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  題字   根来 善昭 さん  

 

私の障害者観の基礎を作ってくれた高槻ライフケア協会 

―われもこう 100号を記念して― 
 

         石 神   亙

高槻ライフケア協会が 1991 年(平成３

年)10 月に実施された、第 1 回ケアワーカ

ー養成講座で、あの牧口一二さんの「障害

者のとらえ方 パート１」に続いて、なんと私

が「障害者のとらえ方 パート２」という演題

の講座を受け持ったことが、高槻ライフケア

協会 20年誌に載っています。いま思っても

汗顔の至りなのですが、私は、高槻ライフケ

ア協会の草創期から関わらせてもらったこと

は間違いないことになります。         

その頃、私はまだ国立大阪南病院(現・独

立行政法人 大阪南医療センター)に在籍

していました。奈佐原に情緒障害児短期治

療施設と附属診療所を開設する準備中でも

あったので、梅田和子さんのご紹介で、高

槻ライフケア協会のみならず高槻市立障害

者センターの望ましいあり方などについて、

利用者の立場で考える仲間に加えていた

だき、自分の障害者観を見直す良い機会に

もなりました。 

その後、高槻ライフケア協会がケアワーカ

ー養成研修(ホームヘルパー2 級課程)をは

じめられた 1997 年 4 月以来、「障害・疾病

の理解―３(知的障害)」を約 20 年間にわた

ってお引き受けすることになりました。しかも、

受講生の方たちは教科書を使っておられる

にも拘らず、私は、自作のプリントを作って

配布していただき、「知的障害・自閉性障

害・てんかん」について、それぞれの障害を

持った人たちと身近に接する、親、ケアワー

カー、ガイドヘルパーなどが、障害をもちな

がら生活する人たちをどう理解し、その人た

ちとどう関わったら良いのかを、私自身の経

験や、是非読んで欲しい文献を紹介しなが

ら、話させていただきました。それも、毎回

のように改訂を加えるのですから、研修係の

方も大変だったと思います。そこまでしたの

も、知的障害や自閉症をもった人たちに直

接関わる人たちとの関係こそが、大きな影

響を与えるとの思いからです。その中で私

が大切にしてきたことは、「人は一人一人違

っていること」「障害者である前に人間であ 
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ること」でした。 

私に強い印象をあたえてくれた、４歳頃か

ら診てきた自閉症の男性がいます。彼は幼

い頃には、よくお母さんを困らせる行動をし

ていました。例えば買ってほしいものが買っ

てもらえないと、自分の帽子をデパートのエ

レベーターに投げ込んで、お母さんが取り

に行かねばならなくするなどです。しかし、

ある日の面接で、お母さんが「この子を育て

るには片手間ではダメですね。」と述懐され

たその週から急に態度が素直になり、担当

のセラピストも「何かあったのですか。」と驚

くほどでした。その日のセラピーで、他人を

当てにする態度をはじめて見せたというの

です。成長はその後も続き、中学校を卒業

する頃には「竹を割ったような素直な性格」

と評されるほどになっていました。成人後は

私への年賀状に「1 月４日午後 7 時に電話

します」と毎年私と飲みに行く日を約束する

電話をしてくるようになりました。しかしある 

 

時、約束の時間になっても彼が現れないの

です。心配になってご自宅に電話すると、

勤め先に問い合わせられたところ、その日、

突然残業を命じられたことが分かったので

す。彼は「約束があります。」と言って残業を

断ることができなかったのです。この事実を

見ても、障害をもった人は、自分の都合を主

張することができず、相手の言いなりになっ

てしまうことが分かります。 

言葉を替えて言えば、障害を持つ人たち

は「世に憚りながら遠慮がちに生きている人

たち」なのです。 

高槻ライフケア協会が「世に憚って生きて

いる人たちの代理人・代弁者となりながら。

社会的に弱い立場にある人たちが、自由に

伸びやかに生きて行けるような援助を、この

高槻の地でこれからも継続されることを願っ

ています。 

 

 

  

 

 

