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第１３４号 

【立ち上げまでのプロローグ】 
法人愛光園は、基本理念のもとに本人、家

族、支援者、多くの協力者とともに、知多地域に

必要な社会資源を創り出してきました。平成４年

には入所施設から地域へ移行するためのグルー

プホーム第１号である戸田ホームが開設されまし

た。そして同年、当初ホームの入居条件でもあっ

た昼間の働く場として立ち上げた小規模作業所

は、知的障がい者授産施設「ひかりのさとファー

ム」（平成１１年）、就労継続B型支援事業所

（平成２２年）と、法制度に合わせ働く施設を開

設してきました。また知多圏域における地域生活

を展開していくために、平成９年知多地域障害

者生活支援センターらいふも立ち上げました。 

 

【知多地域障害者就業・ 

生活支援センターワークの立ち上げ】 
障がいの有無を問わず「働く（働き続ける）」

ためには「生活」の安定がとても大切とされます。 

生活の中にある心身の健康・住まい・お金など

様々な問題で、不安定な状況が起こり職を失う

場合もあるからです。地域の中で安心して就業

するためには、一つの施設や法人、行政だけで

なく地域全体で支えるしくみが必要と考えられま

した。愛光園にかかわる方だけでなく、地域にみ

える「働きたい」と願う障がい者お一人ひとりのた

めに、らいふの中の就労支援部門として平成１６

年７月「知多地域障害者就業・生活支援セン

ターワーク（以下ワーク）」が開設されました。 

障害者就業・生活支援センター事業（障害者

の雇用の促進等に関する法律）に基づき、国・県

の委託事業として、県下では２番目の開設でし

た。 

 

【障害者就業・生活支援センターの役割】 
「障がいのある方に対し、雇用（職業準備訓

練から就職、定着に至るまで）、保健、福祉、教

育等の関係機関と連携を図りながら、就業面と生

活面を一体的に支援を行うこと」がワークの目的

となっています。 

 ワークは知多５市５町を支援対象圏域として、

障がい種別、手帳の有無を問わず、働く障がい

者、またその雇用主の相談・支援を行っていま

す。（平成２５年度、登録人数４１８名、相談支援

件数４，７８６件、就職５４人） 

 

 

『働きたい』という気持ちに寄り添って 
～知多地域における就労支援の取り組み～

ワークの１０年間とこれから 

      主任就業支援ワーカー 田中幸弘  
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ターの支援が入った場合、職場定着率が７割を

上回っていることが評価されてきています（今年

度は定着支援のための加配１名分の予算がつき

ました）。その中でも、特別支援学校からの新規

就職者の定着支援は大きな課題です。在学中の

実習訪問同行も切れ間のない連携関係を作るた

めに取り組んでいる支援です。また障害者職業

センターの行うジョブコーチ支援制度を活用し、

第１号ジョブコーチ（職場適応援助者）を1名配

置し、本人支援・雇用主支援を積極的に行って

きました（平成２５年度支援件数１８０件）。 

【圏域の就労支援力向上をめざして】 
ワークでは昨年から知多圏域就労支援担当

者連絡会議（通称あしすと）を開催しまし

た。就労支援関係機関の「連携」と「地域就

労支援力の向上」を目的としています。今年

度は、ハローワークやワークとの連携、雇用

制度や助成金の仕組み、ジョブコーチの使い

方、会社との交渉など、研修や事例研究を通

し、勉強会や情報共有シート作成などを具体

的にすすめていきます。 

 

