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津 久井 やま ゆり園 での事 件に つい て
この度の事件におい て、施設を利用されて いる 19 名の尊い命が 奪われ、26 名の方が重 軽傷を負うた
いへん痛ましい事件が ありました。亡くなら れた方とご遺族、関係 者の方々に謹んでお悔 やみを申し上
げますとともに、心や 身体に大きな痛みを受 けた多くの皆様の一日 も早い回復をお祈りい たします。ま
た、今回の事件を受け て、当法人運営施設を 利用する方々及びその 家族、関係者の方々も 大きな不安を
感じていることとお察 しいたします。今回「 れいめい」発行にあた り、当法人が加盟する 日本知的障害
者福祉協会より声明文 が発表されましたので 、その内容についてご 報告させていただきま す。
（らいず中
島）
・・・以下、声明文 （本文）・・・
津 久井 やま ゆり園 での事 件に つい て（声 明文）
平成 28 年 7 月 26 日未 明、神奈川 県「 津久井 やま ゆり 園」に おいて 、施 設を利 用さ れてい る方 が刃 物
で 切り つけ られ、19 人が 亡く なり、26 人が重軽 傷を 負う という たいへ ん痛 まし い事件 が発生 しま した 。
亡 くな られ た方と ご遺族 、関係者 の方 々に謹ん でお 悔や みを申 し上げ ます とと もに 、負傷さ れた 方の 一
刻 も早 い回 復と 、そ の場 に居 合わ せた方 々が一 日も 早く 以前の 暮らし に戻 り心 の傷を 癒せる よう 願っ て
や みま せん 。
事件 の容 疑者は 同施設 の元 職員 という 事が明 らか とな り、障が いの ある 人の 存在や 人格を 否定 する 供
述 をし てい るとの 報道が なさ れて います が 、罪 もな く抵 抗もで きない 多く の人 たちの 命を奪 った 卑劣 で
残 虐極 まる 事件に 強い憤 りを 禁じ 得ませ ん。障 がい のあ る方の ご家族 はも ちろ ん、日ごろよ り障 害の あ
る 方の 福祉 の向上 を目指 し 、命の 尊さ や人格尊 重を 第一 義に懸 命に支 援に 取り 組んで いる施 設職 員、福
祉 関係 者の 方々は 、二重 にも 三重 にも驚 き、胸 が切 り裂 かれる 思いを 持っ たこ とでし ょう。
事件 の詳 細は今 後の捜 査に よっ て明ら かにさ れる もの と思わ れます が 、障 がいの 有り 無し で命 を選 別
す るこ とは、絶対 にあっ ては なり ません 。どん なに 重い 障がい のある 方も 同じ 地域の 一員で す。この世
に 生を 授か った誰 しもが 楽し く幸 せな生 活を求 め 、共に 支え あう社会 の実 現を 心より 願って いま す。私
た ち福 祉施 設は社 会から 遠ざ かる ことな く、近 隣住 民の 皆様の ご協力 をい ただ きなが ら、障 がい のあ る
方 の支 援に あたっ ていま す 。障が いの ある方だ けで なく 、地 域住民の 皆様 をは じめと するす べて の国 民
の 皆様 の安 心・安全のた めに も、ぜひ とも障が いの ある 方への 支援に 高い 志を 持つ方 に福祉 現場 で働 い
て 頂き たい と願う ととも に 、私 たち自 身も より 良い 人材 の確保 と育成 に向 けた 取組み を続け てい かな け
れ ばな りま せん。
あら ため てこの たびの 事件 でお 亡くな りにな られ た方 の尊い 命に哀 悼の 誠を 捧げま すとと もに 、障害
福 祉サ ービ スを利 用され てい る方 の不安 が増幅 され るこ とがな いよう 、私た ち福祉 施設 も日 々の 取組 み
に 万全 を期 し、広 く国民 の皆 様へ の障害 福祉理 解促 進に 努めて いきた いと 考え ており ます。
最後 に、今後 二度とこ のよ うな 凄惨で 悲しい 事件 を繰 り返さ ぬよう 、国民の 皆様 の障がい のあ る方 へ
の ご理 解と 、障が い福祉 への ご協 力を切 にお願 い申 し上 げます 。
平 成 28 年 7 月 29 日

公 益財 団法人 日本知 的障 害者 福祉協 会
(1)