物品販売にご協力ください    
□コーヒー（豆、挽）            □島原手延べ素麺 眉山の糸 

 コーヒーショップのブレンドです。       長崎県島原市の白山製麺製です。 

     1 ㎏：1,700 円 500ｇ：850 円      コシのある美味しい素麺ですよ。 

                       1 ㎏～5 ㎏ ： 1,200 円～5,300 円 

 □泉州産塩わかめ                ＊高槻市、茨木市、島本町、枚方市は 

  これからの季節は酢の物にどうぞ。        送料無料（その他の地域は実費） 

            130g  300 円 

 □おとひめこんぶ 

1 袋：500 円（南北海道椴法華村の黒口浜 

一帯で育成された真昆布一年物です） 

   とても軟らかく、煮物に最適です。         
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 サービス提供実績報告 
 

 
◎社会福祉法人 

 

 

 

 

 

 
◎特定非営利活動法人 

≪訪問介護≫ 2017年 4月～5月 

 

2016年度合計 

利用件数 1,975 件 10,590 件 

利用時間 1431,.76 時間 8,362.89 時間 

生活援助 743.60 時間 4,674.06 時間 

身体介護 688.16 時間 3,688.83 時間 

≪介護予防訪問介護≫  

利用件数 641 件 4,260 件 

利用時間 618.40 時間 4,143.36 時間 

≪障害福祉・居宅介護≫ 2017年 4月～5月 

 

2016年度合計 

利用件数 1,937 件 12,734 件 

利用時間 2,108.00 時間 12,798.25 時間 

家事援助 947.00 時間 5,559.00 時間 

身体介護 989.00 時間 6,302.50 時間 

通院介助 172.00 時間 936.75 時間 

≪重度訪問介護≫ 2017年 4月～5月 

 

2016年度合計 

利用件数 106 件 725 件 

利用時間 182.50 時間 1,293.75 時間 

≪同行援護≫ 2017年 4月～5月 

 

2016年度合計 

利用件数 266 件 1,169 件 

利用時間 637.00 時間 2,588.50 時間 

≪移動支援≫ 2017年 4月～5月 

 

2016年度合計 

利用件数 385 件 2,456 件 

利用時間 1,252.0 時間 7,378.3 時間 

≪ケアワーカー派遣サービス≫ 2017年 4月～5月 

 

2016年度合計 

利用件数 386 件 1,963 件 

利用時間 372.0 時間 1,888.1 時間 

家事援助 242.5 時間 1,200.0 時間 

身辺ケア 87.5 時間 351.0 時間 

社会的援助 42.0 時間 337.1 時間 

≪福祉移送サービス≫ 2017年 4月～5月 

 

2016年度合計 

利用件数 23 件 121 件 

利用時間 1,670 分 7,310 分 

利用距離 476 ｋｍ 2,448 ｋｍ 
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通所介護 

 5 月の恒例の行事になっていますが、

今年も茨木の薔薇園に出かけました。 

茨木までの道程はいつものお出かけより

少し長めのドライブです。途中の景色を

見ながらあれやこれやと話しも弾みます。 

中には、「いったい何処まで行くの！ま

だ着かないの！」と怪訝そうな顔をされ

る方がいらっしゃいました。そんなAさ

んは、現地に到着し車を降りると、「わ

たしゃこんな所、もう来たわ‼行きとう

ないわ！」と渋々一緒に歩き出します。

ところが、一歩、薔薇園に踏み込むなり 

「わぁ〜っ！」と目をキラキラさせ、顔

もニコニコ輝きました。「綺麗じゃなぁ

〜っ。」と大変喜ばれ、「わたしゃこれが

ええわ！」っと大きな真っ赤な薔薇を指

差し何度もおっしゃいました。 

日差しの強い日でしたが、そよ風は気持

ちよく、薔薇の香りが“ふわぁり”と、

あちらこちらに浮かんでいるようでした。 

 

 

 

訪問介護 

 友人に勧められ、ホームヘルパー2 級

の資格を取得し、高槻ライフケア協会で

働いていましたが、いつも自分の中では

「私は、この仕事に向いていないのでは

ないか…」と自問自答しながらの日々で

した。 

 ある時期、一人で訪問する時に恐怖感

を感じて一度退職し、特別養護老人ホー

ムで働きましたが、少し強くなって、高

槻ライフケア協会に登録のケアワーカー

として働き、今年の 5 月からは常勤とし

て勤務しています。 

 息子さんが障がいを抱えていて、寝る

こともままならず頑張っておられるお母

さんＴさん・Ｍさんと出会え、私は自分

の考えの甘さを感じるようになりました。

高齢の方・障がいの方・ご家族の少しで

も力になり、話を聴き・寄り添い・笑顔

になっていただき、先輩方の質の良いケ

アを吸収していきたいと思います。(Ａ)

