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 つい先日まで真夏のような日々が続いていましたが、中旬に入ってからまるでエアコンのスイ

ッチを切り替えたかのような温度差に一挙に秋を通り越してしまったような気がします。皆さま

はいかがお過ごしでしょうか？さて、このたびの役員会におきまして理事長に就任することにな

りました浅井伊知人といいます。きめ細やかな他者への心配りといつも深い愛情をもって職員・

利用者とその家族を見守って下さった前理事長の関谷の後を引き継ぐこととなり、その重圧をひ

しひしと感じております。精一杯その責務を果たしていきたいと思っております。至らぬ点が多々

あるかと思いますがどうぞ宜しくお願い致します。 

 まだ残暑の厳しさを感じるつい先日のことです。いつも通りに朝礼に参加し前日からの引き継

ぎを受けていました。その中で、利用者に寄り添って丁寧に支援している現場からの報告を聴い

てとても嬉しくなり、素直にその気持ちを職員に伝えようと口を開いた瞬間、咄嗟に数日前に新

聞で読んだコラムが頭をよぎり、そのコラムの内容を紹介しつつ支援のことを誉めていました。 

 そのコラムのタイトルは「木も見て、森も見て」。格言の「木を見て森を見ず」をもじったもの

です。この格言はご存じの通り、些細なことや部分に目を奪われて、ものごとの本質や全体像を

見落としてしまうという意味です。それに対して紹介したコラムの方は、「木も見て、森も見て」。

これは全体をみることが大切なのは確かなことであるが、それは部分を軽視するのではなく同様

に大切にしなければならないという極めて当たり前のことを指摘したものです。 

この当たり前のことですが、実は人は経験を積んで立場が変わり、より多くの役割を担い責任が

更に圧し掛かってくると、ついつい小さな部分に目配りがいかなくなってしまうことがあります。

それどころか例えば若手の職員が純粋に投げかけた疑問に対して「何も知らないくせに、こちら

の責任の重さも考えずに無責任な発言をするな」と、相手に腹立たしさを覚えたり、「あいつは森

をみていない」とこの格言を逆手にとって反撃の狼煙を打ち上げてしまったり・・・。 

現場の寄り添う支援の報告を聴いて咄嗟にこのコラムが頭に浮かんだのは、きっと何を大切にし

なければいけないかを常にこの現場の生の声が私を導いてくれるからだと思います。 

しかしながら、この紙面を借りて職員に謝罪して訂正しなければなりません。咄嗟にコラム通

り「木も見て森も見て」と言ってしまいましたが、後から振り返ってみて、やはり現場上がりの

私にはちょっとこの表現は上から目線のようで気に入りません。やはり「木を見て森も見て」で

はないかと・・・。 

一本一本の木を、そしてその木に茂る枝や葉を見ていくこと。重い責任ある立場ですが、前任

の関谷同様に利用者とその家族、そして職員の生き方を大切に尊重していくこと。そのことを常

に忘れず心掛けて職務を遂行していきたいと思います。 

今後ともご指導の程、宜しくお願い致します。        社会福祉法人 いこま福祉会 

                              理事長 浅井 伊知人 

 



 

 