【圏域就労支援の核となるセンター】 
ワークが立ち上がっての１０年を振り返っ

てみますと、直近では雇用法が改定され、障

がい者の法定雇用率は２.０％まで引き上げ

られました（法人の障がい者雇用率は平成２

５年１２月現在で３．６％達成）。ワークは

これからも法人理念に基づき、（雇用率に左

右されることなく！）働くことを通して社会

参加ができ、それぞれが自己実現できる地域

社会の実現を目指して、この圏域事業を展開

していきます。そのためにもご本人を中心に

おき、雇用主や関係機関との連携・協力関係

を構築しながら、事業に取り組んで参りたい

と思います。今後も何

卒ご理解、ご協力、ご

指導をいただけますよ

うよろしくお願いいた

します。 

【ワーク相談支援事業の現状と課題】   

●様々な障がいへの対応 

今年５月１４日付の厚労省発表で『ハローワーク

を通じた障害者の就職件数が４年連続で過去最

高を更新・精神障害者の就職件数が身体障害

者の就職件数を初めて上回る』という報道があり

ました。 

 ワークにおいても、精神･発達障がい者の相

談･支援件数は急増しています。それ以外に

も、難病、高次脳機能障がいといった障がい

のケースも増えています。見識の少ない障が

いに対して、病院や発達支援センター、職業

センター、難病支援センター等、専門支援機

関等と連携を図り、適切な相談・支援スキル

の習得を目指したいと思います。 

 

●働くための準備を考える 

 障がい者雇用を推進するしくみに、就労移行

支援事業、就労継続支援事業（A型・B型）が

あげられます。この地域でも各授産所や作業所

が新体系へ移行し、その他ＮＰＯや会社運営の

就労移行支援やA型事業所も増えました。 しか

し、知多半島南部においては、就労移行支援や

A型事業所がなく、職業準備性（生活リズム、健

康管理、身だしなみ、あいさつ、作業への体力・

集中力、社会マナー等）を身につけるための就

労訓練を行える社会資源数がまだ不足している

状況なのです。また雇用率引き上げに伴い、

障がい者雇用を始めた雇用主は確実に増えま

した。更に推進するためには、障がい者雇用

に対する啓発活動をハローワークをはじめ職

業センター・市町行政・協議会（前：自立支

援協議会）・教育・商工会・就労関係機関等

と行う必要があります。 

 

●職場定着支援について 

「働く」がゴールでなく、「働き続ける」ことが大

切です。センター機能の一つである職場定着支

援は、全国的にも障害者就業・生活支援セン
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【基本方針】  

 誰もが、障がいの有無にかかわらず個人の尊厳

が保たれ、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを

最期まで続けることができるよう、住まい・医

療・生活支援・生きがい支援が連携して提供され

るシステムを構築していきます。  

【重点目標】 

１.  個人の尊厳を一層尊重していきます。  

・利用者の個別のニーズに対応していきます。 

・相談支援体制を強化します。 

・「障害者の権利に関する条約」についての学び

を通して、人権についての職員意識を高めま

す。 

２.  地域で安心でして暮らせる仕組みを強化・整

備します。  

・緊急時の対応の仕組みを整えます。 

・医療との連携を強化します。 

・法人内外の事業所間の連携を強化します。  

３.  支援を提供する基盤を強化していきます。  

・人材の確保・育成を進め、明るく楽しい職場を

つくります。 

・適正な利益を確保し、制度の有無にかかわらず

必要な支援を提供できる基盤を整備します。 

・支援の手順の明確化・明文化を進めます。  

 

 重点課題の１つ目は、障がい福祉事業でもサー

ビス等利用計画を作成するようになり、今年度は

猶予期間の最終年度で全員作成が必要になりま

す。２６年度は障害者の権利に関する条約につい

てなど、より権利について勉強していきます。 

２つ目は夜間支援体制、緊急時対応、医療ケア

など地域で安心して暮らすために体制を作ってい

きます。法人内だけでなく外部とも連携していき

ます。 

３つ目は人材確保は厳しい状況だが、実習受入や

インターンシップを積極的に受け確保していきま

す。設備の老朽化が進んでおり、適正な利益を確保

していかないと今ある事業を維持していくことがで

きなくなります。必要なサービスを提供していける

よう人材と財源の確保をしていきます。担当者がい

ないと誰もわからないなどとならないよう支援の手

順の明確化、明文化して標準化を図っていきます。 

 組織について相談支援の委託を受けるときに直

接支援と療育・相談支援事業部を分けたが、現在

は事業所・管理者が別になっているので、障がい

福祉事業部として統合します。障がい福祉事業部

では、グループ分けしていたが共通の課題は少な

く、グループは廃止して課題別に会議を持ち取り

組んでいきます。   

 

