
1 

AJU 愛光園だより 低料第三種郵便物許可 平成２３年６月７日発行（増刊） 

 初めまして。平成２３年度４月より、愛光園

生誕の地、大府市共和町に開所しました「障が

い者就職トレーニングセンター（以下就ト

レ）」です。昨年まではひかりのさとファーム

の就労移行支援事業部「すきっぷ」として活動

をしておりました。そんなすきっぷも開始から

３年が過ぎ、昨年度は年間で９名の方が就職

（含トライアル雇用中）をされています。就職

先は法人内の施設・リサイクル事業・レストラ

ンのキッチン・スーパーマーケット・製菓業と

多種多様ですが、どの方も地域と密に関わりな

がら自分らしく活躍されています。 

 新事業所として立ち上げるに至った経緯は、

ひかりのさとファームを利用されている方で就

職希望の利用者へのサービス提供が一通り終了

したことと、まだサービスにつながっていない

離職者や在宅者に、地域の新たな社会資源とし

て活用していただきたいとの思いからです。ま

た就職支援に特化して行うことで利用者にわか

りやすい仕組みができると考えたからです。名

は体を表すという言葉のとおり、「就職するた

めのトレーニングをする事業所」になったとい

う訳です。できたての事業に日々頭をひねり、

今後どのようにして盛り上げていこうかを検討

している毎日です。皆さん、よろしくお願いし

ます。 

 さて、「就労移行支援事業」がどのようなも

のか皆さんはご存知でしょうか？事業所の名前

を見ていただければ何となくイメージがつくか

も知れませんが、「特定の期間を利用して就職

に必要な知識や技術・ビジネスマナーを身に付

けて、一般就労を目指す」ための支援の仕組み

です。市町村から支給していただける期間は２

年間ですが、今回、就トレでは「１年以内の就

職を目指す！！」を目標に掲げて支援をしてい

ます。一人ひとりと向き合い、様々なスキルを

身に付けるためにマナー講座やグループワー

ク、一般教養の学習の時間を設けたり、それぞ

れの個性に合った仕事を探すべく、内職作業や

地域へ出向いての清掃作業、会社見学にいった

りと充実した毎日を過ごしています。 

 現在、１か月が経過しようとしている中、手

探りのような状態（私だけかも知れません

平
成
二
十
三
年
六
月
七
日
発
行
（
増
刊
）
（
毎
週
火
曜
日
） 

Ａ
Ｊ
Ｕ
通
巻 

一
〇
〇
三
〇
号 

昭
和
五
十
四
年
八
月
一
日 

低
料
第
三
種
郵
便
物
許
可 

 

 

 

AJU 愛光園だより 
～私たちは、誰もが人間としての尊厳が保たれ、安心して共に生きる社会をめざします～ 

 編集者：社会福祉法人 愛光園  

     本部事務局 愛知県知多郡東浦町緒川東米田３３番３ 

           TEL 0562-83-9835  FAX 0562-83-4344 

         URL http://www.aikouen.jp/    E-mail  honbu@aikouen.jp 

第１２２号 

初めまして。障がい者就職 

トレーニングセンターです！ 
障がい者就職トレーニングセンター 職業指導員 松村剛志 
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が･･･）で始まりましたが、思い返すとこの地で

始められたことを「良かった」と感じる毎日で

す。地域の方々は「愛光園さん帰ってきた

ね。」「今度は何をしているところなの？」

と、優しく声をかけてくださいます。丘の上を

かけ抜ける朝夕の風はとても気持ちが良く、本

当に素敵な環境で仕事ができていることを実感

します。 

 平成２３年４月現在の利用者数は１４名で、

お住まいの地域も年齢もバラバラです。遠い方

は半田から名鉄とＪＲを乗り継いではるばる

やってみえます。また近隣の方は自転車や徒歩

で通所されます。個性いっぱいの楽しいメン

バーで、初めのころはお互いの緊張もあってか

言葉数の尐ない利用者もお見えになりました

が、約１か月が過ぎ、打ち解けはじめた皆さん

のエネルギーに職員は圧倒される日々です。そ

んな楽しい利用者と新たな職員、新しい事業所

で時に真剣に、時に楽しく毎日を過ごしていま

す。そんな就トレに通う皆さんに尐しお話を聞

いてみました。 

 