いこま福祉会との出会い                  社会福祉法人いこま福祉会         

理事 登丸 和子 

私の福祉との関りは、昭和 43 年千葉県日向にあった鉄道弘済会弘済学園の児童指導員からになりま

す。「どうして小さい子が親元から離れて生活しなければ・・」の思いがずっとありました。 

ノーマライゼーションはバンクミケルセンによって提唱され、１９８１年の国際障害者年に「障害者の

福祉」として誕生しました。「どんなに重い障害があっても隔離されることなく、まちのなかのふつうの

家で暮らし・・・・。すべての人に、普通の、あたり前の生活条件を保証しなければならない。」この考え

方は、障がいの種別を超えて日本中に広がっていきました。丁度私が大阪の枚方市の親の会が運営する作

業所の指導員をしている時期でした。過去には、知的障がいのある子への教育の考え方として、自分のこ

とは自分でする。目標は健常者にあって、そこに向けて頑張ることが支援の基本的な方向性でした。今は

本人の意思、了解、自己決定が大切で、一人一人が生きがいのある各々の人生を過ごせるよう支援すると

いうことに至っています。福祉に関する理念や具体的な対応は目まぐるしいほどに変化してきました。知

的障がい者ガイドヘルプ制度も枚方市が全国で先駆けてモデル事業として進めることになり、私たちの作

業所でもヘルパー募集、養成講座など実施し、一人一人にヘルパーさんを探し、入所施設支援ではなく、

「地域で生きる」を掲げて活動しました。 

その後、私は縁あって平成８年に大阪府に開設した知的障害者入所施設へ副施設長として就任しまし

た。市の障害者団体から地域生活をバックアップする施設づくりを署名運動によって要望され開設されま

した。しかし、入所希望者は行動障害があって、ショートステイを転々とし行き場のない人、家庭崩壊寸

前にある人で、いわゆる強度行動障害にある人達が５０名中３分の１を占め、そこへの対応が急務でした。 

そこで平成９年「大阪府重症心身障害児・者を支える会」の強度行動障害を考える会の第 1 回研修会では

問題提起させていただき、平成１０年には奈良県手をつなぐ育成会、自閉症協会奈良県支部、奈良県重症

心身障害児（者）を守る会開催の「強度行動障害について理解を深める会」の研修会で事例発表させてい

ただきました。元上司である飯田雅子には講師としてどちらにも来ていただき再会の機会となりました。

こうした活動の打ち合わせを再三していくうちに、生駒福祉作業所の職員研修会に来てもらえないかとの

お誘いを受け、いこま福祉会と関わるきっかけになったと思います。 

研修会は平成１０年５月から全作業所が集まって、毎年１回実施されてきました。今思うと担当職員の

方がテーマを用意して、事例相談には全員が事例を前もって提出、終了後は必ず礼状と感想文を送ってこ

られました。皆さん積極的で真摯で明るく、様々な問題解決に粘り強く向き合われている姿勢はその頃か

ら築かれてきたのだと思います。質問を受けるときの職員の皆さん方が熱心に向かわれている顔が今も目

に浮かびます。 

私は現在法人のスーパーバイザーとして携わっています。初めて指導員になった時から、私はご本人に

関わる支援者というものは、ご本人への思いをくみ取り、理解し、生活支援への意識を高め、支援の在り

方を深めることが大変重要なことと思ってきました。その思いを伝えたいと職員さんへのサポートを続け

てきました。これまで知り得た知識、経験を少しでも皆さまにお伝えしていきたいと機会ある毎にお話し

させていただいております。 

いよいよ親なき後の問題が深刻な状況になってきております。地域生活の基盤づくりをはじめとして、

人材の確保・育成、後見人の拡充等様々な課題がありますが、法人職員一丸となってこれまで培われた力

を発揮し、前向きに、柔軟に、未来志向で事業を進めていっていただきたく思っております。今後も営々

と福祉の力が繋がっていくことを願っています。 



   法人設立 20周年を迎えて 

 平成 13 年 12 月奈良県の認可承認を受けて「社会福祉法人いこま福祉会」が設立し、それから 20 年が経ちま

した。この 20 年の歩みを残していくために、法人立ち上げ時の方々にもご協力いただき、現在記念誌の製作にと

りかかっています。記念誌の製作過程で立ち上げ当初からのお話やエピソードを伺っていると、たくさんのご家族

をはじめ協力してくださった方々によってこの法人ができたこと、そしてそこから積み上げてきたものによって今

のいこま福祉会があることをあらためて感じます。 

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、障が

いのあるなしにかかわらず、地域社会を構成し社会を支える一人として、自尊心と自立心を持って暮らすことので

きる社会を目指して、私たちはこの 20 年を歩んできました。その間たくさんの人との出会いがあり、たくさんの

喜びや悲しみを共有する出来事があり、一歩ずつ前に進んできたことを実感しています。 

今までこの法人を作り上げてこられた方々への感謝の気持ちとその想いを受けて、これからもいこま福祉会の発

展に全力を注いでいきたいと思います。 

   新型コロナウイルス対策 

 新型コロナウイルスの感染が発見されてから、早いものでもう 2 年が経とうとしています。今年の８月ごろには、