【予算について】 

 全体の経常収支差額はプラス15300万円、施設整

備等収支差額はマイナス18100万円、その他の活動

収支差額はマイナス1900万円、当期資金収支差額

はマイナス6500万円となっていますが、新しいグ

ループホームや設備などの固定資産への投資をし

て固定資産は増えていきます。 

 経常収支は、相生で最近９８％くらいの利用率

を確保していきす。就職トレーニングセンターも

利用者確保ができてきました。あいおい刈谷も入

居は満床ですが、収支改善のためデイサービスや

ヘルパー利用を伸ばしていきます。愛光園は開所

日数を増やすなど収支改善に努めます。人件費の

割合が７割を超えており、事業により職員を増や

せる増やせないはありますが、人材確保と育成は

課題です。 

 施設整備では、利用を地域拠点としての機能を

持ったグループホームを施設整備補助をいただき

建設します。相生は空調設備が不調でご迷惑をお

かけしましたが、夏に間に合うよう改修工事をし

ます。ひかりのさとのぞみの家は助成をいただき

リフターを設置します。 

平成２６年度事業計画・予算 

【基本理念】 
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。 
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単位：千円

人件費支出 1,776,302 介護保険事業収入 876,949

事業費支出 297,157 老人福祉事業収入 39,614

事務費支出 265,556 児童福祉事業収入 109,032

就労支援事業支出 50,700 就労支援事業収入 51,500

支払利息支出 6,229 障害福祉事業収入 1,419,062

その他の支出 9,032 借入金利息補助金収入 796

徴収不能額 0 経常経費寄附金収入 1,541

受取利息配当金収入 13

その他の収入 59,850

事業活動支出計 2,404,976 事業活動収入計 2,558,357

事業活動収支差額 153,381

設備資金借入金元金償還支出 49,928 施設整備等補助金収入 24,128

固定資産取得支出 159,250 施設整備等寄付金収入 1,500

固定資産除却・廃棄支出 0 設備資金借入金収入 0

ファイナンス・リース債務の返済支出 0 固定資産売却収入 1,900

施設整備等支出計 209,178 施設整備等収入計 27,528

施設整備等収支差額 △ 181,650

その他の活動支出 169,757 その他の活動収入 150,397

その他の活動収支差額 △ 19,360

20,200

△ 67,829

予備費支出

当期資金収支差額

施設整備等による支出 施設整備等による収入

事
業
活
動

施
設
整
備
等

平成２６年度当初予算

そ
の
他

その他の活動による収入その他の活動による支出

事業活動による収入事業活動による支出

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

平成２２年度決算 平成２３年度決算 平成２４年度決算 平成２５年度決算 平成２６年度予算

介護保険収入・自立支援収入と人件費の推移 

介護保険収入 

自立支援収入 

人件費支出 

障害福祉

サービス等事

業収入, 
55.4%

介護保険事

業収入, 

34.3%

児童福祉事

業収入, 4.3%

就労支援事

業収入, 2.1%

老人福祉事

業収入, 1.5% その他の収

入, 2.4%

事業活動収入の割合 

人件費支出, 

73.8%

事業費支出, 

12.3%

事務費支出, 

11.0%

就労支援事

業支出, 2.2%

その他の支

出, 0.6%

事業活動支出の割合 
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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、安定し

た職員体制を維持していくために、人材確保・

育成に努め、利用者ニーズに応じた質の高い

サービスを提供します。 

 また、地域での生活を含めその人らしい生活

の豊かさと生きがいを創造し実践します。  

【重点目標】 

１．円滑な運営体制の構築  

２．地域生活移行の推進  

３．人材の確保・育成 

 