☆「どんな仕事をしてみたいですか？」 

・掃除 

・製造業 

・事務関係 

☆「初めてのお給料、どんなことに使います

か？」 

・貯金 

・生活費 

・ゲームを買いたい 

・両親を旅行へ連れていきたい 

・お母さんにお花をあげたい 

 

 皆さん、思いは様々で中には結婚する！と決

意表明されている方もみえました。目標が具体

的にあることは本人にとっての励みにもなりま

す。また、それを達成した時の皆さんのことを

考えると職員も「やるぞ～！」と、燃えます。

（そんな職員も１人１人目標を宣言しているの

で自分自身も頑張らねばとお尻を叩かれる思い

でいることは秘密です。） 

 そんな夢のある皆さんと一緒に実際にはどん

なことをして１か月を過ごしたかというと、最

初の週は準備期間ということもあり、半日でス

タートし、近隣のゴミ拾いから作業を始めまし

た。爽やかな春風と桜吹雪の中、近隣住民の

方々との交流を楽しみながらのゴミ拾い活動は

とても清々しく、体力づくりにもなるので雨天

時以外は毎日のプログラムとして現在も継続中

です。そしてもうひとつ、作業として行ったの

が建物前の花壇づくりと夏に向け緑のカーテン

（へちま）づくりをしました。土をひかりのさ

とファームのコンポストからいただき、粘土質

で水はけの悪かった土を再生し、いただいた花

の苗をみんなで植えました。初めは根が付か

ず、枯れてしまうかな？と思いましたが、土が

良かったのか？！現在ではすくすくと順調に

育っています。へちまの方も、本葉が出始めた

ものもあり、こちらも順調にひさしを作ってく

れそうです。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 プログラムもまだ調整中な為、限られた作業

の中で活動をしている状態ではありますが、皆

さんの周りに就職の報告や、訓練の賜物として

でき上がった自主製品をお届けする日もそう遠

くはない･･･と、思っております。ぜひ、ご期待

ください！！そして、「どんなところ？」「何

してるの？」など疑問に感じられた方はぜひ一

度見学にいらしてください！利用者さんが元気

な挨拶で出迎えてくれることと思います。 

 また、就トレでは、ボランティアとしてお手

伝いをしてくださる方も大募集しています。内

容は、「一般教養程度の読み書き計算のわから

ないところを教えてくださる方」と、「着物を

解くことができる方」です。元気な皆さんと一

緒に刺激のある毎日を過ごしてみたい方、ぜひ

ご一報をお待ちしています。 

＜問い合わせ＞ 

  大府市共和町７丁目８３番地 

  電話：０５６２－８５－６１０１ 

  メール：syutore@aikouen.jp 
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平成２３年度 

事業計画及び予算 

【理念】  

私たちは、誰もが人間としての尊厳が保たれ、

安心して共に生きる社会をめざします。 
  
１．私たちは、 

誰もが、まず「人として」受けとめら

れ、地域の中で自分らしく暮らすための支

援サービスを提供します。 

２．私たちは、 

誰もが、必要なときに、必要な支援サー

ビスを利用できるように取り組みます。 

３．私たちは、 

誰もが、安心して暮らすために、地域の

輪の中で、「共に生きる」実践と運動を

進めます。  

【基本方針】 

地域生活支援を進め、人材育成と利用者満足

の向上をさせつつ経営の効率化を図る。 

【重点目標】 

１.地域生活支援のハードとソフトの整備 

・入所施設から地域移行の推進 

身体障がいのある方を主な対象者としたケア

ホーム１棟開設 

知的障がいのある方を主な対象者としたケア

ホーム１棟開設 

・就労支援の強化 

就労移行支援事業の定員を10名から20名に増

やし、12名の就職をめざす。 

・ひかりのさとのぞみの家の建て替えとケア

ホームの整備 

補助金を得てひかりのさとのぞみの家の建替

え排水・駐車場等周辺環境の整備 

身体障がいのある方を主な対象者としたケア

ホーム１棟新築 

 

