
1 

AJU 愛光園だより 低料第三種郵便物許可 平成２７年６月９日発行（増刊） 

 大府市共和町の小高い丘の上にささやかな

建物が建ち、愛光園と名付けて出発したのは

昭和４０年（１９６５年）４月でした。 
 あれから早いもので、もう５０年も経ち、

一粒の種は大きく大きく成長し、ひかりのさ

との運動を通して、福祉施設や事業所、グ

ループホームなどが数多く生まれました。 
 その原点となった愛光園の誕生をここに記

して、ご協力いただいた方々、共に歩んでく

ださった皆様に、心より感謝の思いをお伝え

したいと思います。 

 私は子どもが大好きで、学校を卒業したら

子どもと共に過ごせるところで働きたいと

思っていました。ご縁があって、卒業と同時

に東京にある養護施設に勤めることになりま

した。 
 まだ戦災孤児と呼ばれていた子どももいる

時代、一人ひとりが不幸な生い立ちを持っ

て、この施設に入っていました。 
 子どもと楽しく過ごしたいなどという夢は

たちまち消え、しかも私の仕事は事務担当と

いう一番苦手なものでした。それでも振り

返ってみると、この時の仕事は福祉施設のこ

とや運営のことなど一から学ばせていただけ

た大切な時だったのです。 
 ２年程経って、名古屋に戻り、名古屋友の

会で幼児生活団のお手伝いをさせていただく
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ことになりました。ここでは、元気な子ど

もたちが親の愛に育まれ、一人ひとりの才

能を伸ばす機会に恵まれ、本当に楽しい所

でした。私の夢も叶った場であったのです

が、私の心は満足できませんでした。 
 幸せな子どもと親とも暮らせない子ども

との差があまりにも大きく、私はこれでい

いのかと心がうずくのです。 

 そして、名古屋にある乳児院に勤めるこ

とにしました。そこに脳性麻痺で体の不自

由な子が入所してきました。母親に置き去

りにされたというのです。なんということ

かと胸が痛みました。 

 その時、こういう体の不自由な子どもた

ちのためにお役に立ちたいと強く思ったの

です。単なる同情ではなく、私の持って生

まれた使命を目覚めさせてくれたという

か、強く心を揺さぶられたのです。 
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 それから体の不自由な子どもたちの施設を

