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法人設立 20 周年を記念して、トートバックを作成しました。バックに使用した上記のイラス

トは、個展もひらいているかざぐるま くらふと虹班の山口真生さんにデザインしていただきま

した。 

いつもは素敵な色彩で描かれるのですが、今回はトートバックのデザインのため、線画の作

品です。素敵な作品をありがとうございました。 



新たな節目を迎えて 20周年祝賀会を終えて思うこと 

 

去る 7 月 16 日、法人設立 20 周年祝賀会を開催いたしました。昨年の春からその準備に取り掛か

り、ご支援頂いている皆様をできうる限りお招きして、職員・利用者の方々と共に楽しいひと時を分かち

合えればと進めて参りました。しかし、コロナ禍により人数制限も余儀なくされ、また更に開催直前の三

日前には、奈良県のコロナ感染者数が一挙に 4 桁にまで膨れ上がってしまい、一時は中止も検討しまし

たが、最終的には利用者と職員による祝賀会実施となりました。 

会場となった日航ホテルへの移動は、育成会でお借り頂いたバスを利用させてもらい、3 密を回避す

ることができました。会場への到着後も職員が丁寧に計画してくれた環境整備によって、和やかな雰囲

気に包まれた会食でありました。体調不良等で欠席された方もおられましたが、利用者 102 名とスタッ

フ 107 名が参加。思い出の詰まったビデオも鑑賞し、きっと皆の心に残る時間となったのではないかと

思います。スタッフをはじめ、この会の準備に携わって下さった方々や日頃からご支援下さっている皆様に

対してこの場を借りて、改めて深く感謝申し上げます。誠にありがとうございます。 
 

さて、祝賀会を終えて今年度もすでに上半期を終えようとしています。4 月から無事に高山の事業所

「ひより」も開所し、地域との交流も徐々に進み、喫茶店の開業に向けて準備を進めています。 

しかし、令和 6 年度開所を予定していた小瀬のグループホーム建設ですが、コロナ禍やウクライナで

の紛争等世界情勢の影響を受けて建築資材が高騰していることや、高齢化対応への計画を再度丁寧

に練り上げたいという思いが重なり、計画を延期させて頂くことになりました。大変申し訳ありませんが、

ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。予定では令和 8年度の開所を目指しています。 
 

話は変わりますが、今年の 5月に NHKニュースで「老障介護」の問題が取り上げられていました。現

在知的障がい者などの入所施設をめぐり、入所希望し待機している障がい者が全国で少なくとも延べ

1 万 8000 人余りに上がっているそうです。知的障がい者については、県によってはこの 10 年間で待

機者が 2倍に増えたところもあると言います。入所させたくてもできず、家庭で高齢の親が障害のある子

どもを介護するいわゆる「老障介護」が現状から浮かび上がってきています。 

国は、地域での暮らしをモットーにグループホームの整備を図ってきました。また、一方で新たな入所

施設の建設は中止し、また入所施設からの地域移行を推進してきました。 

これは、障がい者の生活の拠点が地域のなかに根ざす契機となり、大きな前進となりましたが、他方

で普通の暮らしを目指すグループホームには、障害の重い人たちに対する受け皿は十分に整っておらず、

比較的中・軽度の障がい者の地域移行に偏ったものとなっています。 

実際にグループホームで車いすの人が暮らそうと思えば、バリアフリーを考慮した住居面積が必要で

す。またグループホームは、家庭的な「ホーム」からいつの間にか施設へと位置づけられ、スプリンクラー

の設置が義務化となり、こういったコスト面の問題も建設を予定する側にとって大きな負担となっていま

す。そして、グループホームのような小単位での運営には、財源の問題から人的確保がより困難な状況に

陥っています。中・軽度の障害の方の地域移行と比べて、重度の障害の方のグループホームが進まない