２．新人事システムへの移行準備 

・新人事考課システムの導入と給与手当の検討 

能力考課の導入 

給与手当の見直し 

・新しい働き方と働く環境の改善 

正規職員と非常勤職員のあり方の見直し 

労働時間管理を進める 

年次有給休暇の取得の改善 

・人材の確保と計画的な人材育成 

 

３．経営改善 

・中長期計画の再検討 

・月次決算の質的向上 

・新規事業の取り組み 

 

【予算について】 

平成２３年度は経常収支差額を2億3,000万円見

込んでいます。借入金返済や定期昇給、施設整

備などのために必要な額として1億7,000万円とし

ていたので、目標をクリアしています。 

平成２２年度最終補正予算との比較で、介護

保険収入は利用率改善により1,600万円増、自立

支援収入はケアホームの定員増や就労支援グ

ループの定員増などで7,700万円増額になりま

す。人件費は新規事業のための人員増と定期昇

給などで5,200万円増額、人件費率は３ポイント

近く上がっています。 

施設整備では、ひかりのさとのぞみの家建替

と排水・駐車場整備で6億7,000万円、身体障がい

のある方を対象としたケアホーム建設で4,000万

円を見込んでいます。ひかりのさとのぞみの家

の建て替えは耐震化事業として補助金2億8,230万

円の内示をいただきましたが、ケアホーム建設

は補助採択されませんでした。地域生活移行は

法人の重点目標に挙げていますし、早急な整備

が必要なので自己資金で建設します。ひかりの

さとファームでは共同募金会より助成をうけ鶏

舎の屋根修繕等を行います。 

財務活動では、ひかりのさとのぞみの家の建

替資金が自己資金だけでは不足するため福祉医

療機構から借入します。経営課題になっている

借入金残高は、返済が進んで来ましたが、この

借入のため一時的に増額します。 

当期資金収支差額は、施設整備の負担が大き

く7,914万円のマイナスになりますが、入所施設

建設に補助がいただける最後のチャンスととら

え取り組んでいきます。 
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高齢者保健福祉事業部 
【基本方針】 

１．「いいサービス」「いい事業所」「いい職員

(集団)」＝「三方よし」を実践する。 

２．職能と職制の組織的・機能的な整理をすす

め、より円滑な組織体制を構築する。 

３．サービス提供体制の効率化、重点化を更にす

すめ、新たな付帯事業を展開する。 

高齢者入所支援グループ 
【重点目標】 

・経営の安定化をすすめる 

・地域交流の充実と定着 

・重度化対応体制の強化 

・接遇や介護技術の基本・基礎を再確認する 

・人材の計画的育成と確保に向けた取組の実施 

・設備・機器の計画的な修繕と更新の実施 

・新規事業の円滑な開始 

 

高齢者在宅支援グループ 
【重点目標】 

相生ヘルパーステーション 

・土日祝日ニーズを受ける人員体制確保。新規事

業対応を想定し常勤者を４人以上増員。毎月

８５０時間以上の実績。 

・安定した事業運営、包括的サービス提供をめざ

し新規事業展開。居住系サービス、有償サー

ビス、障害事業など。隙間の無い事業展開。 

通所リハビリ・ディサービスセンターこぶし 

・利用者増による「三方よし」実現。通リハを合

わせ目標６０名。最低５２名。 

「おもてなし」の介護をさらに高

める。通所事業のあるべき姿

を示す。 

・送迎体制、車両の見直し。 

・新規事業による事業拡大と活性

化、包括的サービス提供。 

相生指定居宅介護事業所 

・圏域トップクラスの質、量を持

つ(ケアマネ６名、常時１７０件以上維持)。 

・個の力にプラスして組織で支援力を高める「相

生らしさ」を出していく。 

・営業力の強化～新規事業の中で「よろず相談」

の展開。 

 

 

 

もくせいの家 

・接遇向上～グループホーム（ＧＨ）制度を活か

した高品質な支援を行う。ＧＨのあるべき姿

を示す。 

・専門性向上～地域へスキルを発信できるレベ

ルへ。 

・新規事業～ＧＨ運営で蓄積したノウハウを居

住系サービスへ活用。 

 

