
 

 

 
    

 
 

１２号編集について
（１）法人として、事業拡張を目的に取り組んでいるわけではありませんが、

まる保育需要、養護学校卒業生のはたらく

取り組んでいるうちに、たくまずして事業が大きく

実感です。 

そこで、大きく、多彩になった「

ことにしました。 

１２号では、障がい者部門の「せせらぎ沿線事業部」と「夢花事業部」を特集しました

（２）編集上で「せせらぎ沿線事業部」と「夢花事業部」にページ割り当て分量にアンバ

ランスがありますが、「せせらぎ沿線事業部」は、それぞれの部署の責任者が、自分の思い

を込めて書いているのが特徴です。その点

「夢花事業部」は、多彩な事業を創造的に組み合わせ、活用して運営している苦労と、

その多彩な事業を、視覚的にわかりやすく紹介していますので、ページ数が膨らみました。

（３）各事業部長の意欲的な努力

月の企画委員会の熱心な協議で

たくまずしてつくられた「

たなエネルギーになっています。保育園、各施設での音楽療法、保育園への花植え、清掃、

焼き菓子のおやつ、保育園の園児の
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について  副理事長  市村護郎 
法人として、事業拡張を目的に取り組んでいるわけではありませんが、

保育需要、養護学校卒業生のはたらく場、生活ホームなどの強い要望に

たくまずして事業が大きく、多彩になっていた・・・

大きく、多彩になった「なごみ法人４つの事業」を、２号に分けてご紹介する

１２号では、障がい者部門の「せせらぎ沿線事業部」と「夢花事業部」を特集しました

せせらぎ沿線事業部」と「夢花事業部」にページ割り当て分量にアンバ

ランスがありますが、「せせらぎ沿線事業部」は、それぞれの部署の責任者が、自分の思い

書いているのが特徴です。その点、読み取っていただければ幸いです。

「夢花事業部」は、多彩な事業を創造的に組み合わせ、活用して運営している苦労と、

その多彩な事業を、視覚的にわかりやすく紹介していますので、ページ数が膨らみました。

の意欲的な努力、職員の献身的活動、後援会・花笑みの会の支え

熱心な協議で、現在のところ順調に運営されていると思っています

たくまずしてつくられた「事業のボリュウム」「多様さ」が、交流、連携することで、新

たなエネルギーになっています。保育園、各施設での音楽療法、保育園への花植え、清掃、

焼き菓子のおやつ、保育園の園児の椅子製作など、相互に役だつ交流が進められています。

部（でんでん虫）」については、次の１３号でご紹介いたします。
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地域相談支援センター　いろはにこんぺいとう　　　　　　　
平成２５年度から「地域相談支援センター　いろはにこんぺいとう」（以下支援センター）として業務を行って

おります。

なごみグループホーム
昨年12月に多摩川あゆ工房を中心とした事業所「なごみグループホーム」を開設し、最初のホーム『パーラの

家』を5名の利用者の方が入居し菅北浦に開所しました。開所にあたっては11月末に社会福祉協議会の関係者の
方、民生委員の方、町会関係者の方にご来賓いただき盛大に開所式をとりおこないました。現在町会への加入はし
ていますが、これからは地域行事にも積極的に参加をしていきたいと思います。
また利用者を支えるホームのスタッフも近所から集まってきてくださり、『パーラの家』を支えてもらっていま

す。今後も地域の中で地域の方々に応援していただきながらやっていきたいと考えています。
そして今年は10月頃に2番目のホーム『ぐっすり』（サニーハイツ）を開所する予定です。

『ぐっすり』は中野島駅から徒歩15分ほどの住宅街の中にあります。3階建てのアパートの1階2部屋、3階1部屋の
計3部屋で6名の入居者を受け入れる予定です。周りにはアパートと一軒家が並んだ場所になり、地域との関係がと
ても大事になると思っています。これからも地域で支えられながら少しづつですがホームを増やしていきたいと考
えています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（地域居宅支援課　課長　鈴木智浩）

平成２５年度の「総合支援法」の施行と川崎市の「支援センター再編」が
重なり、大きな変革の中、新たな制度にシフトして行く日々に追われていま
す。
総合支援法には、『自立した生活の実現』ではなく、『「基本的人権を享