のは、上記のような理由が大きいのではないでしょうか。 

親御さんの立場からすれば、夜間の職員が安定して確保され、看護師・栄養士の配置が義務づけら

れている入所施設の方に、入所希望されるのは、当然のことと言えるかもしれません。70 代、80 代の母

親からの入所希望する電話が後を絶たないとの話もありました。 

国は待機者の調査を行っておらず、専門家は「国は現状をしっかりと把握したうえで必要な対策をとる

べきだ」とニュースのなかで指摘されていました。 
 



小瀬で予定している第 1 期のグループホーム建設計画では、まず高齢化に対応した最後まで看取り

が可能なホームの運営を目指しています。 

その為、通常のグループホームには設置を義務づけられていない医務室の設置も考えています。これ

は、胃ろうや排尿障害等によって必要なカテーテル等の消毒できる場所や薬の保管等医療的なケアを

視野にいれているからです。 

また、日中の移動が利用者の人にとって辛くなってきた場合を考えて、日中支援型のグループホーム

を検討しています。日中に利用者の方が快適に過ごしてもらうには、それなりの面積や環境が必要です。

2500 坪の土地を準備したとは言え、これらの建築面積を確保するにはそれなりの金額が必要となりま

す。そこで多少の合理性を図る為に、男性・女性のグループホームを同時に一棟ずつ建設するつもりで

すが、国からの補助金は一棟分のものしかあてにできません。（仮に補助金の申請が通ればの話です

が・・・） 

支援の質を落とさないように必死で支援してくれている職員と背伸びをして運営している法人として

は、障害の重い利用者のグループホームの建設・運営に対しては、現状の高止まりしている建築コストも

考慮して、是非とも助成金のあり方や増額について検証して頂きたい。この要望は、県・国への要望とし

て奈良県知的障害者福祉協会にも挙げさせてもらいました。 
 
少し長くなってしまいますが、ホームレス支援に始まり困っている人への伴走型支援を提唱されている

NPO法人抱樸（ほうぼく）（現在は社会福祉法人化）奥田知志氏の言葉を紹介したいと思います。 

『もう 30 年ほど前のできごとですが、今でも忘れられない光景があります。私たちの支援で、路上生

活から抜け出した方のアパートを訪問した時のことでした。近況を聞きつつ他愛もない話をして「なんと

かこの方もここから再出発できそうだな」なんて、思ったりしてね。帰り際に玄関で靴を履いて、「じゃあ、

また来ますね」と挨拶をしようと振り返って、そこでハッと息をのんだんです。  

部屋の中にポツンと座っているその方の姿が、駅の通路で段ボールを敷いてポツンと座っていた時と、

ほとんど変わってないように見えてしまったんですよ。「ああ、これで万事解決ではないんだ」と、肌で実

感した瞬間でした。』 

抱樸では、経済的困窮を「ハウスレス」 社会的孤立を「ホームレス」と呼び、経済的困窮に留まらない

支援 「一人にしない支援」を目指しています。 

従来的な「自立支援」という枠を捨て、一人でやっていけるようにするのではなく、出会いから看取りま

で寄り添い続ける「伴走型」支援を実践されているのです。 
 
私たちいこま福祉会が目指す支援もこれに通じるものがあります。どれだけ前述のように高齢化に伴

いハード面を整備したとしても、それだけでは何も解決しません。そこに人との「関係性」があってこそ、人

としての幸せが生まれるのです。 

私たち職員はそのことを肝に銘じて、今後も事業を展開し支援していかなければなりません。 
 
山間の美しい棚田に彼岸花が咲く暗峠から小瀬のグループホーム建設地を一望することができます。

以前は、荒げて剥き出しになっていた造成地でしたが、現在はクローバーが追々と咲き誇り、まるで緑色

の絨毯に覆われているようです。このクローバーのように「小さな幸せ」を大切に積み重ねて、皆様と共

に歩めればと願います。 

今後ともご指導・ご支援賜りますよう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 浅井 伊知人 



 