見学したり、マッサージの勉強を始めまし

た。 
 そうしたとき、重度の脳性麻痺の坊やを抱

えたお母さんが下の子を産みたいのだけれど

この子を預かってもらえるところがないと

困っておられたので、私が１ヶ月間お預かり

することにしました。４歳になっても首が座

らず、目も定かではなく寝返りも打てない重

度の障がいがあり、家では１人、部屋で寝か

されているという状態でした。 
 私の家へ連れてきて、抱っこして一緒に動

き、本を見せてあげながら読み、歌を歌っ

て、普通の子どものように声掛けをして遊び

ました。そのうちに表情も豊かに、喜んで声

を上げたり笑ってくれるようになりました。 
 ある時、アーチャンと聞こえたので、「お

母さんのこと？」と聞くととっても嬉しい顔

をしました。この子はわかっていたのです。

でも、誰も受けとめてくれなかったのです。 
 何もできない、どうしようもないと医師か

らも施設からも親さえもあきらめてしまって

いたのです。それが触れ合うこと、声掛けを

することでこの子の生命が伸び始めたので

す。 

 重度の障がいがあればあるほど、早くから

働きかけ、しっかりその子の命の光を受け止

めていける環境を作らねばと思いました。 
 とはいえ、私には知恵も力もお金もない、

どうしたらよいか、まず、障がいを持って

困っておられるお母さんたちに呼びかけ、あ

る家庭に集まって４，５名のお子さんたちと

遊ぶ時を持つことにしました。 

 障がいも年齢もバラバラで最初は全くどう

してよいかわかりませんでしたが、会を重ね

るにつれ、人のことなど眼中になかった自閉

症の子が、ちらっとみて近寄ってきたり、声

の出なかった子が声を出して笑ったりほんの

少しずつ変化が生じました。 
 本格的に受け入れてくれる訓練施設があれ

ばもっと育っていくのにと残念でなりません

でした。 
 こうして子どもたちに突き上げられ、教え

られて、もっと多くの子どもたちが集まって

楽しく過ごせる場所がほしいと切に思いまし

た。 
 たまたま障がい児の親御さんで、大府で不

動産業をしておられる方に「みんなで過ごせ

る場所がほしいからいいところがあったら教

えてね。」と将来の夢を語ったのですが、あ

ちら様は早速探してくださり、１週間後に電

話がありました。よい土地があるから見に来

ないかといわれびっくりしました。 
 今すぐといわれてもお金はないし、計画も

できていないけれど、見るだけならタダだと

思って見に行きました。 

 共和駅から近い小高い丘の上にある畑で、

北風の強い日でしたが、そこは南面の土地で

西には林があり、そこだけはぽっかり暖かい

陽だまりでした。見晴らしもよく東海道線の

汽車も見えたのです。 
「子どもたちを連れてきたら喜ぶだろう

な。」と思ったらお金もないのに「ここ

だ！」と思いました。 

 一緒に見に行ってくれた両親に、道が狭い

しお金もないし、とても無理だと言われ、

いったんお断りしたのですが、「こんなとこ

ろはまたとない、お金ができなければその時

断ってもよいから考えてみるように」と言わ

れました。 

 そこまで言われたら、私もこのチャンスを

受けてみようと決心しました。 
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 家のなけなしのお金を全部出してもらい、

父の生命保険のお金まで借りてもらって、手

付金を払いました。後は親せき、知人、友人

の方々にお願いして借金をするよりほか、す

べを知りませんでした。 

 本当に施設が作れるかどうかも分からず寄

付してくださいとはいえなかったのですが、

ほとんどの方が「よいことだから頑張ってく

ださい」と寄付してくださいました。 

 海のものとも山のものとも分からぬこの時

に、応援し支援してくださった多くの方がい

てくださったからこそ、今の愛光園があるの

だと本当にありがたく心から感謝しておりま

す。 
 昭和３９年４月、こうして土地を入手した

のですが、さて建物はいつできるのだろうと

少々心細い思いでした。それから愛光園建設

のための募金活動を始めました。この素晴ら

しい眺めと光を一日も早く子どもたちのもの

にしたいと祈りました。 
 光に満ちたこの場所に立つ子どもたちの家

を胸に描き「愛光園」と名付けて皆様にご協

力をお願いしました。  

 思いがけず「そうした建物なら引き受けま

しょう。」と支払期限をつけず引き受けてく

ださる方が現れました。豊橋の中尾建築の社

長さんでした。８畳２間に台所とお風呂、障

がい児でも入れるトイレを２つ作っていただ

きました。昭和４０年３月には完成というス

ピードでした。  

 ３００坪の土地に１７坪のささやかな建物

ですが、ひかりにあふれ見晴らしはよく素晴

らしいところに愛光園は開園しました。 
 「愛の光、今ここに！」と叫びたくなるよ

うな喜びでした。 

 第１日目の入園者は愛光園誕生の原動力

となった布目雅裕君（１０歳になってい

た）ただ一人でした。「アーチャン」で始

まった言葉はほかの人にはわかりにくくと

も、私との対話は不自由なく私が間違えた

り失敗するのを見て、からかったり文句を

言うほどでした。 
 テレビや新聞で愛光園の出発を取り上げ

てくださり、それを見て訪ねてくださる方

や、保健婦さんの紹介で来る子どもたちが

徐々に増えてきました。  

 駅から歩いてくると、大人の足で２０

分、しかも坂道を上ってこなければなら

ず、通うことが無理な子どもたちも多くな

りました。私は中古車を買って、送り迎え

をすることにしたのですが、赤土の坂道は

雨が降るとスリップして走れなくなり、や

むなく休園ということもありました。。 
 愛光園に通い出した子どもたちはどの子

も生き生きとしてきて、３ヶ月もすると顔

つきまで変わり色々したいことが出てき

て、私を突き上げました。一人でやってい

けない状態になった時、村岡京子さんが一

緒に住み込んで助けてくださいました。 
 毎日全員を迎えに行くことはできず、交

代で来てもらうことにしました。しかし利

用者が多くなるにつれ８畳２間ではどうし

ようもなく、もっと広い訓練室がほしいと

切実に願うようになりました。 
 父が戦時中、竹中工務店の青年学校長を

していたご縁があって相談すると無料で設

計図を作ってくださいました。それをもと

にして、県や日本自転車振興会に補助金申

請をしたのですが、社会福祉法人でもなく

未認可施設には補助金は出せないというこ

とでした。 

 こんなにも必要としている子どもたちが

いるのにと思ったので

すが、当時は重度の障

がい児のための施設や

法律さえなかったので

す。 
 それならば社会の人々

に働きかけ、この子ども
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ていても、借金があったのでは許可されな

