらない迅速な対応を行えるよう、取り組んでいきたいと思います。 

 

 

 

 

今年の 2 月に NasaKuca のスタッフ 3 名が「かざぐる

ま」で研修を受け 8 ヶ月経ちました。この研修成果を持ち

帰り、セルビアなりの方法にアレンジしながら事業所内で

紙漉きを始め、9 月には製品化して販売を開始しました。

原料も牛乳パックは入手が難しいので JTI(日本タバコ・セ

ルビア)の協力を得てタバコの空き箱を回収し、原料として

います。また、フェイスブックでこの活動を紹介している

とセルビア全土から大きな袋に一杯のタバコの空箱を送っ

てきてくれる協力者がたくさん現れたそうです。NasaKuca の活動がセ

ルビア国民に受け入れられていくようで我々としてもうれしい限りで

す。これにはセルビアの喫煙率が男女とも非常に高いことが幸い（？）

しています。もともと日本にすばらしい親日感を持っている国民ですが、

さらに日本の「かざぐるま」が草の根レベルにまで支援を広げてくれて

いるというセルビア国民の気持ちが、全国からの空箱の回収に結び付い

ていると感じています。この流れの中で A4 サイズの和紙の販売に成功

しました。販売第一号です。第二弾として現地で作っているチョコレー

トを入れる化粧箱の制作に入っています。コロナの影響で残念ながら日

本では 4 月からセルビアプロジェクトは中断していますが、現地では中

断もなく独自に活発な活動を続けており、我々は早期のコロナの終息と

プロジェクト再開の日を心待ちにしています。 

新型コロナウイルス対策 

JICA 活動報告 



 

 

 

『喫茶ゆうほ～・お～くる』 

『喫茶ゆうほ～』はコロナ禍の影響により、約 1 ヶ月半の休業の

後、営業を再開。座席数は以前の 6 割程度に減らし、対面での着席

は行わず、ソーシャルディスタンスが取れる空間作りを行いました。

また、換気や消毒などを徹底し、貸し部屋の床の全面張り替えも行

いました。現在は入店時の検温も行い、安心安全に利用できるお店

作りを目指しています。『コラボショップお～くる』も、約 1 ヶ月

間の休業の後、営業を再開しました。店内のレイアウトを大きく変

更して営業規模の縮小や開店時間の短縮を行いました。店内では消

毒液の設置、飛沫防止のビニールカーテン、換気などの対策を実施

しています。商品販売についてはコロナ禍の影響でテイクアウトの

需要が一気に高まったため、お弁当や惣菜などの種類を充実させる

ことに！ 

喫茶ゆうほ～・お～くる共に以前のようなお店に戻るにはまだま

だ時間がかかると思いますが、今できる事を着実に行い、笑顔に満

ちたお店を目指して頑張っていきたいと思います。 

 

『農業・加工品』 

今年の夏もトマトの収穫で利用者さんと一緒に汗を流しました。7

月から長雨が続いたので心配していましたが、8 月に入ると畑が真

っ赤に色づいて、昨年を超える約 1000kg の収穫が出来ました。収

穫したトマトはすぐに加工して美味しいトマトジュースに生まれ変

わりました。年々リピーターの方も増えてきており、「おいしい」と

いうお言葉が私たちのやりがいにつながっています。今年は飲みき

りサイズ(170ml)とたっぷりサイズ(720ml)をご用意していますの

で、ぜひご賞味ください！ 

また、今年はコロナ禍の影響でやまびこネットワークさんとのさ

つまいも芋掘りイベントなどたくさんのイベントが中止となり残念に思っております。そのような中、今年度の

新たな取り組みとして「農業塾」を地域のご家族を対象に小規模で開催しました。参加者が自分たちで野菜を育

て、食やワークショップを通じて農業をより深く学べる機会として企画し

ています。少人数でワイワイ

と自然の中で活動でき、楽し

んでいただくことができまし

た！ 

来年こそはコロナが終息

し、たくさんの方々と農業を

通じてつながっていけること

を願って準備を進めていきま

す。 

日中活動の様子 



 

 

 

 

小瀬地区の計画について、中期計画では 2023 年に第一期居住系事業所開所予定としていましたが、予定よ

りも土地の造成に時間がかかるとのことで、2024 年 4 月頃に完成予定となっています。 

プロジェクトでは高齢化が進んでいる中で、利用者のニーズや将来像をイメージしながら安心安全に過ごせる

ように、外観のイメージや新たに作り上げていくものにどういった機能が必要なのか、また感染症対策も想定す

る中で建物の構造や間取りにどのような工夫をした方が良いのか等話し合っています。 

地域の方々も利用できる交流スペースや、利用者の様々な生活スタイルも想定しながら第二期・第三期といっ

た先の構想も含めて検討をしております。 

 