 令和 3年度事業報告より  

Ⅰ．日中活動部門 

年齢差だけでなく、それぞれのメンバーの抱える障がいの種類や生活しづらさ、障がいの程度がます

ます複雑化・多様化している中で、できるだけ個々のニーズに添い、ご本人の「やりたいこと」を聞きなが

ら様々な作業を提供することができた。特に環境面では、必要に応じて個別の部屋を準備する等、できる

だけの配慮を行った。コロナ禍で十分とは言えなかったが、工夫して余暇イベントや外出の機会を数回

実施することができ、メンバーのリフレッシュにつなげることができた。また、念願だった北部事業所『ひよ

り』を開所することができ、農業や加工作業に重点を置いた活動を展開できる拠点が増えることとなった。 

Ⅱ.居住部門 

暮らしプロジェクトを中心に、小瀬プロジェクトの具体的なレイ

アウトの検討を行い進めてきた。 

新型コロナウイルスについて、法人内でも感染があり、県内でも

陽性者が増え始めている時期であったが、法人全体で対応し医

療機関に入院するなど迅速に対応することができたが、約 3 週

間、各ホーム内で待機になったことで、感染は拡大しなかったが

運動の機会が減ったり、日中の過ごし方がうまくいかなかったり

と、感染対策以外のところでも検討が必要となった。 

Ⅲ．地域生活部門 

居宅事業では、感染状況を踏まえながら、年間を通してニーズの高い余暇活動についても行先や公

共交通機関の利用も制限するなど、感染防止に努めながらサービス提供を行った。 

相談支援では、相談件数が増加しており、家族、主介護者の病気といった家庭環境での大きな変化に

伴う相談など内容は多岐に渡っている。支援手法についても、感染状況にあわせて訪問や対面での会

議を控え、電話等での対応やリモート会議などを行い、感染防止に努めながら相談支援を行った。 

地域生活支援等拠点事業では、緊急時の受け入れは 2 件あり、本人や家族のセーフティネットとして

機能することができたが、受け入れ時のアセスメントや支援の方法についても改善していく必要性を感じ

た。 
 

 令和 4年事業計画より  

Ⅰ．日中活動部門 

今春、新たに日中活動の拠点として 6つ目となる事業所『ひより（生活介護）』が高山地区に開所し、

新規通所者も 5 名増え合計 107 名でのスタートとなる。それぞれの障がい特性に配慮し、それぞれが

生き生きと自分の強みを発揮できる環境を整備することでより“安心感”や“やりがい”を深めていく。ま

た、コロナ禍においても各事業所で工夫しながら仕事（作業活動）以外の余暇やイベントを実施し、リフ

レッシュする機会を持つ。 

Ⅱ.居住部門 

現在入居されているメンバーや将来新たに入居されるメンバーを想定してメンバーのニーズや意思決

定を尊重できるような支援体制を作っていく。そのために研修や他事業所の取り組みも参考にして、人

材獲得から育成をすすめていく。また、生活支援を拡充していく上で、各ホームの正規職員の配置ではな

く、ホームをまたいでケース担当をもつこと等を行い、生活支援の体制作りを行っていく。 



 

Ⅲ．地域生活部門 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一人暮らしの方などが発熱時の対応や通院など一人では対

応できない状況が出てくるなど課題となっている。地域で安心した生活を送っていくためにも、緊急時に

も安心して対応してくれるシステムの構築が必要になっている。本人の意思決定を尊重した中で支援を

実施し、生駒市の実情に応じた機能整備を構築していく。 

 

 

 

法人設立 20周年記念祝賀会 

令和 4 年 7 月 16 日（土）奈良市にある「ホテル日航奈良」にて、法人

設立 20 周年記念祝賀会を行いました。コロナ禍のなかで感染対策を徹

底するよう企画から検討し準備してきましたが、開催日まであと数日のとこ

ろで、全国的な第 7 波の到来。奈良県でも開催の 3 日前には感染者が

1,000 人を超え、開催も含めどうす

るか苦慮した結果、ご来賓やご家族

様の参加は中止し、メンバーさんと職

員だけで開催することになりました。法人が設立してから 20 年間の歴史を

ＤＶＤで振り返りながら、美味しい食事をいただき、メンバーの皆さんも普段

とは違う空間の中で、楽しく過ごすことができました。また、今回 20 周年の

歴史を振り返る記念誌を作成しました。法人設立に至るまでのご家族様の

苦労や取り組み、法人設立後の変遷を

これまでお世話になった方のインタビューや今後のいこま福祉会を語った座談

会の内容などを掲載しています。また機会がありましたら、ご一読いただけた

らと思います。 

 

 