いということで半ばあきらめかけたことも

ありましたが、大口の寄付をいただき、建

築費の支払いを清算することができまし

た。 
 こうして昭和４７年４月１日付で肢体不

自由児通園施設として愛知県知事より認可

が下りました。しかし、運営面では仕事が

増え、収入は少なく、重度障がいのある子

どもたちを守っていくことが全く難しいこ

とを思い知らされました。 
 愛光園が奇跡のように大きくなっていく

原動力は子どもたちの成長と生命の悦びが

あり、多くの方々がその思いを受け止め、

この子たちのために、ご支援ご協力下さっ

たからだと思います。 
 
 糸賀一雄先生が「この子らを世の光に」

といわれましたが、まさしく子どもたち

は、光なのです。生きるとは、生命とは、

という事を、私たちに見つめさせる大切な

使命をもってこの世に生まれてきてくれま

した。    

 あらためて皆様に感謝申し上げます。    

 法人になってからの歩みは「愛光園設立

４０周年を迎えて」で書きましたので省略

させていただきます。（愛光園だより１３

０～１３２号）これからの歩みも一番弱い

立場の人を核に、ともに助け合って生きて

いける愛光園であることを願っておりま

す。これからも愛光園を見守り育てていっ

てくださいますよう心よりお願い申し上げ

ます。ありがとうございました。 
 

たちの存在と生き

る悦びを知ってい

ただき、より多く

の方々にご協力い

ただこう、何年か

かっても愛光園の

出発と同じように

歩もうと決心しま

した。 
 そのような中

で、竹中工務店

はいつ支払うこ

とができるのか

わからない工事

費のことを承知の上で着工してくださること

になりました。昭和４２年着工式、４３年５

月竣工と、思わぬスピードで完成してくださ

いました。 
 なんとありがたいことでしょう。多くの

方々が支援し、協力してくださり、いただい

た寄付金をためては少しずつ建築費の支払い

をさせていただきました。 
 今まで８畳間で過ごしてきた子どもたちは

８０畳もの広さの訓練室に目を輝かせて大喜

びしました。これを機にまたまた入園児が増

えました。 
 全く未認可なので、どこからも補助金は出

ず、わずかずついただく利用料と皆さんのご

寄付で運営を続けていました。もちろん人手

も必要となり、半ばボランティア的な同志が

職員として働いてくださいました。 
 県の方もこのように活動を続けているとこ

ろを放っておくわけにはいかず、認可施設に

するように働きかけてくださったのですが、

愛光園に通っているような重度の障がい児を

受け止められる施設の法律もなく、今ある肢

体不自由児通園施設として認可を取るように

指導されました。  

 これで子どもたちを守ることができるの

か、とても不安でしたが、この子たちの存在

を国や県に知ってもらうためには必要なこと

と認可申請手続きをすることにしました。父

がその手続きを一切引き受けてくれて、面倒

なことをコツコツと積み上げてくれました。 
 建物や設備、職員数など一応基準を満たし
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この度大府市発達支援センターおひさま