療育・相談支援事業部 

相談支援グループ 
【基本方針】 

県事業である障害児等療育支援事業（知多地

域障害者生活支援センター らいふ）ならびに、

国・県事業である就業・生活支援センター事業

（就業・生活支援センター ワーク）

は、知多全域を対象として、療育体制

への支援・助言、及び就労へ向けての

支援をします。 

２市２町（東海市、知多市、阿久比

町、東浦町）の委託事業である障がい

者総合支援センターでは、相談業務の

専門性を図り地域自立支援協議会の運

営と一般相談への支援を充実させま

す。 

また、２市２町における事業は社会

福祉法人憩の郷との協力・協同体制の

充実を図ります。 

【重点目標】 

相談支援グループの体制充実 

１．知多地域障害者生活支援センター 

 らいふ（障害児等療育支援事業） 

・知多圏域の主に乳幼児療育、保育関係者と連携し

ながら、その関係者の必要に応じた専門機関等

（医療機関・教育関係機関等）との結びつきを

コーディネートし、療育、障がい児保育のバック

アップおよび支援システムの検討に重点を置いた

事業を実施します。 

２．就業・生活支援センター事業は事業の充実を

はかり、特に在職登録者の職場訪問や定着支

援に重点をおいて実施します。 
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３．２市２町（東海市、知多市、阿久比町、東浦

町）相談支援事業 

（１）社会福祉法人憩の郷との共同運営体制を

とっている２市２町事業の安定・充実した運

営を協議していきます。 

（２）相談支援事業に関係する、支援事業所・支

援機関・医療・行政とのさらなる連携強化を

図り、専門的支援について関係機関と連携し

た相談体制の確立に取り組みます。 

（３）知多２市２町地域自立支援協議会やその専

門部会の運営に協力し、誰もが暮らしやすい

地域づくりの協議に事務局として参加してい

きます。 

（４）障害者自立支援法の改正に伴う、新たな相

談支援体制への対応を図ります。 

 

障がい児療育グループ 

大府市発達支援センターおひさま 
【基本方針】 

私達は日々の療育を通して 

 １．子どもたちが安心して成長、発達ができ、

将来自分らしく自律した生活ができる力をつ

けていく支援をします。 

 ２．家族が子どもと向き合い、主体的な子育て

ができるように支援します。 

【重点目標】 

１．移行支援の充実 

（１）母子クラスから単独クラスへの移行支援 

（２）おひさまから保育園･幼稚園、小学校、養

護学校への移行支援  

（３）おひさまの利用待機児への支援 

２．関係機関との連携の充実 

３．第三者評価の実施  

 

障がい者福祉支援事業部 

障がい者施設支援グループ 

ひかりのさとのぞみの家 
【基本方針】 

 円滑な運営体制を構築するとともに、人材確保・育成に努

め、利用者ニーズに応じた質の高いサービスを提供してい

く。併せて、地域での生活を積極的に推し進めることで、

その人らしい生活の豊かさと広がりを創造していく。 

【重点目標】 

１．円滑な運営体制の構築 

・障害者支援施設における事業定員の見直しを実

施していく。 

・個別支援計画をより具体化し、見通しを持った

支援に努める。 

・個別ニーズに対応した日中活動の充実を図る。 

・組織体制の見直しをしていくと共に、個々の役

割を明確にしていく。 

・就業環境の改善を行なう。 

・地域連携を深めていくと共に、地域の小中学校

との交流を継続していく。 

２．地域生活移行の推進 

・新たに移行ニーズを集約し、地域生活移行計画

を具体化していく。 

・生活体験事業を継続し、円滑な移行システムを

確立していく。 

・地域生活支援スタッフの育成をしていく。 

・家族会との連携を密にしていく。 

３．人材の確保・育成 

・ 積極的に、実習生を受け入れると共に、ボラ

ンティアの養成に努めていく。 

・ＱＣサークル等を活用し、職員相互の連携を深

め個々の資質を高めていく。 

・加齢・重度化に対応した専門性の強化を継続し

ていく。 

・権利擁護意識の向上に努める。 

・安全管理意識の強化をしていく。 

・指導・監督職の育成に努める。 

・資格取得の奨励を積極的にしていく。 

４．施設整備（建て替えに向けて） 

・建て替えのための新築委員会の発足を行なう。 

・新たな支援体制の見直しを行なう。 

・支援・介護サービス内容の見直し・改善を実施

していく。 

 