生活介護事業所『ひより』が開所しました！ 

令和４年４月１日、生駒市高山町に新規事業所『ひより』が開

所しました。ひよりは旧高山幼稚園を改装した建物で、当時の面

影を残しながら、新たに加工場やカフェなども盛り込んで新しく

生まれ変わっています。３月３０日には『ひより』の名前にぴった

りなとても清々しい天候の中、ひよりの開所式・内覧会を開催し

ました。高山幼稚園から引き継いだシンボルツリーの桜もきれい

に咲き、清々しい気持ちで新たな門出を迎えられたことを嬉しく

思います。いこま福祉会のメンバーも開所式で挨拶し、立派に役

割を全うされました。行政の方々、地域の方々、日ごろお世話に

なっている方々がたくさん足を運んで下さり、祝福のお言葉を数

多くいただきました。高山地域の一員として、これから地域の皆様のお役に立てるように日々活動を行っていきた

いと思います。 



 

さて、本格的に事業がスタートし、農作業や加工場での作業に日々取

り組んでいます。風のファームでは距離が近くなることで活動時間が増

え、マルチ剥がしや植え付け、支柱立てなど新たに管理作業にも着手で

きるようになりました。メンバーの野菜に対する愛着がより深まって、お店

で売れた時の喜びも一段と大きくなっています。加工場ではジャムやドレ

ッシングなど、今まで委託していた製造にメンバーが参加し、収穫から加

工まですべて自分たちの手でつくることができるようになりました。また、

新たに地域の竹林から幼竹を収穫させていただき、メンマづくりの試行

を行ったり、ピクルスづくりにも取り組むなど、加工の幅も広がってきて

います。 

これからはカフェのオープンに向け、コンセプトづくり、メニュー開発

など、ひよりらしいカフェのあり方、地域の方の憩いの場所になるような

カフェづくりを目指していきたいと思います。 

 

 

 

 

JICA草の根技術協力事業について 

 JICA 草の根技術協力事業も新型コロナウイルスの影響により令

和 3年 9月までは中断し、10月から再開しました。11月には 1名

のスタッフがセルビアへ渡航し、ウェブなどを通じながら現地との事

業の進捗を確認し、令和 4年 5月より約 2週間セルビアから 2名

のスタッフを迎え、日本の福祉制度や法人の事業の説明、ご家族と

の交流などの機会を持ちました。 

 5 月の来日の際には、2 名とも熱心に私たちの説明やご家族のお

話に耳を傾けられており、日本で得た情報をいつもホテルに戻って 

から振り返っておられたとのことです。実際に施設の様子も見学さ

れて、法人の温かい雰囲気に感動したと言ってくださり、私たちの想

いが伝わりうれしく感じました。双方にとって有意義な時間を過ごすことができたと思います。 

 『エコ』に関する意識が高まっているヨーロッパ。その流れもあってか、セルビアではタバコの空き箱を使った紙漉

き事業が反響を呼んでいるとのことです。こうした活動が共感を呼びセルビア全土から今ではタバコの空き箱が

送られてくるようになっています。紙漉きの活動が障がいのある方の仕事として根付き、それぞれの自立につなが

ることを願って引き続きこの事業に取り組んでいきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 



 『こども会さつまいもイベント』（近畿大学×ゲミューゼ×かざぐるま） 

令和 4年 5月 7日にやまびこネットワークのさつま芋の植え付けイ

ベントを行いました。昨年はコロナの影響で中止となりましたが、今年

度は感染予防対策を行いながら開催することが出来ました。みんなで

さつまいもに関するクイズをしてから植え付け、水やりをしています。秋

の収穫を楽しみに「おおきくなーれ」と願いを込めて、1 本 1 本丁寧に

植え付けました♪ 

また、皆さんにご家庭から野

菜くずを持ってきてもらっての土

づくり実験も皆さん興味津々で

した。コロナでイベントが軒並み中止してきた中で、交流の楽しさや喜びを

再認識することが出来ました。秋に開催予定のさつま芋の収穫イベントも

開催できることを願い、準備を進めていきます。 

 

 