は、１０周年を迎えました。 

たくさんのおひさまっ子やご家族の皆様、

運営や支援にお力添えくださった全ての方々

に支えられながら歩んできた１０年です。こ

の１０年を振り返ると様々なことがありまし

た。楽しかったこともうれしかったことも、

そして苦しくてもがいたことも・・・。そん

な出来事を思い出しながら、今のおひさまが

大切にしている療育の実践をまとめるいい機

会にしよう！ということで、プロジェクトを

立ち上げ、『おひさま１０周年記念誌』を作

成することにしました。 

どんな記念誌にしようか？とプロジェクト

メンバーで話し合いました。１０年前を思い

出して懐かしい話をして笑ったり、あの頃の

まだまだ未熟だった自分たちを振り返って反

省したり・・・。そんなフリートークから始

まったプロジェクトでした。１時間程話をす

る中で、おひさまの療育で大切にしてきたこ

とがたくさん盛り込まれた記念誌にしよう！

ということで方向性がまとまりました。 

おひさまは、大府市からの委託を受けて平

成１７年４月より、大府市発達支援センター

おひさまとしてスタートしました。 

『何を目指していこうか』『療育って

何？』『大切にすることってなんだろう』な

ど探りながらの日々でした。話し合いを重ね

て実践、再び話し合って実践、重ねて重ねて

重ねて・・・・。会議のたびに、職員一人ひ

とりが自分の意見を言葉にして発言しまし

た。話し合いが行き詰り、意見がぶつかり合

うこともありましたが、それぞれが思うこと

を一生懸命言葉にしながら伝え合ってきまし

た。そんなことを繰り返しながら今のおひさ

まがあります。 

そんな話し合いを経て、おひさまが療育の

中で大切にしていることを、いくつか紹介し

ます。 

 コミュニケーションの基盤作りを大切に

しよう！ 

身近にいる親を頼って助けを求めたり、楽

しさを共感したりすることで、親との間に

愛着関係が生まれます。親との関係性を基

盤にしながら、親以外の大人（担任）→友

だちへの興味に広がっていく過程を大切に

しながら療育をしています。 

 行動の“なぜ”に目を向け、理由や意味

を捉えよう！ 

子どもたちの行動には、必ず理由がありま

す。私たち支援者は、行動の裏に隠れてい

る気持ちを感じることが大切です。一見マ

イナスと捉えられる行動であっても、なぜ

その行動をするのかを考えてみると、実は

『嫌な気持ちを伝えようとしているのかも

しれない』というように子どもたちの“本

当の気持ち”が見えてきます。 

 支援者は黒子であれ！ 

子育ての主体は子どもであり親御さんであ

るということを意識し、一生懸命子育てし

ようとする親御さんや自分の力で成長しよ

うとする子どもたちの邪魔にならないよう

に、私たち支援者は黒子のように陰から支

える存在であると考えています。 

 

おひさまで大切にしていることはまだまだ

たくさんあります。ここには書き切れない

ので、ぜひ１０

周年記念誌の

ページをめく

り、おひさまの

世界を覗いてみ

てください。 

おひさま発！１０周年記念誌完成！！                
大府市発達支援センターおひさま  主任 西川いづみ 
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まどか＊穐澤 奈那 