平成２６年度 事業所別基本方針及び重点目標 

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

に基づき日常生活支援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

地域自立生活を推進します。 

 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。   

【重点目標】 

１．「生活は地域で、少人数で」グループホーム

の建設とあったか地域支援センターの準備、

地域移行支援を実施します。 

２．「誰もが、必要なときに、必要なサービスを

利用できるように」重度な障がい者（自閉症

等）や高齢化する障がい者への専門性を向上

させます。 

３.「安全で、働きやすい事業所を目指します」 

４．まどか３０周年記念誌の編集を行います。  

障がい者活動センター愛光園  
【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。 

ひかりのさとファーム  
【基本方針】 
１．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

行います。 

２．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

献します。 

３．私たちは、情報発信や地域交流、商品の製

造販売をとおして地域社会と法人を結ぶ窓口

としての役割を果たしていきます。   

【重点目標】 

１．働くことを柱とした事業内容の再構築  

２．就労事業の売上向上、たくさんの給料支給 

３．働きやすい職場づくり  

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繋がりを作りなが

ら、地域生活の仕組み作りに取り組んでいき

ます。 

【重点目標】 

１．利用者一人ひとりの意思を大切にし、その自己

実現に向けた取り組みを展開していきます。  

２．安心できるための仕組み作りに取り組んでいき

ます。  

３．支援体制の整備と支援力の向上を図ります。  

４．働きやすい職場環境の整備をしていきます。  

就職トレーニングセンター  
【基本方針】 

１．私たちは、利用者の自立を尊重して、心豊か

な暮らしが送り続けられるよう就労支援サー

ビスを提供します。 

２．私たちは、利用者の個別な就労支援ニーズに

対応できる仕組みを構築するため、常に創意

工夫します。 

３．私たちは、障がい者の就労支援をとおして共

に生きられる社会づくりに貢献します。 

【重点目標】 

１．利用者満足度の向上 

２．就労支援体制の構築 

３．「共に生きる」実践と

社会貢献 
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阿久比町立もちの木園  
【基本方針】 

１．私たちは、「働くこと」をとおして利用者の

自立を尊重し、豊かな地域生活が送り続けら

れるよう支援サービスを提供します。 

２．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

します。 

３．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、誰もが安心して

暮らせる社会づくりに貢献します。  

【重点目標】 

１．利用者満足度の向上 

２．運営体制の安定化  

３．「共に生きる」実践 

愛光園地域居住サポートセンター 
【基本方針】 

 私たちは、希望する誰もが安心して地域で暮

らし、利用者本人のエンパワメントが高まる生

き方の支援をめざします。 

 そのために、関連機関や法人内各事業所と連

携し、社会資源の開発・活用を推し進めながら

地域生活支援の仕組みを構築していきます。  

【重点目標】 

１．地域ニーズを精査し、法人内各事業所・近

隣関係機関との協議の上、必要な地域生活支

援の場を拡充していきます。 

２．各ホーム支援体制の強化を図るため、適切

な人員配置について検討し、組織・支援体制

の再編成を行います。 

３．らいふ（直接支援）との連携・協力体制を

さらに深め、人材の育成と活用を図ります。 

４．愛光園地域居住サポートセンター支援者間

での意思疎通と情報の共有を図りながら、よ

り利用者ニーズに則した支援の実現を目指し

て、個別支援計画の見直しを行います。 

５．災害時等緊急時

支援体制整備の一

環として、自主防

災に努めると共に

地域防災活動への

参画を図ります。 

らいふ直接支援 
【基本方針】 

 誰もが慣れ親しんだ地域の中で、自分で選ん

だ安らいだ暮らしが続けられるように安心な居

宅介護等のサービスを提供します。  

【重点目標】 

１．日中一時支援利用者受け入れ人数の維持と

共に、新たな事業展開として放課後等デイ

サービスの開始を検討していきます。 

２．法人内ホーム利用者の移動・重度訪問介

護・身体介護・行動援護等の支援を積極的に

受け入れます。 

３．利用者拡大に対応できる職員の確保とスキ

ルアップを図り、地域ニーズに応え得る専門

性の高い人材の養成に努めます。 

地域生活支援センター りんく 
【基本方針】 

１．私たちは、希望する誰もが安心して地域で暮ら

し、利用者本人のエンパワメントが高まる生き方の

支援を目指します。 

２．そのために、ヘルパーステーション(居宅介護事業)

及びグループホーム（共同生活援助事業）を一体的

に管理・運営し、関連機関や法人内外の事業所と連

携して社会資源の開発・活用を推し進めながら地域

生活支援の仕組みを構築していきます。 

【重点目標】 

１．利用者が安全かつ安心して暮らし続けられ

るグループホーム並びに在宅への支援 

２．継続可能な労働環境の整備   

大府市発達支援センターおひさま  
【基本方針】 

私たちは、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

できるように支援をします。 

 【重点目標】 

１．制度対応 

２．１０周年記念誌の作成  

３．サービスの向上 

４．地域連携 
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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） 
【基本方針】 