まどか  
【基本方針】 

一人ひとりの個性と人格を尊重しつつ、ニー

ズに基づき日常生活と日中活動支援を行います。

また、一人ひとりの生活が豊かになるように地域

生活移行を推進します。 

どんなに重い障がいを持っていても、社会の

中で生きていることを具体化する支援を行いま

す。①個人的価値（自己実現）、②社会的価値

（人との関わりの中で、価値を認知されるこ

と）、③地域的価値（関係性の創造）、④重度障

がい者の社会的存在価値が高まるように、社会と

関係を持ち地域と馴染みになり障がいを持つ人が

居る事が普通になっていくことを目指します。 
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【重点目標】 

（１）「生活は地域で、尐人数で」を実現するた

めに、地域移行の取り組みを計画化し実行しま

す。 

・グループホーム等の体験事業を継続して、次年

度は４名の地域移行者を実現します。 

・地域生活支援と日中活動支援の繋がった支援体

制を確立します。共同生活介護事業所を開設

（サービス管理責任者はまどかと兼務、グルー

プホーム等体験利用、そよ風ホーム（仮称）定

員4名）します。 

・３６５日２４時間切れ目のない安心できる地域

生活支援センター機能を地域生活支援グループ

と協力して創設します。 

（２）サービス評価を実施し、サービス向上に努

めます。 

・安全で暮らしやすい環境の整備（サービス提供） 

・利用者の意見や思いを反映できる方法等 

・マニュアルの整備と更新できるしくみ 

・職員の自己啓発の研修計画 

（３）自閉症支援の専門性の向上を障がい福祉事

業部として向上していくためにイニシアティブ

を取っていきます。 

・自閉症支援のケース検討会を主催 

・福祉職員の人材育成・養成 

（４）大修繕を実施します（１５年安全で快適に

使用するために）。 

・給湯床暖房用のボイラーの入れ替え（350万円） 

・空調設備の入れ替え（550万円） 

・その他(250万円)修繕費 

（H２４年度：鹿塩改築or建て替え、外壁改修） 

（H２５年度：大型洗濯脱水機入れ替え） 

 

障がい者活動センター 愛光園 

日中活動支援グループ 
【基本方針】 

１．私たちは、重症心身障がい者、重度障がい者の地域

生活の拠点として、利用者一人ひとりが、主体者とし

ての働きの中で、生き生きとし、その人らしい自己実

現をしていけるよう支援していきます。 

２．私たちは、利用者一人ひとりが安心して暮らしてい

けるように、生活面及び医療面において地域にある社

会資源と連携を図りつつ、地域生活の仕組み作りに取

り組んでいきます。 

【重点課題】 

１．日中活動の更なる充実を図る 

・個別活動プログラムの計画的な実施をし

ていく。 

・利用者一人ひとりのニーズに即した日中の過

ごしを考え、実行していく。 

・利用者一人ひとりの思いの具現化に向けた計

画を立て、遂行していく。 

・個別支援計画の実効性を高めていく。 

２．支援体制の整備と支援力の向上を図る 

・必要(生活支援、医療スタッフ)な人材の確保

をしていく。 

・ＯＪＴによる人材育成をしていく。 

・ＱＣサークル活動を活用し、改善提案を通し

てスタッフ間の連携を深めていく。 

・園内における計画的な研修会の実施をしていく。 

・多様な研修の計画、実施をしていく 

・会議体等組織の計画的な実施を行っていく。 

・委員会や職種、職制を踏まえた役割分担の明

確化を図る。 

３．地域生活支援体制の基盤づくり 

・在宅においての緊急時対応とその体制づくりを

行っていく。 

・ホーム生活の移行に向けての連携を図っていく

(ケアホーム・グループホームセンターとの連携)。 

・大府市及び2市2町自立支援協議会との連携を

図っていく。 

・地域にある福祉関係事業所との連携を図っていく。 

・地域における愛光園の果たすべき役割を遂行

していく。 

 