   新型コロナウイルス対策（with コロナ） 

新型コロナウイルスも 3年が経過しようとしており、令和 4年 1月には法人内でもクラスターが発生し、約 3週

間の事業を停止するような状況となりました。幸いにも迅速な入院対応などからメンバーも重篤化することなく、退

院することができました。職員も未知の対応の中、感染拡大の防止に努め、終息させることができたことに感謝の

念で一杯です。その後も、事業所内で陽性者や濃厚接触者が確認されるごとに部分的な自宅待機を実施するな

ど、法人に関わる全ての人が一丸となって感染防止に努めています。 

新型コロナウイルスの 4 回目のワクチン接種では、生駒市ワクチン接種チームとの協議の中、集団接種会場で

の接種の場を設けていただき、接種を希望されるメンバーもスムーズに注射を打つことができました。 

エアロゾルなど感染経路に対する

知識を深めながら、今後も感染防止

対策に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

   日中部門から 

令和 4 年 4 月から高山地区で『ひより』が開所し、通所事業の拠点が 6 か所

になりました。また、4 月 1 日には各事業所で年度式を実施して新たなメンバーを

迎えることとなりました。年度途中にも 1 名の方がいこま福祉会の一員として通所

を開始されています。新たなメンバーも最初は緊張している様子も見られましたが

日を追うごとに新しい環境にも慣れてこられ、今では各事業所の中心になって活動

に積極的に取り組んでおられます。 

 

 

エアロゾル感染を防ぐ空気の流れ 

（新型コロナウイルス感染症対策分科会より） 



 

笑風班がプランターで花や苗木を栽培しています。門の入り口にきれいな花が咲き、施設の入り口が明るくなっ

て、いつも門を通る時さわやかな気持ちにさせてくれます。昨年に引き続きコロナウイルスの影響により一部事業

を休止することもあり、各種出店やイベントの自粛など様々な制限がかかりましたが、コロナ禍でも今できる活動

の中で一生懸命仕事をしたり、楽しい時間を過ごしています。門の入り口に咲く花のようにいつも明るく、温かい雰

囲気の施設であるために、下半期もそうした活動をひとつでも増やしながら、日中活動が充実していけるように頑

張っていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居住部門から 

コロナ禍の中で、濃厚接触の疑い等でメンバーやご家族様にはホームやご

自宅での待機のご協力をいただく事が多くあました。コロナウイルスに罹患さ

れたメンバーの支援をさせていただく事もあり、メンバーの隔離対応や、スタッ

フも防護服やヘッドキャップを付けての支援をさせていただき、今回は幸いにも

感染拡大にはつながりませんでした。ホームによっても建物の構造は異なるた

め、完全なクリーンゾーンの設定等が難しい部分もあり、対応に苦慮する場面

や課題もあったため、出来る範囲での対応策についても専門の方のアドバイ

スを参考にしながら検討していきたいと思います。（※防護服着用時の写真と

隔離対応時に他の場所で食事を作り使い捨て容器に詰めている食事の写真

を紹介させていただいております）。療養期間中や待機期間中のメンバーの過

ごしに関して、メンバーにとっては見通しのつきにくいものであり、外出等も出来

ずに過ごしていただく形となるので、ホームの中での過ごし方の課題がありま

す。コロナ禍だけではありませんが、日々の過ごし方について、メンバーやスタッ

フと相談しながら検討していきたいと思います。 

 

コロナウイルスの感染状況が落ち着いていく中で、旅行やその他のイベントも企画しながらメンバーさんの色々

な表情を見ることができたらと思っております。 

小瀬グループホーム開所につきまして、ご期待やニーズをいただいている中で延期となっており申し訳ありませ

ん。延期の要因として資材の高騰や申請上の課題もありましたが、具体的な内容に関しましてもたくさんのご意見

をいただく中でより良い生活空間が作れたらと考えております。 

 

 

 

 



 

地域生活部門から 

生活支援センターかざぐるまより 

生活支援センターかざぐるまでは、職員の顔ぶれがかわり、新たなスタートとな

りました。コロナウイルスの感染拡大の影響から、毎週土曜日に行っているサロン

活動も短縮したり中止にしたり…当事者の方々が集って話をしたりゲームをしたり

する場が確保できないことに、もどかしさを感じる日々です。“ｗithコロナ”の中、今

後は、交流会イベントやセミナー等、少しずつ実施していきたいと思っています。ま

た、相談支援において、知的障がいや発達障がいのある方々の様々な悩みや生活

課題に関するサポートを行っています。不登校、引きこもり、健康不安、就労、住まい

の場など、お困りごとは人それぞれ異なり、多岐に渡ります。暮らしの中で出てくる、

いろいろな『生活のしづらさ』に柔軟に対応できるよう、これからも他機関と連携を

図りながら活動していきたいと思っています。お気軽にお電話ください！  

 