知多圏域の主に乳幼児療育・保育関係者と連

携しながら、その関係者に必要に応じた専門機

関等（医療機関・教育関係機関）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検討に重点を

置いた事業を実施します。 

【重点目標】 

１．南知多町で今年度より試行的に療育が開始

されることになりました。これで知多半島５市

５町に療育施設が設置されることになります。

地域での療育体制が根付くよう、新規立ち上げ

から療育体制が根付くまでのフォロー支援を重

点的に支援していきます。   

２．児童福祉法改正に伴う圏域の発達支援セン

ターへの移行状況を把握し、障害児相談支援事

業、保育所等訪問支援事業との関係性を整理

し、本事業の役割を再確認していきます。   

知多地域障害者就業・生活支援センター 

      ワーク 
【基本方針】   

知多圏域における障がい者の安定した就労生

活を目指し、雇用主や関係機関と連携し、必要

な就労相談･支援事業を行います。  

【重点目標】 

１．就業支援担当者連絡会議を活用し、ワーク

が核となって知多半島圏域の就労支援機関の連

携を進めることで、障がい者への就労支援力を

高めます。 

２．㈱エヌ・エフ・ユー における障がい者雇用の取

り組みへの協力をしつつ、知多圏域の障がい者雇用

拡大に向けて、障がい理解等を促進し雇用主と連携

した就労支援のしくみの構築に取り組みます。 

２市２町（東海市、知多市、阿久比町、東浦町） 

     相談支援事業 
【基本方針】   

 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、基幹相談支援センターとして２市２

町における障がい者支援ネットワーク会議の運

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・協働体制の充実を図ります。  

【重点目標】 

１．基幹相談支援センターとしての役割を担える

よう、社会福祉法人憩の郷との協働運営体制を

安定させ、毎月の計画相談の事例検討などＯＦ

Ｆ－ＪＴ並びにＯＪＴによる困難事例への複数

相談員対応によって相談業務の質の向上に取り

組みます。 

２．２市２町の障がい者支援ネットワーク会議と

各市町部会の体制を活用し、地域包括ケアシス

テム、地域福祉計画への対応や将来の福祉サー

ビスの不足という課題解決に向けた関係機関と

の協力・連携強化に取り組みます。 

３．サービス利用計画の拡大に対応するため、関

係事業所と協力し質の高い計画作成を進めま

す。 

高齢福祉事業部入所入居支援グループ  
【基本方針】 

 サービス再構築を進め、地域生活全般を支え

る仕組みを進展させていきます。 

１．地域包括ケアシステム相生バージョン確立

と、在宅復帰機能と看取りの両立を図ります。 

２．各部署が明確な方針（あるべき姿）を共有

し、職員が自由な発想でその実現に向かい、職

員同士が切磋琢磨していきます。  

【重点目標】 

１．経営の安定 

２．サービスを向上させます 

３．働きやすい事業所を目指します。 

相生指定居宅介護支援事業所 
【重点目標】 

１．地域の他機関との協調と連携を強化します。 

２．相談支援事業所「こだま」および障がい事業

部各事業所と連携します。 

３．ケアマネジメント力を向上します。 

総務部 
【基本方針】 

 三方よし（利用者・職員・地域社会）のいい法

人実現のため、総務部が法人の模範となります。 

【重点目標】 

１．仕事の見える化・見せる化の推進 

２．人員の確保・育成 

３．働きやすい職場作り  



9 

AJU 愛光園だより 低料第三種郵便物許可 平成２６年６月１０日発行（増刊） 

高齢事業部在宅支援グル―プ 
【基本方針】 

 誰もが個人の尊厳が保たれ、住み慣れた地域

で自分らしい暮らしを最期まで続けることがで

きるよう、介護・住まい・医療・生活支援・生

きがい支援が連携して提供されるシステムを構

築していきます。 

【重点目標】 

１．個人の尊厳を一層尊重していきます。 

・利用者の個別のニーズに対応していきます。 

・接遇を向上します。 

２．住み慣れた地域で安心して暮らせる仕組み

を強化・整備します。 