就労支援グループ 

ひかりのさとファーム 
【基本方針】 

私たちは、利用者の自立を尊重して豊かな地域生

活が送り続けられるための就労支援を行う。 

私たちは、利用者の様々な就労支援ニーズに対応

できる仕組みを構築し、地域社会に貢献する。 

私たちは、福祉事業、商品の製造販売、情報発信

や地域交流をとおして、誰もが働きやすい職

場環境の構築と持続可能な食環境を継承する。 

【重点目標】 

１．利用者満足度の向上 

（１）利用者支給額の向上を図る。

月額25,000円(時給230円)とする。 

（平成２２年度実績 時給200円） 

（２）第三者サービス評価の実施

し、利用者サービスの向上を図る。 

  平成２０年度実施したサービス評価の進捗評

価として行う。 

  評価結果をＱＣサークルのテーマ設定や次年

度の事業計画に活かす。 
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２．就労支援体制の構築 

（１）経営の安定を図るため、利用率を100％とする。 

 常時利用していただく契約者を６名増やし、 

４５名とする。 

（２）生産活動収入総額5,250万円とする。 

（平成２２年度実績4,500万円） 

レストラン部 1,500万円 

パン工房部  1,200万円 

養鶏部    1,300万円 

珈琲部     900万円 

その他     350万円 

（３）就労ニーズに対応した仕組みの構築を進める。 

・就労継続支援Ａ型（バリバリ働く場）の在り方検討 

・生活介護事業（緩やかに働く場）の在り方検討 

３．「共に生きる」実践 

（１）誰もが働きやすい職場とする。 

・ＱＣ活動、あいさつ運動、３Ｓ運動を推進する。 

・Ｎｏ残業Ｄａｙの創設 

・３日間連続有給休暇の取得 

（２）地域貢献を推進する。 

（地域交流イベントを開催） 

各部署が連携して、下記の体験教室を実施する。 

・養鶏体験教室 

・珈琲焙煎体験と淹れ方教室 

・パン試食会、パン教室 

 

障がい者就職トレーニングセンター 
【基本方針】 

私たちは、利用者の自立を尊重して豊かな地域生活

が送り続けられるための就労支援を行う。 

私たちは、利用者の様々な就労支援ニーズに対応で

きる仕組みを構築し、地域社会に貢献する。 

私たちは、障がい者の就労支援をとおして誰もが安

心して働き続けられる社会の実現に寄与する。 

【重点目標】 

１．利用者満足度の向上 

（１）年間就職者数12名とする。(平成22年度実績10名） 

（２）短期間での就労支援を行う。就職者の平均利用月

数１２カ月以内とする。 

（平成２２年度就職者の平均利用月数21.4カ月） 

（３）安心して働き続けるための支援としてワークと連

携し、企業サポート、ＯＢの定着支援、家族会を設立

しサポートを行う。 

２．就労支援体制の構築 

（１）就労支援ネットワークを構築する。 

・各トレーニングステージにおけるケア会議の設定等によ

り、関係機関との連携を深める(目標会議数年間80件) 

・自立支援協議会への参加 

（２）経営の安定を図るため、利用率を100％とする。 

（３）就労支援スキルの向上を図る  

・発達障がい者、精神障がい者への支援スキルの向上を

図る。（外部研修） 

・ジョブコーチ支援スキルを習得する。 

（外部研修・ＯＪＴ） 

３．「共に生きる」実践 

（１）誰もが働きやすい職場とする。 

 ・ＱＣ活動、あいさつ運動、３Ｓ運動

を推進 

 ・Ｎｏ残業Ｄａｙの創設 

 ・３日間連続有給休暇の取得 

（２）地域貢献を推進する 

雇用を検討している企業向け、就職したいと願う本人

向けの情報発信を行う。 

 ・パンフレットや資料の作成 

 ・ネット配信 

 