有する個人としての尊厳」にふさわしい日常生活の実現』が目的として明記さ
れ、支援センター業務でも、ご本人の意思決定を尊重し、ご本人が主体とな
った「サービス等利用計画書」の作成が位置付けられました。
また、法の中には、なごみ福祉会が理念として謳っている“地域でともに生

きる”という言葉も“共生”という表現でもり込まれています。「地域でともに
生きる。」････これまで、“地域で生きる”は、ある程度実現できてきたと思
います。しかし、“ともに生きる”をどのように提供していけるのかが課題でも
あります。
特に支援センターでも課題となっている、「福祉にのりにくい方への支

援」。新法では「地域定着支援」という緊急時の対応を中心とした、地域生
活を見守る支援も新設されました。そのような、フォーマルサービスの利用
も含め、「地域で“ともに”生きる」の実現を、とにかく、ともに生きてみて考
えていきたいと思います。

（いろはにこんぺいとう　主任　尾崎雄久）

せせらぎ沿線�事業部

多摩川あゆ工房を中心に南武線沿線の事業を活性化するとの法人方針により、平成23年度より
新規の事業を実施し、連携を作ってきました。目指しているのは、法人内の他の部署と同じよ
うに、障害のある人もない人も地域で共に生きるという理念を、地域に具体的に実現する　↗
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多摩川あゆ工房
　 多摩川あゆ工房は来年20周年です。川崎市内の各区から通所されている方の中には20年通い続けている人も何
人もいらっしゃいます。頭が下がる思いです。まじめに毎日通い続けてくれる利用者さんに、あゆ工房はどれだけ

あゆクリーンサービス
　4月から、 多摩川あゆ工房の清掃班は、多摩川あゆ工
房を出て、 中野島中央通り商店街の物件をお借りして
分場となりました。7月20日に、中野島町会長古谷様、
中央通り商店街会長中西様、花笑の会会長志岐様にご出
席いただき、法人役員、利用者とともに開所式を開催し
ています。
　今後、①清掃作業を通して高い工賃を実現し、働いた
工賃で自分たちの生活を豊かにすること、②商店街の中
で販売会を実施して地域との交流を図ること、を目的に
活動していきます。

（多摩川あゆ工房　施設長　飯島克巳）

せせらぎ沿線�事業部 活動紹介

福祉的な実践です。他の事業部と比べて後発ですが、利用者やご家族との話し合いの中で、今後
の事業を発展させていきたいと思っています。また、総合福祉部会や障害者権利条約で示された
今後の障害福祉の方向も十分意識して、多摩区を中心に実践を積み重ねていきます。

ヘルパーステーションいろはに
　法人の2番目のヘルパー事業がスタートして9月で丸2
年になろうとしています。千客万来には及びませんが、
ケアホームができて、ヘルパーも増え、少しずつニーズ
にお応えできるようになりました。
　特に一人暮らしをして、日中どこにも所属していない
人の家事援助のニーズがあり、社会との接点が、行政と
相談支援センターだけとなっている中で、ヘルパーの役
割は生活支援者として大きいものと考えられます。今後
も障害者への理解を深めるように努めていきます。

（ヘルパーステーションいろはに
　主任　高橋洋子）
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楽しかったり、やりがいがあったり、生き生きと過ごせる場所になり得る
かが大事です。また、この地域により多くの あゆ工房の「知り合い」を
作り、応援して下さる方を作るかも、とても大切なことと考えます。
あゆ工房の外作業では古紙やアルミ缶を回収しています。チラシ配りの

人が地域に「アルミ缶集めてます！」のチラシも配ります。それであゆ工
房には毎日のように、「溜まったんだけどいつ取りに来れる？」という電
話が入ります。また、自転車で古新聞を持ってきて下さる人もたくさんい
ます。

こども相談室でんでん虫
 あゆ工房に付設している地域療育等支援事業は障害のある子どもの相談事業に特
化して今年度より再出発しました。　　　　　　　　　　（施設長　飯島克巳）

　あゆ工房は普段から、「施設の中で完結せず地域に出ていきた
い」と考えていますが、小回りが利かず、行事以外にはなかなか
出にくい状況もあります。そんな中で古紙回収に伺ったり、持っ
てきて頂く場面、焼き菓子や内作業で納品に行ったり、あゆクリ
ーンサービス(清掃分場)が地域のマンションを掃除する場面はま
さに地域との接点です。普段当たり前に行っている活動ではあり
ますが、その場面場面の小さな積み重ねが、誰もが住みやすい地
域社会を作る一歩になると考えています。