・法人内外の事業所間の連携を強化します。 

・高齢事業部全体の連携をさらに強化し、利用

希望への切れ目のないサービス提供体制を構築

します。 

３．支援が連携して提供されるシステムを構築

します。 

・人材の確保・育成を進めます。 

・適正な利益を確保し、必要な支援を提供でき

る基盤を整備します。 

・障がい事業部との連携をすすめます。  

相生ヘルパーステーション 

【重点目標】 

１．障がい事業部ヘルパー事業所との運営連携

を充実させます。 

２．有償移送やオプションサービスを拡充しま

す。 

３．人材の確保し 

 支援体制を整備 

 します。  

デイサービスセンターこぶし 
【重点目標】 

１．デイサービスこぶしの独自性をより明確化

します。 

２．お一人おひとりの希望や状態に合わせた

サービスを提供します。 

３．送迎時間の調整等を個別に対応できる体制

を作ります。  

通所リハビリテーション（老人保健施設相生） 
【重点目標】 

１．専門職によるリハビリと多職種による生活

リハビリで生活機能の向上を支援します。 

２．個別ケアの拡充と実践をします。 

３．送迎時間、送迎エリアを拡大し、個別ニー

ズに対応できる体制を作ります。  

もくせいの家  
【重点目標】 

１．地域との交流と連携を深め、非常時の協力

体制を構築します。 

２．認知症介護の実践力を向上します。 

３．緊急受け入れ、入居体験により居室の活用

を推進します。 

 私たちが考える街  

    シェア ひかりのさと 
 

 ５月１７日(土)に第１回「私たちが考える街 

シェア ひかりのさと」の会合が開催されました。

障がい当事者、家族、創生期を知るひかりのさとの

会員、社会福祉法人愛光園若手職員、管理職、理事

長など３０名が参加されました。 

 「だんらんにっぽん～愛知南医療生協の軌跡」の

DVDでは、誰かに何かをしてもらうのではなく、

皆が当事者として、考え、話し合い、作り上げて、

それを活かしていく姿がありました。 

 その後、４つのグループに分かれて話し合いをし

ました。そこでは一人ひとりが思いを語り、重心の

グループホームが欲しい、ショートステイの拡充が

必要、託児所が欲しいといった具体的な施設整備

や、世代を超えて集まれる場所がいい、役割や生き

がいのある生活など地域づくりについて、機動的な

集まりをつくろう、人材育成やひかりのさとの理念

の継承の場としてなど組織づくりについて、障がい

のあるご本人からは施設から出て地域生活を送りた

いと活動した時に、他人任せにするのではなく、ボ

ランティア探しに奔走したりコーディネートに苦労

した話など多岐にわたりました。 

 これから何をテーマにしていくかを考えていきま

す。第２回からの参加も大歓迎です。傍観者でなく

当事者として将来を一緒に作っていきましょう。 

第２回 ６月２１日(土) １３：３０～１５：３０ 

第３回 ７月１９日(土) １３：３０～１５：３０ 

会場は障がい者活動センター愛光園ホールです。 
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平成２６年度平成２６年度平成２６年度   

新入職員紹介新入職員紹介新入職員紹介   

まどか 

障がい者活動センター愛光園 

① 羊のようにとて

ものんびりしていま

すが、物事に対して

慎重に行動します。 

⑤ 音楽鑑賞 

⑩ 音楽プレイヤー

を絶対に持って行き

たいです。  

大門
だいもん

 美貴
み き

 

③自称ジョニーデップ

です。 

④ジョニーデップ。 

⑦自分の座右の銘で

はないですが、大切

にしている言葉は

「継続は力なり」 

⑩無人島に持って行く

のは「気持ち」です。 米山
よねやま

 和輝
か ず き

 

⑤フットサルです。

月に2回くらい行っ

ています。ちょうど

良い運動でストレス

解消にもなっていま

す。好奇心旺盛なの

でこれからもいろい

ろなことにチャレン

ジしていきたいです。 榊原
さかきばら

 慶
けい

 

①適当な人（何事に

も寛容です） 

④緒方貞子さん（働

く女性として尊敬で

きるから） 

⑤テニス・園芸 

⑥美味しい物を食べ

る 

都築
つ づ き

 佑輔
ゆうすけ

 