地域生活支援グループ 
【基本方針】 

 「希望する誰もが安心して地域で暮らすことが

できるように支援・連携していく」。地域生

活支援グループは、地域生活支援グループ東

浦方面として、愛光園地域居住サポートセン

ターとらいふ(直接支援事業部門)が協力し

て、また、地域生活支援グループ大府方面と

して、愛光園グループホーム・ケアホームセ

ンターとヘルパーステーションりんくが協力

して、地域生活支援のより発展的な展開を図

ります。在宅やグループホーム等で暮らす

人々のＱＯＬ（生活の質）の向上や自己決定

支援のために、ケアマネジメント体制と地域

社会資源の活用を進めていきます。その基本

にあることは、利用者本人のエンパワーメン

トが高まる生き方の支援です。グループホー

ム・ケアホームは新たな利用者の受け入れを

行います。そのために、地域の関連機関や法

人内各事業所と連携して、地域移行支援の仕

組みを構築していきます。 

【重点目標】 

（１）グループホーム・ケアホーム等の拡大・充

実に努めます。 

（２）２４時間支援体制の拡充に向けて、構想を

具体化していきます。 

（３）地域における医療との連携体制を強化し、

医療的ケアの充実を計ります。 

（４）地域生活支援を担う人材確

保と育成・交流に努めます。 
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高齢者入所支援グループ  介護老人保健施設 相生 

障害者支援施設グループ  

ひかりのさとのぞみの家 

尐しでも早くご利用

者や職員の方々から

信頼されるよう一生

懸命頑張ります。こ

れからよろしくお願

い致します。 

佐藤 秀明
さとう  ひであき

 

大阪出身の坂手文香

です。尐しでも早く

一人前になれるよう

しっかり頑張ってい

きたいと思いますの

で、よろしくお願い

します。 

坂手 文香
さ か て  ふ み か

 

皆さんに「笑顔」と

「元気」を与えられ

る介護職員になれる

ように頑張ります！

よさこいもやってい

たので体力には自信

があり、常に笑顔を

心掛けています！ 

山中 智加奈
や ま な か  ち か な

 

優しい介護を目指し

て、日々勉強し、ご

利用者の心の支えに

なれるように頑張っ

ていきたいと思いま

す。 

これからよろしくお

願いします。 

松谷 美香
ま つ た に  み か

 

ご利用者の方々に頼

りにして頂けて、笑

顔を提供し続けられ

る職員を目指して、

日々精進していきま

すので、これからよ

ろしくお願い致しま

す。 

西垣 晋也
にしがき  しんや

 

今年１月から相生で

看護として働かせて

いただくことになり

ました。笑顔を忘れ

ず頑張っていこうと

思いますので、宜し

くお願いします。 

大坪 亜希
お お つ ぼ  あ き

 

今年1月から老人保

健施設相生の看護師

としてお仕事させて

いただいています。

医療者として今まで

の経験を生かし、お

役に立てればと思っ

ております。 

野口 鶴美
の ぐ ち  つ る み

 

初めまして、新人職

員の辻翔馬です。 

不器用で勉強も苦手

ですが、笑顔と明る

さで楽しく頑張りた

いと思います。 

よろしくお願いしま

す。 

辻 翔馬
つじ しょうま

 

初めまして！のぞみ

の家に配属されまし

た。 

清水 亮太です。個

性的な職員を目指し

ます。！ 

よろしくお願いしま

す。 

清水 亮太
しみず  りょうた

 

この4月から、のぞ

みの家で働かせて頂

いている池田奈穂で

す。 

お団子頭と笑顔が

チャームポイントだ

と思っていますの

で、 

池田 奈穂
い け だ  な お

 

私のモットーは、楽

しむ時は心からで

す。 

のぞみの家の皆さん

と楽しい思い出を沢

山作っていきたいで

す。 

西田 直恵
に し だ  な お え
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日中活動支援グループ  

障がい者活動センター愛光園 

はじめまして！新人

職員の高橋幹生で

す。 

不器用でまだまだ未

熟ですが、笑顔で一

生懸命頑張りますの

でよろしくお願いし

ます。 

高橋 幹生
たかはし  みきお

 

 就労支援グループ ひかりのさとファーム 

 障がい児療育支援グループ 大府市発達支援センターおひさま 

相談支援グループ  

障がい者就業・生活支援センターワーク 

地域生活支援グループ 

ヘルパーステーションりんく 

ファームに配属にな

りました、 

増田彩です。毎日、

笑顔を忘れずに楽し

く働きたいです。 

よろしくお願いしま

す。 

増田 彩
ま す だ  あ や

 

「どうしてかな？」

を大切に、相手の気

持ちに寄り添える保

育士でいたいです。

よろしくお願いしま

す。  

霞 かおり
か す み  か お り

 

おひさまで働きたい

とずっと思っていた

ので、働くことが出

来てとても嬉しいで

す。精一杯頑張りま

す！ 

沖山 瑞希
おきやま  みずき

 

初めまして !！毎日

バイク通勤です。 

仲間に必要とされる

支援員になりたいで

す。 

楽しく元気にがんば

ります!! 