第 5 波と呼ばれる感染拡大により、かつてない感染者の数や医療現場のひっ迫を目の当たりにしました。私たちの

日常も不安とどこか緊張した生活が続いているのではないでしょうか。しかし、このコロナ禍を通じて、新たな変

化を感じることもありました。 

ひとつは、当初メンバーさんたちはマスクをつけることを嫌がられるのでは？と思っていましたが、今では多く

の方が日常的にマスクをつけるようになりました。ずっとつけることが難しくても、外出の時、人の多い場所へ行

く時だけでもつけることができる方もおられます。 

もうひとつ、新型コロナウイルスワクチン接種では、生駒市や生駒市立病院の方々の協力によって、希望する職

員やメンバーさんはみなさん接種することができました。メンバーさんが安心してワクチンをうてるように病院で

は医師、看護師、病院スタッフの方々が様々な工夫を凝らしてくださいました。そのおかげで、普段は注射が苦手で

あきらめていた方もワクチン注射をうつことができました。 

このようにコロナ禍での制限は辛く厳しいものではありますが、その中でも新しい気づきがあり、また新たな繋

もりが出来ました。ひとりひとりが感染しないための予防と努力を積み重ねてきた結果が、今の感染を抑えられて

いる状況をもたらせているのだと実感します。これからも一丸となってコロナ禍を乗り越えたいと思います。  

   地域公益事業について 

 いこま福祉会では、元気な街づくりをモットーに様々な地域公益事業に取り組んでいます。その一つが「いこい

こまつり」です。コロナ禍の中、一部縮小のかたちででも実施できないかまつりの準備委員や地域の実行委員の方々

とも協議を重ねましたが、結果的には中止となってしまいました。また、風のファームで地域のご家族と一緒に農

業に触れる『農業塾』ややまびこネットワーク共催の『こども会さつまいもイベント』なども中止となりました。 

しかし、一方でさつき台や萩の台での野菜などの販売も地元からのお声掛けにより実現し、これまでになかったイ

ベントとして地域の方々からも元気を頂いております。ウェブなどの新たなコミュニティ方法も検証しながら且つ、

肌感覚での触れ合いを置き去りにすることがないように、新たな形をもってまつりやイベントを実施できるよう努

力していきたいと思います。 

JICA 草の根技術協力事業でもこの一年半活動の中断を余儀なくされてきました。いこま福祉会のメンバーさん

にセルビアに渡航してもらう計画も延期せざるえない状況です。しかし、対象国のセルビアでは紙漉きの技術や活

動が着実に根付いてきている報告も受けています。ウェブでの会議も重ねてコミュニケーションを図っていますが、

この期間をばねに新型コロナウイルスの感染が落ち着いた時にはもっと大きな活動となって地域に還元できるよう

にしていきたいと思っています。 

 



   日中活動から 

今回は各事業所で様々な生産品を作っているので少しご紹介させていただきます。 
その中でも現在紙すきを担当する『工房結』で特に力を入れて製造販売し

ている『令和 4 年版のカレンダー』です。 

カレンダーの絵柄は昨年同様に絵本作家の谷口智則さんにイラストを依頼

して描いていただきました。表紙は生駒山をモチーフにした描き下ろしにな

っており、今回は月曜始まりと日曜始まりの 2 種類を準備しました。月ご

との絵柄もとてもかわいらしく絶賛販売中です。 

他にも活動班に分かれてたくさんの商品を製造販売しております。 

【くらふと虹】メンバーさん達が織っ

たさをりの布を使って衣類や小物な

どを製作しています。 

【ムーラン】各種クッキーやパウンド

ケーキなどの菓子類を作っています。

シュークリームやシフォンケーキも

注文できます。 

【きこり】月に 1 回程度、竹炭作りを

して消臭用や園芸用などの竹炭製品を販売しています。 

【風のファーム】現在黒豆やさつま芋、人参、かぶなどを作っており、加工

品としてはトマトジュース、人参ジャムやさつま芋ジャム、人参ドレッシン

グや玉ねぎドレッシングを製造販売しています。この春から、新しくスター

トする北部事業所ではこの加工品部門に、より力をいれていきたいと思って

います。 

このようにそれぞれの活動班に分かれてメンバーさん達は日々好きなこ

とや得意なことに取り組んでいます。 

かざぐるまの商品をこれからもどうぞよろしくお願いします。 

 

    グループホームたびだちの家 

令和 3 年 4 月 1 日より、一般社団法人たびだちより引き継

ぎ、新たに『グループホームたびだちの家』を壱分町で運営して

います。たびだちの家には 4 名のメンバーさんが生活されてい

ます。 

これまで大切にされていた、暖かく笑顔あふれる家庭的な雰囲

気を大事にしながら、メンバーさんが自立に向けて少しずつ歩ん

でいけるように新たな風を送り、支援を行っています。 

個性的な 4 名のメンバーさんのたくさんの笑顔と笑い声が絶

えないホームを目指して、メンバーさんと職員が一緒に歩んでい

きたいと思います。 

通勤で歩いたり、地域の活動にも参加をしていきますので、見

かけられた時には挨拶などをしてもらえると嬉しいです。素敵な

壱分町での生活を温かく見守っていてください。 

 