①社交的で前向きな所 

⑤スノーボード・お酒 

⑨旅行と友人との飲み

会 

⑩船（一人では寂しい

ので逃げ道が欲しいか

ら） 

濵本
はまもと

 雅子
ま さ こ

 

地域生活支援センターりんく 

⑥ ケアホームで仲間と

ともに楽しく過ごす。 

⑦「笑顔が一番」笑顔

でかかわることでみん

なが幸せになれる。 

⑩ ナイフと火をつけ

るもの。でも虫とか嫌

いなので無人島に行っ

たら生き残れない。 濵嶋
はまじま

 夏美
な つ み

 

① 真面目に誠実…

になりたい。 

⑦「なるようにしかな

らない」踏み出すのを

躊躇してしまうので、

自分を励ましている。 

⑧ 買い物や映画。映

画館でポップコーンを

片手に観たい。 岡本
おかもと

 千佳
ち か

 

④ 姉。自分のことは

自分でやっているし可

愛いから。 

⑦「やればできる」コ

ツコツやることで、努

力は報われると思う。 

⑩ 火と布団とナイフ

とテントと友達。一人

ではさみしいので。 田中
た な か

 利恵
り え

 

② その人らしさを常

に考え、それを実践し

ていく事業所をたくさ

ん持っている法人。 

④ 父。しっかりとし

た人で、一家の大黒柱

だから。 

⑥ 愛する人のそばに

いたい。 田中
た な か

 優
ゆう

 

ひかりのさとのぞみの家 

①頭の回転がゆっくり

してると思います。 

④周りを笑顔にできる

人 

⑥おいしいものを食べ

る！ 

⑦感謝 

⑨家族とご飯を食べに

行きます。 大橋
おおはし

 智里
ち さ と

 

阿久比町立もちの木園 

②地域のニーズをつか

み、事業を開拓するイ

メージです。 

⑤サッカー観戦、サッ

カー、音楽鑑賞 

⑥大切な人たちと食事 

⑦万事塞翁が馬 

⑩たくさんのライター

とボール 植田
う え だ

 哲志
て つ し
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介護老人保健施設相生・デイサービスセンターこぶし・グループホームもくせいの家 

①両極端な性格で、

一つの事に夢中に

なったらそれだけの

事しか考えられな

い。 

④中学３年生の時の

担任の先生 

⑥好きなだけ遊ぶ 
久野
く の

 正人
ま さ と

 

①分かり易い（単純） 

②海（広くて深い） 

④信念を貫ける人 

⑤ＤＶＤ映画鑑賞 

⑦人生死ぬこと以外

は掠り傷 

⑩良く切れるナイフ 

一色
いっしき

 智司子
ち ず こ

 

 

 

①意外とくよくよす

るんです。 

②皆が1つの目標に

向かって動いている 

⑥美味しいお酒を 

チビチビやりたい 

⑨現実的ですが生活

費です。 
永井
な が い

 優子
ゆ う こ

  

①人見知り 

③ネコ（自由気まま

だから） 

⑤ライブやコンサー

ト（拳を上げて乗っ

ています） 

⑥普段どおりすごす 

⑦不言実行 

  村瀬
む ら せ

 楓
かえで

 

 

 

 今回は・・・ 

 「緊急！Ｑ＆Ａ！」

に 

答えていただきました！ 
         （一部抜粋） 

 

気になるあの人は、何と

答えているのかな？ 

 

 

 
Ｑ①「自分の性格」は？ 

Ｑ②「法人のイメージ」は？ 

Ｑ③「自分を何かに例えるなら」は？ 

Ｑ④「憧れる人、尊敬する人」は？ 

Ｑ⑤「趣味」は？ 

Ｑ⑥「世界が最後の日に何がしたい」は？ 

Ｑ⑦「座右の銘、好きな言葉」は？ 

Ｑ⑧「休日の過ごし方」は？ 

Ｑ⑨「初任給を何に使う」は？ 

Ｑ⑩「無人島に行くなら何を持っていく」は？ 

緊急！Ｑ＆Ａ！ 

介護老人保健施設相生・デイサービスセンターこぶし・グループホームもくせいの家 

②笑顔と自然に囲まれ

た施設。 

④読書。とにかく本が

大好き。なんでも読み

ます。 

⑨両親と祖母二人と一

緒にご飯を食べに行く

予定です。 
久野
く の

 綺子
あ や こ

 