 

ガイドヘルプ（居宅部門）・地域生活支援拠点等事業より 

今年もコロナに関する制限がある中で、どのような余暇ができるのか、安心した生活が送れるのかを日々検討

しています。メンバーの皆さんには、感染対策などの観点から行き先や行動内容など我慢してもらうことが多い状

態です。夕方のアフター5 は、メンバーの皆さんに安全に楽しんでもらえるように工夫をしていきます。また、フライン

グディスクやモルックなど新たなスポーツにも挑戦しています。アフター5 から普段の生活でも楽しんでもらえるよ

うに広がればよいですね。 

メンバーも年齢を重ね、ご家族のご負担が増えてくる中で、『住み慣れた生駒で生活を続ける』ために、どのよう

なサービスや体制が必要か、検討しています。地域生活支援拠点等事業では、今までの『生活はグループホーム』

ではなく、一人暮らしや、それ以外の生活もできないか、考えるサポートをしています。地域生活支援拠点等事業に

ついて、もっとアピールをしていこうと思います。 



 

(単位:円)

就労支援事業収益 16,745,434 16,238,947 506,487

障害福祉サービス等事業収益 592,641,199 565,605,601 27,035,598

経常経費寄附金収益 14,651,974 2,066,197 12,585,777

サービス活動収益計(1) 624,038,607 583,910,745 40,127,862

人件費 391,997,033 361,810,310 30,186,723

事業費 63,684,015 67,987,736 △ 4,303,721

事務費 68,513,482 61,190,296 7,323,186

就労支援事業費用 25,732,515 24,541,880 1,190,635

減価償却費 46,826,151 42,538,126 4,288,025

国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 24,983,523 △ 24,656,933 △ 326,590

サービス活動費用計(2) 571,769,673 533,411,415 38,358,258

52,268,934 50,499,330 1,769,604

受取利息配当金収益 28,454 53,259 △ 24,805

その他のサービス活動外収益 5,779,130 6,162,276 △ 383,146

サービス活動外収益計(4) 5,807,584 6,215,535 △ 407,951

その他のサービス活動外費用 6,116,430 5,704,772 411,658

サービス活動外費用計(5) 6,116,430 5,704,772 411,658

△ 308,846 510,763 △ 819,609

51,960,088 51,010,093 949,995

施設整備等補助金収益 10,000,000 5,220,600 4,779,400

施設整備等寄附金収益 100,000 100,000

固定資産受贈額 611,629 611,629

固定資産売却益 16,109 16,109

特別収益計(8) 10,727,738 5,220,600 5,507,138

固定資産売却損･処分損 203,454 1,794,247 △ 1,590,793

国庫補助金等特別積立金積立額 10,000,000 5,220,600 4,779,400

特別費用計(9) 10,203,454 7,014,847 3,188,607

524,284 △ 1,794,247 2,318,531

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 52,484,372 49,215,846 3,268,526

前期繰越活動増減差額(12) 369,219,048 320,003,202 49,215,846

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 421,703,420 369,219,048 52,484,372

基本金取崩額(14)

その他の積立金取崩額(15) 130,000,000 130,000,000

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) 551,703,420 369,219,048 182,484,372

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)

費

用

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サ

ー

ビ

ス

活

動

外

増

減

の

部

収

益
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用

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

サ

ー

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

収

益

繰

越

活

動

増

減

差

額

の

部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特

別

増

減

の

部

収

益

費

用

特別増減差額(10)=(8)-(9)



 