  北部事業所の開所に向けて 

 令和 4 年度に生駒市高山町にある旧高山幼稚園跡

に新規事業所の立ち上げを計画しています。現在は駐

車場部分の解体や外周のフェンス取り付け工事が完

了し、今後は屋根や床などの大規模リフォームが始ま

ります。着々と完成が近づくにつれて胸も高鳴りま

す。北部事業所（仮）では小さなカフェや加工場の設

置を予定しており、現地で様々な加工品の製造にメン

バーさんが携わることができるようになります。加工

場の機材選びやレイアウト、作業動線など、そこで活

躍するメンバーさんの姿をイメージしながら職員で

意見を出し合い検討を重ねてきました。 

北部に拠点を置くことで風のファームまで 10 分程度と

アクセスしやすくなるため、農作業にかける時間も今まで以

上に確保できるようになります。メンバーさんの作業では農

作業に加えて漬物づくり等、新しいことにもチャレンジでき

る機会をつくり、得意なことや新たな一面を発見できるよう

な環境を目指しています。事業所の横にはグラウンドがあり、

地域の方々も利用されます。将来的にカフェの営業やマルシ

ェ開催等、地域の方と交流できる機会をつくり、高山地域を

活性化していく一員になれるよう努めていきたいと思いま

す。 

 

  小瀬地区のグループホーム建設計画 

 当初第一期グループホームの計画を令和 5 年度開所に向けて進めていましたが、想定よりも造成工事に時間がか

かったため、令和 6 年度の開所に変更して計画を進めています。広い小瀬の土地には、第一期～第三期で 30 数名

の入居を想定しています。 

 ソフト面では介護技術の習得や医療面の充実・

人材獲得も進めていかなければならない課題も

大きいです。ハード面ではスタッフの動線なども

想定しながら設計を検討しています。 

令和 3 年 8 月に造成が終わり、写真のように広

い土地（敷地面積：8224 ㎡）で生駒山が望める

立地で景色も良く、メンバーさんが気持ちよく過

ごしていることを想像すると今から楽しみです。 

メンバーさんの将来のくらしの選択肢が増える

ように出来たらと考えています。 

 たくさんのご寄付もいただきありがとうござ

います。メンバーさんに還元できるよう大事に使

用させていただきたいと思います。 

 



(単位:円)

就労支援事業収益 16,238,947 20,572,462 △ 4,333,515

障害福祉サービス等事業収益 565,605,601 545,557,190 20,048,411

その他事業収益 190,000 △ 190,000

経常経費寄附金収益 2,066,197 2,464,637 △ 398,440

サービス活動収益計(1) 583,910,745 568,784,289 15,126,456

人件費 361,810,310 343,658,032 18,152,278

事業費 67,987,736 60,550,586 7,437,150

事務費 61,190,296 68,812,903 △ 7,622,607

就労支援事業費用 24,541,880 25,282,899 △ 741,019

減価償却費 42,538,126 40,344,925 2,193,201

国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 24,656,933 △ 24,632,593 △ 24,340

サービス活動費用計(2) 533,411,415 514,016,752 19,394,663

50,499,330 54,767,537 △ 4,268,207

受取利息配当金収益 53,259 52,483 776

その他のサービス活動外収益 6,162,276 6,468,228 △ 305,952

サービス活動外収益計(4) 6,215,535 6,520,711 △ 305,176

その他のサービス活動外費用 5,704,772 5,680,227 24,545

サービス活動外費用計(5) 5,704,772 5,680,227 24,545

510,763 840,484 △ 329,721

51,010,093 55,608,021 △ 4,597,928

施設整備等補助金収益 5,220,600 5,220,600

施設整備等寄附金収益 40,100,000 △ 40,100,000

特別収益計(8) 5,220,600 40,100,000 △ 34,879,400

基本金組入額 40,100,000 △ 40,100,000

固定資産売却損･処分損 1,794,247 9 1,794,238

国庫補助金等特別積立金積立額 5,220,600 5,220,600

特別費用計(9) 7,014,847 40,100,009 △ 33,085,162

△ 1,794,247 △ 9 △ 1,794,238

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 49,215,846 55,608,012 △ 6,392,166

前期繰越活動増減差額(12) 320,003,202 373,197,190 △ 53,193,988

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 369,219,048 428,805,202 △ 59,586,154

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 △ 108,802,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 369,219,048 320,003,202 49,215,846
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(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

 



 