熊川 実希
く ま か わ  み き

 

「働く」を応援する

ワーク職員として、

私自身も充実した

「働く」を実践して

いきます。よろしく

お願いします。 

安井 孝嗣
やすい  たかつぐ

 

社会人１年目、毎日

毎日新しいことだら

けでアタフタとして

いますが・・・ 

 私なりに頑張り、

そして成長していき

たいです。 

河合 都
かわい みやこ
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     ひかりのさと案内図    ＪＲ東海道線大府駅下車、タクシー（１５分）が便利です 
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愛光園便り１２０号（平成22年10月発行）で

お伝えしましたクレド（職員行動規範）制定の試

みですが、ようやく形になりました。 

「経営や管理の立場の者だけで決めては職員

自身のものにはなりません。一般職員も一緒に

なって検討していきます。」と書きました通り、

一般職員も加わった制定過程は一大イベントにな

りました。 

まずどのように制定していくのかの検討で

す。部長会で、法人理念やひかりのさとの基本の

願い、「光をみつめて」や各事業所の○周年記念

の出版物、糸賀一雄さんの著作などをひもとき、

ひっくり返す。そこからどのようなことを大切に

したいか出しあうものの、抽象的な表現に陥って

しまいます。「おっしゃる通り」で、話も進展し

ません。 

ならばと、喜怒哀楽をテーマに、支援の中で

感じた嬉しかったこと、哀しかったことを出し

合ってみました。すると出てくる出てくる。

「ファームの立ち上げのときはああだった」「あ

の利用者との関わりのときこうだった」と、昔話

（失礼）に花が咲く。これならいけるかも。ただ

喜と楽、怒と哀は似ているので一緒にして、うれ

しかったこと、かなしかったこと等の体験を、い

つ・だれが、どこで、どうしたと具体的に出し、

そのときどう感じたのか、そこから何を伝えたい

かをまとめます。更にキーワード化し、そのキー

ワードをもとに文章化してみました。この方法な

ら何とかなりそうだ。 

見通しを得た上で、部長会で行ったことを、

今度は運営会議で行い、更に各事業所に展開。各

職員３つ位ずつ体験を出し、話し合ってもらった

上でキーワードを付け、本部に提出してもらいま

した。参加した職員からは、「職員同士、思いを

出し合い、とてもよい話し合いができた」との感

想もいただいています。 

２００人の職員がいますので、提出された資

料はＡ４で７８ページ。その一つ一つに思いが込

められています。「こんなことがあったんだ。」

「こんな風に感じたんだ」と、感心するやら驚く

やら。ただ感心していてはいけません。文章化し

ていかなくては！ 

一般職員・主任・副グループ長・グループ長

から２名ずつ文章化の委員を選び、検討してもら

います。どれ程意見が出てくるだろうかと不安も

あったのですが、さすが選抜された委員！ 予想

以上に多くの意見をいただきました（委員の

方々、見くびっていてすみません）。手直しを加

え、解説も作って、当初の予定よりやや遅れて、

５月２５日に開催された理事会評議員会で修正の

上承認いただきました。 

文章自体は抽象的な表現になっているかもし

れません。しかし、その背景には多くの職員の汗

や涙、ため息や歓喜がつまっています。その思い

をもとに、職員としてこうありたいというものを

まとめました。 

でき上がったクレド(タイトルは「ともに」)

を全職員に配布し、支援の道しるべとしてもらう

とともに、職員教育にも活用していきます。ご協

力いただいた皆さんありがとうございました。 

クレドの制定～職員の体験を元に～ 
法人本部長 桑山利和 