    寄附金をいただきました（敬称略・五十音順）

相田　浄司 かざぐるま職員互助会 角重機 枚方信用金庫

社会福祉法人　青葉仁会　　　　　　　加藤　正二 住友建機販売(株) 平野　いその

ＮＰＯ法人アゴラ音楽クラブ　　　　 (株)上武 関谷　弘臣 ふうしゃの会　

浅井　伊知人 上武　勝宣 セレミューズ（株） 福田　修

池端　照子 上武建設(株) (株)総合サービス 藤尾　清司

生駒市肢体不自由児・者父母の会 上武建設安全協力会 そよかぜの町　川上　千代子 藤木　強二

生駒市障害児・者を守る連合会 川中　三津男 (有)太鴻 ブリヂストン建設タイヤ販売㈱

生駒市手をつなぐ育成会　　　　　　　　川本産業（株） (株)大幸土木建設 桝田　健

生駒市北第一地区　 関西電力労働組合　 滝藤　博史 松尾　淑子

　　　民生・児童委員協議会　 　　　奈良電力所支部 田口　節世 松岡　藤枝

生駒市中地区　　　　　 神田　仁美 竹田　歌子 松下　重信

　　　民生・児童委員協議会　 神田　昌則 一般社団法人たびだち 松嶋　千年

生駒市西地区　 來村　懋勲 辻村　泰範 松村　和泉

　　　民生・児童委員協議会　 (株)きんでん　奈良支店 辻本　蓉 松本建材土木(有)

生駒市南地区　 草場　暁美 土居　恵美子 (株)丸松久保本店

　　　民生・児童委員協議会　 草場　美明 藤堂　宏子 水田　哲司

生駒商工会議所　 久保自治会　 登丸　和子 水野　惠理子

石田　敏夫 窪田　俊造 登丸　寿一 峰　千賀雄

壱分町東自治会 (株)ケイアイ 中井　直美 宮川　洋代

井手　進 神津　育雄 中尾　初美 村上　勝美

井戸　偉司 小西　壽美雄 中庄谷　勇 村上　邦子

伊藤　ますみ 小松　孝治 中野　将太郎 面松　大介

稲垣　正子 ｺﾏﾂｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ(株) 永合　達生 森　正明

稲西　要 近藤　嘉男 奈良信用金庫　富雄支店 公益財団法人　森田記念福祉財団　

今村　祥二 齋藤　頼親 奈良中央信用金庫　平群支店 森永　由紀子

岩藤　和夫 酒井　洋幸 奈良レミコン（株） 森本　洋子

岩本　先 坂森　照美 西浦　一次 安田　富雄

上野　明 櫻井　明子 西垣　孝 安田　まゆみ

上山　定子 (株)ササイナカムラ 日本ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ合同会社 矢野　敏文

鵜飼　和廣 四角　圭一郎 日本料理いなだ 山岸　孝三

有働　満喜子 清水　泰之 のぞみ信用組合　四条畷支店 山口　隆子

梅田　昭夫 下竹　恵知子 畠中　隆子 山口　知靖

梅本　順子 下竹　克美 坂東　伸昭 山口　裕和

浦林　直子 浄土真宗本願寺派　　　　　 東菜畑北自治会　 山下　美恵子

栄上会 　　　　奈良教区教務所　　　　 ひかりが丘自治会　 大和信用金庫　生駒支店

大阪シティ信用金庫 白樫　学 　　　駐車場管理委員会 (株)ヨコハマタイヤジャパン

大山　泰子 宍道　喜久雄 (株)樋口組 横村　和宏

岡田　敏夫 鈴木商事(株) 日立建機日本(株) 吉川　博好

オカダアイヨン(株) 鈴木商事(株)自動車部 日野　紀代子 渡部　昭子

落合　さゆり

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 草場　暁美 医療法人　仁慈会　 南部

生駒市社会福祉協議会 小柳 奈良県肢体不自由児者 山口　隆子

上武建設（株） 坂田　美智子 　　　　　　父母の会連合会 山口　裕和

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

たくさんのご支援

　（令和3年10月1日～令和4年9月30日）

ありがとうございました



  

 第三者委員 報告（令和３年度） 

令和３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４年７月５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かざぐるま施設長 

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生活支援センターかざぐ

るまセンター長 

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事務長 

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 浦林 直子 生駒市地域コミュニティ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 城野 聖一 生駒市立壱分小学校校長 

評議員 辻 誠 奈良県立奈良西養護学校校長 

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 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 生駒商工会議所専門官 
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