（あきざわ なな） 
家で一緒に生活している６匹

の可愛い過ぎるトイプードル

たちとじゃれあったり、時に

は戦ったりすることで毎日癒

されています。 

まどか＊斉藤 静香 

（さいとう しずか） 

私の好きな事は食べる

ことです。特にお菓子を

食べることが好きです。

お菓子を食べると幸せ

な気持ちになり笑顔

りんく＊村瀬 周平 

（むらせ しゅうへい） 

７年間トランペットを吹いて

いて、高校の吹奏楽部では

部長をしていました。 

今はまっていることは、原付

での一人旅です。 

らいふ＊袴田 純平  

（はかまた じゅんぺい） 

私の趣味は面白いことをする

ことです。仕事に余裕ができ

たら、自分なりに工夫して自

分の色を仕事にたくさん出し

ていきたいです。 

らいふ＊廣瀬 未来 

（ひろせ みく） 

カ メの 観察 には まってい ま

す！特に近所の用水にいる野

生のカメを観察するのが好き

です。まったり動く姿を見ると

癒されます！！ 

愛光園＊飯塚 周平 

(いいづか しゅうへい） 

４年間自炊を続けていて休日

は手の込んだ料理も作りま

す。身体を動かすことも好き

なので、時間を見つけてやり

たいです。 

愛光園＊野口 真幸 

(のぐち なおゆき） 

趣味は、スポーツ観戦と筋肉

トレーニングです。人を笑わせ

ることが大好きで、このユーモ

アを全面に出していきたいと

思います。 

愛光園＊植田 祐貴 

（うえだ ゆうき） 

趣味は、釣りやドライブす

ること、ギターを弾くこと

などです。特にギターは

路上ライブをしに行った

り、自分の住んでいる町

の音楽祭などに出演する

などしています。 

おひさま＊奥田 千絵 

（おくだ ちえ） 

私のとっておきはキャンド

ルです。お菓子の形をした

キャンドルやカラフルなデ

ザインのキャンドルが好き

で見つけるとすぐに買って

しまいます。 

愛光園＊伊藤 わこ 

（いとう わこ） 

体力作りと健康のために、

週に４日ほどスポーツジム

に通っています。仕事を長

く続けるためにも体力をつ

け、アクティブに仲間と関

わっていきたいです！ 
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のぞみの家＊中野  梢 

（なかの こずえ） 

あっという間に１ヶ月た

ちますが、住人さんに温

かく迎えてもらって毎日

楽しいです。私のとって

おきは音楽を聴くことで

す。よろしくお願いしま

す。 

教えちゃいます！！ 

食事サービスセンター 

稲垣 柚舞（いながき ゆま） 

のぞみの家の事務所で、受付

と献立作りをしています。

「柚」は、柚子の香りのよう

にまわりを癒せるようにとい

う由来です。私のとっておき

はプリンを食べている時間で

す。おいしく健康な献立づく

りがんばります！ 

食事サービスセンター 

是枝  宏美（これえだ   ひろみ） 

のぞみの家で調理員兼栄養士

をしています。 

とっておきのデートスポット

があれば教えてください。 

よろしくお願いします。 

のぞみの家＊今井 綾香（い

まい あやか） 

私のとっておきの時間

は、掃除をしているとき

です。身も心もすっきり

して大好きです。 

相生ＳＷ棟＊小島  友太朗 

（こじま  ゆうたろう） 

私のとっておきは「７つの

習慣（S．R．コヴィー著）」 

日々努力を続け、人として常に

成長していきたいです。 

相生ＮＥ棟＊河合 元直 

（かわい  もとなお） 

最近あまりできていないです

が、ピアノやバレーボール、子

どもと遊ぶことが好きです。 

相生Ｎｓ＊日比野 志保 

（ひびの しほ） 

敬う心を持ち続け、目的を

持って行動し安心を感じて

いただける支援者になりた

いです。 

相生ＳＷ棟＊本田 野の花 

（ほんだ ののか） 

私の「とっておき」は、最

近生まれた子猫を観察する

ことです。癒しと元気をも

らって過ごしています。 

相生ＳＷ棟＊本谷 悠登 

（もとや  ゆうと） 

私の「とっておき」は、学

生時代に一目惚れした「美

浜の海」です。こんな私で

すがよろしくお願いしま

す。 

もくせいの家＊堀田  理恵子 

（ほりた  りえこ） 

食べることが大好きなの

で、素敵なお店を見つけて

ランチに行ったりします。

最近のお気に入りは自然食

系のお店です。 
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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.  地域で安心して暮らせる仕組みを強化・整備

します。  

（１）在宅復帰・地域生活への移行を進めます。 

（２）医療との連携を強化します。 

（３）防災や地域啓発活動において、地域との連

携を強める仕組みを作ります。  

２.  利用者のニーズに応じたサービスの提供を行

います。 

（１）制度や事業所の枠にとらわれず、ニーズに

応じたサービスの提供を行います。 

（２）将来を見据えた障がい児の支援を行いま

す。 

（３）法人内外の事業所間の連携を強化します。  

３. 人材の確保・育成を進めます。  

（１）法人一丸となって人材の確保を進めます。 

（２）キャリアパスを見直し人材育成を進めま

す。 

（３）明るく働きがいのある職場作りを進めま

す。  

 

重点目標の１つ目は、地域包括支援システムに

ついてです。高齢分野から唱えられた地域包括支

援システムですが、「誰もが地域で安心して暮ら

せるように」は障がい分野でも児童の分野でも同

じです。その実現のため地域との連携を一層強化

してまいります。組織的には総務部を企画総務部

と改め、定期的に会議を開催して方策を練り、地

域へ提案していきます。 

２つ目は、制度が大きく変わる中、制度に振り

回されることなく、利用者のニーズを真摯に受け

止めて事業展開をしていきます。 

今年度は放課後等デイサービスを開始しまし

た。大人の事業や就労支援事業を行っている強み

を活かし、将来を見越した支援を行っていきま

す。 

重点目標の１にも関わりますが、住みやすい社

会づくりは私たちだけではできません。法人外の

団体・関係機関と協力・連携していきます。 

３つ目の人材確保・育成は毎年の課題です。昨年

後半からリクルーターに任命した若手職員が、がん

ばってくれました。各事業所でも実習生やアルバイ

ト学生に働きかけてくれました。法人一丸となって

人材確保や育成に取り組んでいきます。 

 また「マタハラ」（マタニティハラスメント）

という悲しい言葉がはやっています。愛光園では

そのようなことにならないよう、皆が働きやすい

明るい職場づくりを目指して、皆で知恵を出し

合っていきます。 

 上記方針に則り、副事業所長クラスを中心に、

組織・人事の異動を行いました（次ページ） 

また目的別会議を以下のように行います。 

 