 

 

 新型コロナウイルスの感染者が増える中、目に見えないコロナウイルスに対して不安を抱き、通所することが

できなくなった方、障がい特性によりマスク着用など感染予防対策が困難な方、コロナウイルスに対する理解が

難しく、なぜ自粛しなければいけないのかと言われる方など様々です。皆さんからの相談に対して、発熱や体調

変化があった時の対応の説明、現状確認のための訪問、活動の自粛や外出を控えることを説明したり、一人暮ら

しの方が不安に感じることに対して少しでも安心に繋がるよう取り組んでいます。 

 そうした中、地域の課題を捉えながら出来ることから地域拠点を開始して、少しずつ機能を増やしながら取り

組んでいる現状について、他の市町村や事業所の方々から地域生活支援拠点事業の見学や説明の機会もお受けす

る機会もありました。私たちの取り組みをお伝えしたり、逆に参考になることを聞かせてもらう貴重な機会で、

より一層地域で安心して生活できる環境やシステムを整えていきたいと思いました。 

 

 

 

ベトナム人技能実習生であるズンさんとトゥアンさんが 2020 年 3 月 1 日にいこま福祉会へ入職しました。

お二人とも優しくて誠実なお人柄です。仕事をする上で言葉ではうまく伝わらない時もありますが、“どのよう

に工夫すれば相手に伝わるか“と考える事は私達にとってもすごくいい学びの機会となっています。 

また、お二人は仕事の他に日本語や技能検定試験の勉強をしており、私たちスタッフも出来る限りのサポート

をしています。9 月 17 日には技能検定試験の本番があり、お二人とも緊張した様子でしたが、頑張って勉強し

た甲斐もあり無事合格することができました。 

入職して約半年が

経ち、日本の文化や仕

事にも少しずつ慣れ

てきたのではないで

しょうか。お二人が今

後もいこま福祉会で

活躍できるようにス

タッフみんなでサポ

ートしていきたいと

思います。 

小瀬地区プロジェクトの進捗 

地域拠点・相談支援 

ベトナム人技能実習生 



 

 

 

 

 

(単位:円)

就労支援事業収益 20,572,462 20,999,535 △ 427,073

障害福祉サービス等事業収益 545,557,190 518,156,323 27,400,867

その他事業収益 190,000 190,000

経常経費寄附金収益 2,464,637 2,808,921 △ 344,284

サービス活動収益計(1) 568,784,289 541,964,779 26,819,510

人件費 343,658,032 333,067,423 10,590,609

事業費 60,550,586 62,990,225 △ 2,439,639

事務費 68,812,903 70,809,577 △ 1,996,674

就労支援事業費用 25,282,899 26,621,093 △ 1,338,194

減価償却費 40,344,925 40,969,458 △ 624,533

国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 24,632,593 △ 24,996,379 363,786

サービス活動費用計(2) 514,016,752 509,461,397 4,555,355

54,767,537 32,503,382 22,264,155

受取利息配当金収益 52,483 51,985 498

その他のサービス活動外収益 6,468,228 7,353,558 △ 885,330

サービス活動外収益計(4) 6,520,711 7,405,543 △ 884,832

その他のサービス活動外費用 5,680,227 5,567,181 113,046

サービス活動外費用計(5) 5,680,227 5,567,181 113,046

840,484 1,838,362 △ 997,878

55,608,021 34,341,744 21,266,277

施設整備等補助金収益 1,052,040 △ 1,052,040

施設整備等寄附金収益 40,100,000 40,100,000

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) 40,100,000 16,172,039 23,927,961

基本金組入額 40,100,000 14,820,000 25,280,000

固定資産売却損･処分損 9 168,684 △ 168,675

国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) △ 2 2

国庫補助金等特別積立金積立額 1,052,040 △ 1,052,040

災害損失 750,000 △ 750,000

特別費用計(9) 40,100,009 16,790,722 23,309,287

△ 9 △ 618,683 618,674

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 55,608,012 33,723,061 21,884,951

前期繰越活動増減差額(12) 373,197,190 357,054,129 16,143,061

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 428,805,202 390,777,190 38,028,012

基本金取崩額(14)

その他の積立金取崩額(15)

その他の積立金積立額(16) 108,802,000 17,580,000 91,222,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 320,003,202 373,197,190 △ 53,193,988
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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)