③気分の0n/0ffがはっ

きりしているので 

「電気のスイッチ」 

④大学の先生（野尻先

生） 

⑦失敗しなくちゃ成功

はしないわよ。 

⑨家族でお寿司を食べ

にいきます。 高橋
たかはし

 舞
まい

 

  

村瀬
む ら せ

 楓
かえで

 

③ビーグル犬のよう

に好奇心旺盛。 

⑤ピアノ演奏 

⑧ピアノを弾き、本

を読み、犬のお世話

をする。 

⑩絶対行きません 

竹内
たけうち

 万美子
ま み こ

  

⑤おいしいものを食

べに行くこと 

⑥ 皆 に「あ り が と

う」と言ってまわる 

⑦「はい」という素

直なこころ 

⑧家の掃除、お菓子

作り 
森田
も り た

 美佳
み か

 

知識や技術はまだあ

りませんが、早く戦

力になるように気持

ちは切らさず全力で

取り組みたいと思い

ます。  

田旗 健人 
たはた  けんと  
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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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今年、「りんく」は１０周年を迎えることができま

した。これもご利用者の皆さまを始めとする、ご家族

の皆さまや関係機関、また、様々な形で携わって下

さったボランティアの方々のご協力、そして苦難の時

を共に乗り越え、また同時に喜びや感動を分かち合っ

たスタッフ達の努力のおかげだと感謝しております。 

この場をおかりして、りんくから皆さまへ心より御

礼申し上げます。 

この１０年間、社会は根本的といってよいほど大き

く変化しました。とりわけ千年に一度といわれる東日

本大震災につきましては、その影響及び津波もあり文

明の転換を迫るような福島第一原発事故に見舞われて

います。 

このような変化のなかで、福祉、とりわけ障がい者

福祉におきましても、２００３年４月の「支援費制

度」の導入に始まり、２００６年４月には「障害者自

立支援法」、そして２０１３年４月に「障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障

害者総合支援法）」への転換と、まさに障がい者福祉

の過渡期にあるかと感じます。 

加えて、２００６年にケアホーム制度が創設され、

障がいの重い方も地域の中で生活する道が大きく開

かれ、「地域移行」の名のもとグループホーム並び

にケアホームは全国的に増加する傾向にあり、私た

ちが展開する大府市内のケアホームにおきまして

も、この１０年の間で５軒に増え、それに伴いス

タッフも５０人強と大所帯となりました。 

この４月より、障がいを持つ方々の高齢化・重度化

の対応のため、グループホームへの一元化が図られま

したが、私たちのミッション(使命)は、全身性障がい

者及び重度・重複障がい者、さらには医療的ケアを必

要とする方々が、永続的かつ安全に生活できる支援体

制を確固不抜なものとすることであり、それが実現で

きた時に初めて「共に生きる」世の中になるであろう

という強い意志と覚悟を持って取り組むことでありま

す。 

このような時代の流れにマッチするよう、この度

「ヘルパーステーション りんく」から「地域生活支援

センター りんく」へと名称を変更することとなりまし

た。これまでも、ヘルパーステーションとグループ

ホーム・ケアホームセンターを同一事業所内にて管

理・運営しておりましたが、「地域生活支援セン

ター」という看板の名のもと、より一層の連携と支援

体制の強化を図りたいと思います。 

「りんく(Link)」には「つながる･輪･絆｣という意味

を持ちます。障がいの有無に関わらず、地域の中で人

と人がつながり輪となり、かけがえのない｢仲間｣とし

て絆を深めていければ・・・、という願いを込めて｢り

んく｣と名付けられました。 

この輪･絆をさらに深

め広げ、次の１０年も見

据えて事業展開していき

たいと考えています。 

 

皆さまには、今後も変

わらぬお力添えやご参加

をいただけるよう心から

お願いします。 

重ねてありがとうござ

いました。 

詳細図 
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