平成２７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。 

会議名 内容 

地域包括・

地域支援 

地域包括ケアの仕組みや 

地域啓発・貢献の検討 

障がい相談 個別支援計画の内容の充実 

サービス等利用計画の仕組みの確認 

重心地域 

生活支援 

重症心身障害児者の地域生活の検討 

就職支援 障がいのある方の就職支援システム

の検討 

療育相談 情報共有・課題検討 
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【予算について】 

 介護保険の報酬単価が大幅に引き下げられます

が、事業運営の安定継続と設備の更新費用の確保

のため１億円の事業活動資金収支差を目指しま

す。 

介護保険収入は報酬単価の引き下げで減収。障

がい福祉サービスは、放課後等デイサービスの新

規開始やグループホームの定員増等で増収を見込

んでいます。 

就労支援事業収入は、焼き菓子（写真：ラス

ク）や弁当作りなど新規事業を立ち上げ、収入を

増やし、工賃アップを目指します。 

事業拡大・欠員補充などにより、人

件費は大幅に増加を見込んでいま

す。また福祉介護職員処遇改善加算

を活用し、基本給などを上げてきま

したが、今回資格手当を増額するこ

とにより、職員の待遇改善を図るとともに、自己

啓発へのモチベーションアップを図ります。 

施設整備は、まどかの屋根修繕を計画していま

す。新たな施設整備は予定していません。借入金

の返済は、平成２６年度に繰り上げ返済を行った

ため、大幅に減っています。 

その他の活動による収支も、退職金預け金の取

り崩しや過年度修正を予定していないため減額と

なっています。 

借入金は平成２６年度に繰り上げ返済を行った

ため、大幅に

減 少 し ま し

た。そのため

利払いも減少

しました。 
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借入金残高推移 単位：百万円 
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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. 生命の尊さ・生き方を考えます。  

２. 積極的に社会参加・地域連携を推進します。 

３. 人材確保・育成に努め、より質の高いサービ

ス提供に努めていきます。 

平成２７年度 事業所別基本方針及び重点目標 

まどか  

【基本方針】 

１.私たちは、利用者一人ひとりのニーズに基づ

き、安心できる暮らしの実現と、社会参加と

自己実現を意識した活動を提供します。 

２.私たちは、地域資源の一つとして、関係事業

所と連携しながら地域社会に貢献します。 

【重点目標】 

１. なないろの家の安定的な利用に尽力しま

す。  

２. 利用者ニーズに応じた支援力向上に努めま

す。 

  身体機能低下・強度行動障害や自閉症スペ

クトラム・権利擁護の研修や事務の合理化

等。 

３．老朽化する施設環境を改善します。 

４．日中一時支援事業や短期入所事業の新規契

約者を増やします。また、日中一時支援か

ら短期入所利用移行を目指し支援します。 

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. 就労ニーズの受け止めと、それ以外のレクリ

エーションニーズ等の連携 

２. 新規事業の立ち上げと作業環境の整備 

  焼き菓子部門立ち上げ 

３．働きやすい職場づくり  

  作業分析を行い、業務改

善や応援体制の構築 

障がい者活動センター愛光園 

【基本方針】 

愛光園は、様々な重い障がいを有する人たちが

地域社会の核となることを目指し、本人主体の

下、一人ひとりの意思を大切にし、自己実現して

いく取り組みを展開していきます。 

【重点目標】 

１. コミュニケーションを深めていくための取り

組みを展開していきます。 

２. 地域社会の様々な方に生活主体者である本人

の魅力を伝え、お互いが知り合える取り組み

を進めます。 

３. 安心のための仕組み作りに取り組みます。 

  グループホームを考える会(４回）・権利 

擁護勉強会(１回) 

４．加齢に伴う心身及び生活の変化を見逃さず、  

一人ひとりの健康状態を把握できるよう取り

組みます。 

５．アセスメントの見直しと支援力の向上を図り

ます。 

  吸痰研修参加・ＰＴ勉強会（４回）等 

こだま 
【基本方針】 

１．誰もが地域の中でその人らしく暮らすことができる

ように、地域の支援者と連携し、必要なサービスが

提供できるように努めます。 

２．本人主体の計画作成を実践し、より安心な暮らし

を、利用者と一緒に考えます。 

３．まどか、ひかりのさとのぞみの家の地域移行を支援

します。 

【重点目標】 

１．継続サービス利用支援の実施 

  モニタリング約２４０名 

２．事業所間の連携の強化 

３．地域移行の支援（まどか地域移行８名) 
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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、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．活動プログラムの充実と売り上げの向上 