特別増減差額(10)=(8)-(9)
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勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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 金澤　章子 田口　節世 藤木　強二

芥川　千穂子 (株)鎌田ファーム 田中　重正 ブリヂストン建設タイヤ販売(株)

池端　宏介 (株)上武 田中　みどり 堀井　房子

生駒市障害児・者を守る連合会 上武　勝宣 田中　峰子 前澤　良子

生駒市身体障害者福祉会 上武建設(株) 谷口　裕子 桝田　健

生駒市手をつなぐ育成会 上武建設安全協力会 辻野　トシ子 松岡　藤枝

生駒市中地区民生・児童委員協議会 川本産業(株) 辻本　得延 松川　定嗣

生駒市東地区民生・児童委員協議会 神田　昌則 辻本　典彦 松下　重信

生駒市南地区民生・児童委員協議会 來村　懋勲 辻本　蓉 松嶋　千年

生駒商工会議所 (株)きんでん奈良支店 土居　惠美子 松本建材土木(有)

礒﨑　猛夫 草場　美明 登丸　寿一 松本　秀子

壱分町東自治会 窪田　俊造 中井　直美 松本　泰和

伊藤　ヒサ 久保　昌城 中尾　喜美子 (株)丸松久保本店

井戸　偉司 熊倉　克典 中尾　初美 水田　竜也

稲西　要 クレセントデンタルクリニック 中嶋　恭子 水田　哲司

稲葉　典子 (株)ケイアイ 中嶋　祥子 水野　恵理子

井上　 神津　育雄 中庄谷　勇 三谷　宏弥

今村　祥二 小西　壽美雄 中田　眞知子 源　知子

居村　典彦 ｺﾏﾂｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ(株) 中野　登貴子 峰　千賀雄

岩藤　和夫 小松　孝治 (株)ナラケンシ 宮川　洋代

岩本　先 近藤　嘉男 西浦　一次 三宅　武史

有井山　眞 酒井　洋幸 西川　毅 村上　邦子

上野　幸雄 坂ノ上　義久 西川　房子 森　正明

鵜飼　和廣 坂森　照美 西澤　十三夫 森本　敏子

右代　壽 (株)ササイナカムラ 西田　朋子 森本　洋子

宇髙　宗喜 四角　圭一郎 日本ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ合同会社 矢崎　米子

有働　満喜子 島田　孝子 日本料理　いなだ 安田　富雄

梅田　昭夫 島谷　育代 根来　健夫 柳川　保雄

梅本　順子 清水　泰之 野口　聡子 矢野重機

永合　達生 白樫　学 林　昌弘 山岸　孝三

栄上会 宍道　喜久雄 針本　範子 山口　隆子

大塚　淳子 杉田　ヒデ 針本　昌往 山口　知靖

大塚　扶美子 杉本　秀夫 坂東　伸昭 山口　裕和

大野　稔 鈴木商事(株) 日笠　憲子 山口　康子

大山　泰子 鈴木商事(株)自動車部 ひかりが丘自治会駐車場管理委員会 山田　正弘

オカダアイヨン(株) 関谷　多摩惠 樋口　和代 山村　政枝

岡田　敏夫 セレミューズ(株) (株)樋口組 (株)ヨコハマタイヤジャパン

奥村　美保子 (株)総合サービス 日立建機日本(株) 横村　和宏

オランダ屋（募金箱） 蕎麦田　多美子 日野　紀代子 吉川　博好

角重機 (有)太鴻 廣田　勝志 吉田　昭

柏本　多美子 (株)大幸土木建設 ふうしゃの会　 渡部　昭子

加藤　直子 滝藤　博史 藤尾　清司

その他匿名の方々

たくさんのご支援
ありがとうございました

（平成31年4月1日～令和2年9月30日）

皆様の温かいお気持ちに心より感謝いたします

新型コロナウイルス感染防止用品をはじめ、多くの方々から様々な物品をいただきました。

また、牛乳パックやアルミ缶回収にもいつもたくさんのご協力をいただいております。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三者委員 報告（令和元年度） 

令和元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２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 ふうしゃの会顧問 

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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メンバー 加藤永子さんが永眠されました 

2020 年 10 月 3 日長年かざぐるまで私たち仲間とともに過ごしてきた 

加藤永子さんが逝去されました。 

元気いっぱいの永子さんの声が今でもみんなの心に残っています。 

永子さん、そしてずっとそばで支えられてきたご家族の想いも受けて、これ

からもみんなに愛される法人であり続けたいと思います。 

安らかにお眠りください。 

 