会長

橘文 也

他 、副会 長 3 名

園 芸活 動を 通して 思うこ と

生活支援員 糸井 綾

まほろの作業活動に園 芸作業があります。平 成 14 年に温室が建築さ れ園芸作業が始まりま した。当時
はメンバーが 3 名だっ た園芸班も、今では 13 名の方 が 所 属 し て い ま す 。 1 年 を 通 し て 花 苗 の 栽 培 管 理 、
出荷作業をしています 。秋冬はパンジー、ビ オラ。春夏はペチュニ ア、ベコニア、マリー ゴールド、日々
草などを栽培していま す。作業内容はポット 入れから始まり、土入 れ、追肥、出荷のための シール貼り、
納品して陳列まで行っ ています。
作業で園芸活動を取り 入れるようになって 14 年。私自身、長い間、 花苗の栽培に携わって きました。
当初は水やりの仕方も 分からず時には失敗も ありました。出荷する はずの花苗が不注意に より枯れた時
もありました。病害中 に悩んだり、品質に悩 んだりした時もありま した。色々な失敗をし ながらも、色々
な事にチャレンジさせ て頂いたので今の栽培 管理に繋がっていると 感じています。またメ ンバーと共に
色々な経験をしてきま した。苦労して播いた 小さい種が芽を出した 時には一緒に喜んだり 、出荷用にお
花が咲き出すと「可愛 いね」「お客さん喜ん でくれるかな。」とメ ンバーとお話ししたり します。また
納品から帰ってきたメ ンバーは、「お花なく なっちゃったから、ま た持って行かなきゃ。 」「お客さん
喜んでいたよ。」「ご 苦労様って言われたよ 。」と、笑顔で報告し てくれます。そんなメ ンバーの言葉
や表情は、私をとても 嬉しい気持ちにしてく れます。また、保護者 の方にも、温室でお花 を見て頂いた
り、買って頂いたり、 たくさんの方の「まほ ろのお花はキレイで元 気に咲いてくれる！」 の言葉に励ま
されています。この園 芸活動を通して、メン バーと一緒に悩み、考 え、喜びや嬉しさを共 に感じ、たく
さんの方の支えをいた だき、今の「まほろの 園芸」があると思いま す。多くの事に感謝し ながら、これ
からもメンバーと一緒 に花づくりを頑張って いこうと思います。
「 らい ず活 動の紹 介」

生活支援員

小 川ひとみ

らいずでは、作業活 動の他、体力維持や社 会参加を目的に様々な 活動に取り組んでいま す。今回は、
その活動の中で「社会 参加プログラムとして 取り組んでいる『買い 物体験』について」紹 介したいと思
います。
買い物体験は、数名 程度でグループ編成し ショッピングモールや スーパーなどに出掛け 、家族の方よ
り頼まれたものや自身 が欲しいものを選び購 入するという経験をし ていただくことを目的 に他の活動や
作業の様子など日程を 考慮しながら計画を立 て行っています。利用 者の方々も回数を重ね ていくうちに
買い物をするという流 れを理解し、また、楽 しみをもって、少しず つですがスムーズに買 い物ができる
ようになってきました 。広いショッピングモ ールでは、たくさんの 人が店内を行き来して いるので、初
めのうちは緊張した様 子も見られましたが、 家族等から頼まれたも のを無事に購入できた り自分の欲し
かったものをしっかり と購入できると、笑み がこぼれたり、どこか 誇らしげな表情を浮か べたりと、買
い物に付き添う職員も とても微笑ましくなる 瞬間となります。今後 も買い物体験を通して 、一つひとつ
のことが上手にできる ようになること。そし て、たくさんの笑顔に 出会えたらいいなと思 います。

写真「買い物体験の様 子」
(2)

「 サニ ーズ マーケ ットの 新た な挑 戦」

生活支援員

篠原

真人

サニーズマーケット が開所して４年が経ち ました。毎年手探りの 中、今いるメンバーの 充実した活動
を探し取り組んできま した。そして今年は赤 城村のナス農家さんの 袋詰め作業の依頼を頂 けるようにな
りました。生産者の方 よりサニーズマーケッ トの活動の様子を見て 頂いての依頼でありま した。私たち
としても日々のメンバ ーの頑張りを評価され たので、
とてもうれしく思って います。作業説明では 農家さんより
指示をもらい、なす規 格表での品質説明を見 て覚えて日々
習熟していくメンバー を非常に心強く感じて います。
そのような頑張りが事 業所として輝きをもち 、またメン
バーにはやりがいや生 きがいにつながる活動 を提供し続け
ていければと思ってい ます。そんな明日が迎 えられるよう、
今日を頑張りメンバー と一緒に活動に取り組 めていけたら
と思います。