弁当の製造で授産売上３０％増 

就労継続B型工賃１万円  

２．利用者の社会参加活動の充実  

日帰り旅行の企画・ボランティア感謝祭 

３.地域自立生活への働きかけの強化 

グループホームの体験宿泊５名・夜間支援協

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。  

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. 新たな事業展開として放課後等デイサー

ビスを開始し、ご利用者ニーズに即して

安定した事業の展開を行います。 

２. レスパイトサービス・ホームヘルプサー

ビス・日中一時支援の３事業において、

昨年度並の利用実績を維持します。 

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。

身体介護・行動援護支援者を養成しま

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

をめざします。 

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．利用者が安心して暮らし続けられるグループ

ホームならびに在宅への支援 

２．３６５日対応への準備 医療ケア研修受講 

３．安定した支援を提供するための人財の確保

と育成 

  有給休暇取得のばらつき解消(全員５日以 

上） 

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 

年間就職者数２４名 医療機関等との連携強

化 

２．就労支援体制の構築 

利用率１００% 発達障がい・精神障がいの

方への支援スキル向上 

【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地域生活支援の場を

拡充していきます。 

２．らいふ(直接支援)や法人内他事業所との連

携・協力体制をさらに深め、人材の育成と活

用を図ります。  

３．より利用者のニーズに即した支援の実現を

目指して、愛光園地域居住サポートセンター

支援者間の意思疎通と情報共有を図ります。 
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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】 

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）は、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．常滑市、阿久比町、南知多町、美浜町に療

育が根付くよう、立ち上げ支援から療育体制

が根付くまでのフォロー支援を５年を目途に

重点的に支援していきます。 

２．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すること及び訪問支援

員をバックアップするため、保育所等訪問支

援連絡調整会議（仮称）を新規に年２回開催

します。 

知多地域障害者就業・生活支援センター 

      ワーク 
【基本方針】   

国・県事業である障害者就業・生活支援セン

ター事業（障害者就業・生活支援センター 

ワーク）は、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

携して、必要な就労相談･支援を行います。 

【重点目標】 

１．障害者雇用促進法改正に伴う障害者雇用の

推進を図るため、雇用主をはじめ様々な関係

機関とさらなる連携を深め、制度を活用し

て、雇用機会の拡大を目指します。 

  実習３０件 就職２５件 企業支援２０社 

２．ＪＣ（ジョブコーチ）支援を含め、在職者

の職場定着支援の強化を図ります。 

 職場訪問２４０件 離職者数１２名以下 

 

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

の運営と障がい者総合相談への支援によっ

て、２市２町の障がい者が安心して暮せる地

域作りを行います。また、パートナー法人で

ある社会福祉法人憩の郷との協力・協働体制

による事業展開を行います。 

【重点目標】 

１．基幹相談支援センターとしての役割として、

指定相談支援事業所と協力した相談事業所連

絡会の定期開催（年１０回）や事例検討（年

４回）によって、２市２町の相談事業の連携

と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

各市町部会を運営する事により、地域生活支

援拠点について協議し、２市２町の地域生活

支援のあり方について協議する事により、地

域生活支援拠点を具体化していきます。ま

た、福祉サービスと人材の不足という課題に

対して各市町部会に関係機関との協力・連携

した解決策を提案します。 

３．サービス利用計画の利用者への浸透・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、年間１００件の計画作成を

行います。 

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 

障がい児相談支援事業（１５名）保育所等訪

問支援事業(前期５名/月 後期１０名/月) 
２．サービスの向上 

放課後等デイサービスのブ

ラッシュアップ（支援技術向

上） 

３．地域連携 

保育園との交換研修等 
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 高齢福祉事業部 入所入居支援グループ  
【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後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、権利擁護を推進していきます。 

【重点目標】 

１．地域包括ケアを実践し       

ます。 

  老健からの在宅復帰を促 

進します。 

２．より働きやすい職場へ改

善し続けます。 

  職員同士の接遇を向上します。 

３．地域貢献します。 

インフォーマル資源の開発 ノウハウの提供 

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後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、