　　　　　　　（多摩川あゆ工房　主任　並木章江）
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 2013年７月あゆ旅行山梨県下部温泉の旅より

　６月２９日、栃木県大田原市にある障害者支援施設
「かりいほ」にて見学研修を実施しました。多摩川あ
ゆ工房、ヘルパーステーションいろはに、相談支援セ
ンターいろはにこんぺいとう、なごみグループホーム
の職員が参加しました。その他、なごみ福祉会を退職
して現在は他の法人に従事している２名を加えて、総
勢２０名で実施しています。その後、有志で那須塩原
温泉にて懇親会を開催しました。
　多摩川あゆ工房にはいろいろな利用者が利用してい
ますが、その中には、障害程度としては重くないなが
ら、社会的規範の中でうまく生活できない人達もいま
す。「かりいほ」は福祉施設などで受け入れられなか
った人達を受け止める場として東京都の施設として開
設されています。そこでの支援の考え方ややり方を学
び、あゆ工房の支援の参考とすることが目的です。山
の中の質素な生活と労働、そして丁寧に信頼関係を作
って行く支援が印象的でした。物理的な山がない川崎
市内では、安心感という目に見えない支えを作って行
くしかないと感想を持ちました。なお、見学研修を深
めるため、、田園調布学園大学の冨永先生を講師にお
迎えして、事前と事後に勉強会を開催しています。
「かりいほ」の石川施設長にはお忙しい中、長い時間
説明をしていただき感謝しています。

施設見学
の実施

　多摩川あゆ工房が手がけるグループホーム第2号店の「ぐっすり」の内装工事が始まりました。昨年寄付してい
ただいた物件を改装する工事です。１階部分では３ＬＤＫと２ＤＫと左右に分かれている住居をつなげる工事、３
階の２ＤＫでは押し入れを増設する工事を行います。このグループホームでは、希望の多い「体験宿泊」ができる
ようにしたいと考えています。工事が終わり、入居する利用者を確定して、１１月に開所できるように準備を進め
て行きます。

山梨、千葉へ宿泊…
あゆ旅行　

 　今年度4月から８月の多摩川あゆ工房の大きな活動
は、「あゆ旅行」です。
　年間を通して、一泊の旅行か日帰りの旅行か、どちら
か利用者本人の希望で参加します。今年は７月に山梨県
下部温泉か、千葉県鴨川での一泊、あるいは８月、９月
の日帰り旅行です。
　今回は、今まで日帰りの旅行に参加していた利用者の
内、何人かが一泊旅行に参加しています。一緒に寝泊ま
りして職員が初めてご家族の苦労を発見することがあり
ます。貴重な機会だと思っています。徐々に家族以外の
人間に支援をあずけていく流れが、あゆ工房にも生まれ
つつあるなと感じています。それらの期待を受け止めつ
つ、これからの生活について、ご家族と一緒に考えてい
きたいと思います。大きなハプニングもなく、たくさん
のお土産と写真と笑顔で一泊旅行は終了しています。

多摩川あゆ工房

せせらぎ沿線�事業部　第１〜２四半期（44月〜77月）新着ニュース

なごみグループホーム

栃木県大田原市
「かりいほ」

「ぐっすり」
内装工事開始

職員研修



清掃班から
清掃分場へ
　すでに過去のなごみだよ
りでお知らせしています

が、平成２５年度より、多摩川あゆ工房の作業班だった
清掃班を、分場として独立させました。分場の名前は、
「あゆクリーンサービス」、将来、清掃会社で働いてい
るような環境が作れればいいなという夢で命名しまし
た。メンバーは「自分が生活できるだけの工賃がほし
い」と要望す
る利用者で、
一般就労から
の離職者、就
労移行支援事
業所の期間満
了者などから
構成されています。以前、私たちが「かりいほ」に関心
をもつ切っ掛けとなった人も含まれています。工賃額は
６万円の利用者が２名、11人の平均は約36,000円（7月
実績）です。
　作業所「２にん３きゃく」（ぽぱいの前身）から抱い
ていた夢が一つ形となりました。しかし、工賃と年金で
暮らせるようにするためには、８万円ぐらいの支給が必
要です。そのためにはさらに現場を拡大しなければなり