写真「なすの袋詰め作 業」

「 相談 支援 事業所 アベリ アで す」

相談支援員

牛込敦彦

平成 25 年 12 月 1 日に相談支援事業所アベリ アが事業開始し て か ら 3 年 が 経 過 し よ う と し て い ま す 。
アベリアでは、
「基本相 談支援」とサービス等 利用計画作成の「計画 相談支援」の２つを業 務として行
っています。基本相談 支援とは、
「地域の障害 者の福祉に関する様々 な問題に対する、障害 者本人と、保
護者等の相談に応じ、 必要な情報の提供及び 助言を行い、併せて障 害福祉サービス事業者 との連絡調整
を総合的に行う事」と されています。また、 計画相談支援とは基本 相談支援のなかで具体 的な支援やサ
ービスの利用が必要に なった時に市町村の支 給決定を経て障害福祉 サービスを利用する者 を対象とした
業務。障害者総合支援 法における「計画相談 支援」として位置づけ られた「サービス等利 用計画」を作
成する業務となってい ます。今後も、障害福 祉サービスの利用につ いてお困りのことがあ れば、是非と
もお話を聞かせてくだ さい。お待ちしており ます。

「 ホー ムあ おぞら より」

生活支援員

秋 重のり子

ホームあおぞらは利 用者７名のグループホ ームです。あおぞらで は、生活リズムの中で 不安定になり
やすい方々も利用され ていますので、なるべ くわかりやすい日課と なるよう掲示物や声掛 けの方法など
工夫し支援にあたって います。一日の生活の 中で、特に配慮が必要 なのは余暇時間といえ ます。それは、
特に重度の障害のある 方たちにとって「何を したらよいのかわから ない時間」と感じ不安 になってしま
うからと言われていま す。ホームあおぞらで は、余暇時間を有意義 に過ごしてもらえるよ う「パズルや
ブロック」
「お絵かきボ ードを使ってのお絵か き」など、一人ひとり にあわせた余暇活動に 取り組んでい
ます。また、掃除や洗 濯ができる方について は、自分の部屋の掃除 や洗濯をしてもらい「 道具を使う」
「上手に洗濯物を干す ・畳んでタンスにしま う」を目的に行っても らっています。
また、利用者の方々 のお楽しみ行事として 「誕生会」や「節分」「 クリスマス会」、それに 皆で一緒に
カラオケや外食も計画 し実施しています。今 後もホームでの生活が スムーズに行えるよう 頑張っていき
ます。
(3)

施設利用相談窓口
施設利用に関するご 意見・ご要望等があり ましたらお気軽にご相 談ください。
※下記「お問合せ先 」まで

ボランティア募集
各施設では知的障がい をもつ方たちが地域の 中で生活を続けながら 社会参加していく事を 目的に作業
支援や生活支援を行っ ています。このような 活動にご協力いただけ る方は下記をご覧のう えご連絡く
ださい。
募集内容
作業活動の手伝い、 音楽や美術・手工芸な ど文化活動の手伝い、 庭木の手入れ、除草、
送迎バスの洗車など

福祉施設等でボランティア

施設開所日

の経験が無い方でも安心して

月曜日から金曜日ま で
※

参加できます。

事前にお電話で ご確認ください。

ぜひ、声をかけてくだ さい。

お問合せ先
まほろ（就労継続 B 事業所）

TEL027‑233‑2561

らいず（生活介護事 業所）

TEL027‑260‑1900

サニーズマーケット （就労継続 B、就労移 行事業所）TEL027‑212‑8300

法人事業報告（平成２７年度）
日付

項目

内容

5/20

法人内部監査

H26 年度会計 執行状況 及び法人・施 設運営状 況
H26 年度有機 栽培申請 に係る内部監 査

5/23

第１回評議員 会及び

H26 年度事業 報告につ いて

理事会

H26 年度決算 報告及び 内部監査報告 について

5/30

れいめい祭

地域交流及び 利用者支 援事業

8 月中

行政による指 導監査

アベリア、ホ ームソレ イユ、ホーム あおぞら
まほろ、サニ ーズマー ケット、らい ず、本部

10/24

第 2 回評議員 会及び

H27 年度第 1 次補正予 算について

理事会

経理規程見直 しについ て
H27 年度指導 監査結果 報告について
理事長職務代 務者の指 名について

3/12

第 3 回評議員 会及び

H27 年度第 2 次補正予 算について

理事会

H28 年度事業 計画につ いて
H28 年度当初 予算につ いて
就業規則見直 しについ て
処遇改善事業 の対応に ついて

◇法人組織
代表理事： 加藤信成 、他、理事 5 名、監 事 2 名、評議 員 15 名
◇指導監査実 施日
アベリア（ 8/18）、 ホーム関係（ 8/25）、 まほろ（8/25）、
サニーズマ ーケット （8/26）、本 部・らい ず（8/27）
(4)

実施機関： 前橋市