権利擁護を推進して

いきます。 

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連携を充実

します 

２. 人材を確保し支援体制を整備します 

３. 支援の特性を問わず柔軟な対応が可能な職員

を育成します。  

デイサービスセンターこぶし 
【重点目標】 

１．機会損失を無くし、利用率を高め、社会貢

献します。 

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．認知症高齢者や重度要介護者、個別ニーズ

を積極的に支援します。 

通所リハビリテーション 
【重点目標】 

１．認知症高齢者や重度要介護者を積極的に受  

け入れます。 

２．生活行為向上リハビリを充実します。 

３．老人保健施設相生からの在宅復帰・在宅生

活継続を支援します。 

相生指定居宅介護支援事業所 
【重点目標】 

１. 多様なサービスを選択できるケアマネジメン   

トを推進します。 

２. 地域の他機関と連携し地域に貢献します。  

３. 老人保健施設相生からの在宅復帰・在宅生活

継続を支援します。 

もくせいの家  
【重点目標】 

１. 権利擁護のモデルを目指し

高めます。 

２. 地域との交流と連携を深め

ます。 

３. 法人事業所内外の研修を通して認知症介護

の実践力の向上を図ります。 

企画総務部 
【基本方針】 

 法人運営を安定・発展させ、地域との連携を強

めるため、企画力を高めます。 

【重点目標】 

１. 地域との連携強化を進めます。 

  地域の関係機関・団体と連携し、地域啓発の

講演会などを企画・実施 

２．人員の確保・育成を進めます。 

  人員の確保 正規職員採用３０名 

３．事務のリスクマネジメントを進めます。 

  事務職員の多機能化 文書管理の見直し 

 

その他、権利擁護委員会による研修会、

防災委員会による勉強会、実践発表会、

夏まつり、バザー、交通安全・事故防止

など、様々な企画を立てています。 

文責 桑山利和 
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地域生活支援センターりんく 

    利用者 江崎和子さん 

 

亀城公園でお花見をしてきまし

た。 

桜を観ながらのご飯はとっても

おいしかったです。天気も良く

楽しい時間をすごせました♪ 

 

とっておき 

 

野菜苗各種(完全無農薬)の販売始めました！ 
キュウリ・・・・・５０円  

サニーレタス・・・５０円  などなど！ 
完全無農薬なのに衝撃価格！？大量購入相談のります！！ 

お問い合わせ 
Ｔｅｌ：０５６９（４８）３８８５ 

もちの木園 担当 田中 

ファーム前の屋台で 

    売ってます！！ 

お知らせコーナー 
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「まどか」はひかりのさとの地に産声を

上げて以来、３０年が経過しました。多く

の方に支えられ、この日を迎えることがで

きたことをこの場をお借りして、改めて御

礼申し上げます。 

周囲の環境が変わり、福祉の制度や法人

内の組織も大きく変わってゆく中で、「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す」という理念のも

と、利用者さんとの関わりは変わらないも

のとして、利用者さんの安心できる環境作

りや支援に取り組んできました。 

私自身、まどかのこの１０年を振り返る

と、集団から個別への支援に目を向けてき

た１０年であったように感じています。 

住環境においては、大部屋から個々の空

間の確保への整備、日中活動においては、

活動グループの小人数化や活動メニューの

多様化、余暇等のニーズにおいては、ＮＰ

Ｏ法人のたすけあい事業の利用推進、少人

数でのグループ外出の実施を行ってきまし

た。 

また、障がい特性に応じた専門性を活か

した支援のために、理学療法士やマッサー

ジ師の定期訪問、スーパーバイザーを招い

てのケースカンファレンスや自閉症スペク

トラム支援士の導入と勉強会の実施、医療

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 

詳細図 

との連携の強化を図ってきました。 

 利用者さんの安心できる活動や暮らしに向

かって歩み続けてきましたが、今後の歩むべ

き道も見えてきています。現在の平均年齢は

男性４４歳・女性５１歳となり、重い行動障

がいのある方たちへの支援の専門性の向上

や、加齢による身体状況の変化への対応と支

援スキル向上、それに伴う生活環境の見直し

等の新たな課題が浮上しています。建物の老

朽化への対策と生活環境の改善にも取り組ま

なければなりません。さらに地域資源の一つ

として、関係事業所と連携しながら地域社会

に貢献する役割も求められています。 

この先取り巻く環境が変わっても、社会の

一員として利用者さんが安心して自己実現と

社会参加できるように関わっていくことに変

わりありません。常に基本に立ち返り、個々

に目を向け「よくみる、よくきく、よくす

る」という姿勢を忘れない「まどか」であり

続けます。 

  
 

「まどか」３０周年を迎えて     副施設長 三宅 徹 

 

「まどか」３０周年を迎えて     副施設長 三宅 徹 
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