ません。今年から幸区の特養ホームの清掃を請け負って
います。それが可能となったのは３年前から一生懸命に
設立や運営に関わっている共同受注窓口組織「川崎市障
がい施設しごとセンター」があったからです。また今年
４月から「優先調達推進法」が施行され、８月には川崎
市もそのための仕事の調達方針を市のホームページ上に
明らかにしています。従来は障害のある人の就労という
と企業就労などの一般就労が中心でしたが、川崎市にお
いても、施設事業所で働く障害のある人達の工賃を上げ
ていく機運が高まっています。この追い風を受け止めな
がら清掃の拡大を図っていきたいと思います。（「しご
とセンター」は現在、市内６４施設が加盟して、企業や
役所に営業をかけ、仕事を確保し、加盟施設に配分する
という業務を実施しています。多摩川あゆ工房も夢花工
房も加盟しています。）
　課題もあります。今後現場が増えた場合の清掃のやり
方への対応がスムーズにできるかという課題です。一緒
にこの夢を追いかけてきた「２にん３きゃく」時代から
の職員である小俣氏が今年５月末に他界されました。今
後は自分たちで、清掃会社や清掃を手がけている他の施
設と連携しながら勉強していかなければなりません。幸
い、日本セルプセンターで清掃部会が立ち上がり、清掃
事業をやっている施設のメーリングリストが作られつつ
あります。そのようなネットワークを活用しつつ、ある
いは協力してもらえる清掃会社を探しながら、新しい現
場に今後も挑戦していきたいと思います。

追記：あゆクリーンサービス開所式の来賓として、写真右から古谷中野島連合町会長様、中央通り商店街会長中西様
（久美乃屋店主）、そして花笑の会会長志岐様に参加していただきました。多摩川あゆ工房では地域との交流を大事
にしてきました。地域とのお付き合いは、毎年実施している１０月の町会運動会への参加、１２月の社会福祉のつど
いがあります。最近では多摩区の事業である公園利用団体交流事業にも参加し、町会、地域の子育てグループ、高齢
者体操グループとの交流を図っています。そのような普段からのお付き合いがあったからこそ、ご出席いただけたの
だと思います。現在、川崎市障害福祉施設事業協会では、３５年以上継続してきた「手をつなぐ体育祭」を今後も継
続するかどうか、検討委員会を設置して議論しています。障害のある人もない人もともに地域で共生することを目指
す時代に、障害者だけで閉じられた空間で開催する「手をつなぐ体育祭」に事業価値があるのかをテーマに議論が続
けられています。どのような結論になるかはわかりませんが、地域との交流は利用者の生活を広げていく実感を私た
ちは感じています。

あゆクリーンサービス

開所式会場…外では販売会を開催 来賓の皆さん あゆクリーンサービスのメンバー一同

工賃の全国平均　　15,000円（月）
（就労継続Ａ型、Ｂ型）
川崎市の平均工賃　12,000円（月）
（就労継続Ａ型、Ｂ型）
あゆ工房の平均工賃　10,000円（月）
（生活介護、就労継続Ｂ型）















今年の酷暑-どう過ごされましたか？ 

保育園の子どもたちは、各保育園の門前に「めっちゃ あちち」の

看板、スイカ、アイス、かき氷、カブトムシなど夏ならではの大好

きな絵を貼り、負けずに、毎日“水遊び”で、元気に過ごしました。 

  
「あおぞら工房」の作品です。ある日の工房のスケッチを紹介します。 

園だより（９月号・北烏山なごみ保育園）より 

（おおまえたけし） ●「今日は動くカラスを作ろう・・・」とんでもないこ

とを言い出す・・・これがあおぞら工房流。 （略） 私は保育園の建物の３

階を眺めていたらついに子どもたちが見つけた。壁面に彫り込まれたカラスが

たしかにいた。…スケッチしてお部屋に戻る。早速、女の子チームと男の子の

チームに別れて烏の形に板を切り抜き、クレパスで色を塗る。胴体と羽がシー

ソーの原理で胴体が上下すると羽が動くのだ。…拍手喝采。 

さぎ沼なごみ保育園門前

の看板。田園都市線さぎぬ

ま駅ホームから良く見え

ます。 