相田　浄司 クレセントデンタルクリニック 原井　葉子
有井山　眞 (株)ケイアイ 坂東　伸昭
青木　和子 神津　育雄 日笠　憲子
生駒市北第一地区民生・児童委員協議会 小西　壽美雄 東菜畑北自治会
生駒市中地区民生・児童委員協議会　　　　 小松　孝治 ひかりが丘自治会駐車場　
生駒市南地区民生・児童委員協議会　 ｺﾏﾂｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ(株) 　管理委員会
生駒市障害児・者を守る連合会　　　 近藤　嘉男 (株)樋口組
生駒市手をつなぐ育成会　　　　　　　 齋藤　頼親 日立建機日本㈱
生駒商工会議所 酒井　洋幸 日野　紀代子
礒﨑　猛夫 坂森　照美 平野　いその
壱分町東自治会 (株)ササイナカムラ ふうしゃの会
井手　進 四角　圭一郎 福田　修
稲垣　正子 白樫　学 藤木　強二
稲西　要 宍道　喜久雄 ブリヂストン建設タイヤ販売㈱
今村　祥二 鈴木商事(株) 福）宝山寺福祉事業団
居村　典彦 鈴木商事(株)自動車部 前澤　充
岩藤　和夫 角重機 桝田　健
岩本　先 関谷　多摩惠 松岡　藤枝
鵜飼　和廣 セレミューズ(株) 松川　定嗣
有働　満喜子 (株)総合サービス 松下　重信
梅田　昭夫 (有)太鴻 松嶋　千年
梅本　順子 (株)大幸土木建設 松本　徹
栄上会 滝藤　博史 松本建材土木(有)
大塚　扶美子 田口　節世 (株)丸松久保本店
大山　泰子 谷口　裕子 水田　哲司
岡田　敏夫 辻本　蓉 三谷　宏弥
オカダアイヨン(株) 登丸　寿一 源　知子
小川　睦美 中井　直美 峰　千賀雄
奥村　美保子 中尾　初美 宮川　洋代
(株)上武 中庄谷　勇 森　正明
上武　勝宣 中野　将太朗 森本　洋子
上武建設安全協力会 中野　登貴子 安田　富雄
上武建設(株) 永合　達生 矢野　敏文
川中　三津男 奈良レミコン(株) 山岸　孝三
川本産業(株) 西浦　一次 山口　隆子
神田　昌則 西垣　孝 山口　知靖
來村　懋勲 西元　健 山口　裕和
(株)きんでん　奈良支店 日本ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ合同会社 (株)ヨコハマタイヤジャパン
草場　美明 日本料理　いなだ 横村　和宏
窪田　俊造 野口　聡子 渡部　昭子
その他匿名の方々

            物品をいただきました（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　 小石原　絹子
池原　薫 木内　芳市 辻本　供代
伊原　京子 草場　暁美 松本　徹

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

皆様の温かいお気持ちに心より感謝いたします

            寄附金をいただきました（敬称略・五十音順）

 



  

 

 第三者委員 報告（令和 2 年度） 

令和 2 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 3 年 6 月 24 日 現在） 
  

理事長 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 清水 泰之 やまびこネットワーク代表 

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 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 和子 前社会福祉法人水仙福祉会アイ・サポート研究所主

任研究員 

理事 松本 順一 ふうしゃの会顧問 

理事 面松 大介 社会福祉法人いこま福祉会生活支援センターかざ

ぐるまセンター長 

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 石岡 秀俊 生駒市立壱分小学校校長 

評議員 浦林 直子 生駒市市民活動推進課ららぽーと代表委員会会長 

評議員 加藤 直子 前ふうしゃの会 会員  

評議員 藤堂 宏子 前生駒市自治連合会会長 

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 藤尾 清司 前生駒市壱分町東自治会長 

評議員 前川 裕道 奈良県立奈良西養護学校校長 

評議員 八重 幸史 奈良県立生駒高等学校校長 

評議員 安田 まゆみ 生駒市障害児・者を守る連合会会長 

評議員 吉川 博好 生駒商工会議所中小企業相談所所長 

 

今年度は役員の任期満了の年となり、6 月 24 日の評議員会、評議員選任解任委員会、理事会にて

新たに理事長、理事、監事、評議員が選任されました。 

今回退任された理事、評議員の皆様には法人の運営に多大なるご尽力を賜りましたこと心から厚

く御礼申し上げます。 

【退任理事】 

草場暁美 様  関谷多摩惠 様  谷口誠  様  登丸寿一 様  横村良子 様 

【退任評議員】 

田和成司 様  西山政博  様  林昌弘  様  原井葉子 様  村上邦子 様 

（50 音順） 

 

 
 

  

   

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

編集責任者： 大谷 健太郎 