                 くらし創造の家 朋（とも） 生活介護   

 ＜４月から新しく入られたＫさん＞ 

 まだひと月ほどの利用ですが、すでに

すっかり馴染んだ人気者のＫさんは、よ

く笑う方で誰の話でも大笑い。しゃべり

好きのＯさんやＴさんの笑い話に大笑い

すると、ＯさんＴさんは「Ｋさんがいる

と自信がつく、楽しいよ‼」と最近ではま

すますおしゃべりになり、好い関係をむ

すんでいるようで、早くも欠かせない存

在です。朋のメンバーは個性豊かな面々

がいますが、そこへ、新たな個性をもっ

て加わられたＫさん、楽しい毎日を過ご

されています。 

事業所だより 
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くらし創造の家 朋（とも） 小規模多機能型居宅介護 

4 月は桜の花の壁画を飾り、筒井池公

園に花見に出かけました。「まるでじゅ

うたんの様に花びらが敷きつめられてい

たよ。」とたくさんの花びらを手に取っ

て見る M さん。その他の皆さんも「今

年もこんなきれいな桜が見られてよかっ

た。」「来年もまたこんなきれいな桜の花

がみられる様に頑張ろう。」とそれぞれ

感想を言いながら、楽しいひとときを過

ごしました。 

5 月は特大（35cm ほど）のてるてる

坊主を 14 体作りました。そのてるてる

坊主の顔に利用者さんが、思い思いの顔

を書きました。笑っている顔、怒ってい

る顔、泣きそうな顔、目の大きなかわい

い顔…。それらを壁にぶら下げると、

「これ私が書いた顔や！いちばんかわい

いやろ。」とてるてる坊主を見ながら話

が弾みます。ジメジメとした梅雨時も、

今年は並んだてるてる坊主の顔を見なが

ら、みんなでお話をして楽しく過ごしま

した。 

 

              あすなろ 小規模多機能型居宅介護    

 あすなろの大きな窓から見える景色が

新緑のきれいな季節になりました。 

 あすなろの利用者様には裁縫をお願い

する事があります。つい先日も、おしぼ

りを縫ってもらおうとＴさんにお願いし

たところ「お安い御用。」と受けて下さい

ました。 

スタッフが針に糸を通して渡そうと糸通

しに苦戦していると、「借してみなはれ」

と、針と糸を渡すとあっという間に通し

てくださいました。「簡単、かんたん。」

と言われ皆、拍手喝采。御年 90 歳を越え

てるＴさん。いやはや馴れた手つきに脱

帽でした。 

もちろんあっという間におしぼりも縫っ

て下さいました。 

これから暑き日が続きますが、元気体操

やリハビリ体操等で、暑さを乗り切ろう

と思っています。 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 後援会主催の日帰りバスツアーは 9月 2４日（日）の予定です。 

シーサイドホテル舞子ビラ神戸で美味しい昼食を、 

そして明石の“魚の棚”でお買いものを・・・と計画中です。お楽しみに！ 

秋の日帰りバスツアー のお知らせ 
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2016（平成 28）年度 事業報告 

Ⅰ 法人事業運営の総括 

社会福祉法改正にともない、社会福祉法人の理事会と評議員会の大幅な役割と権限の

変更、評議員選任・解任委員会が新たに発足、評議員 7名の選任を行いました。 

小規模多機能型居宅介護あすなろは、指定短期利用(ショートステイ)を 6 月から実施、毎

月、定期利用者がいる状況になりました。さらに地域交流センターのコミュニティ・カフェも定

着し、ランチの会は好評で 20 名の予約制での提供、定期的な作品展など、地域住民による

運営と創意工夫した挑戦を続けています。 

介護保険制度改正に訪問介護事業は対応が遅れ、サービス量は増えても事業収入の減

少が続いています。今後も制度改正や構造転換が予測される中で、働く人たちの雇用を守る

とともに、＜ニーズ＞を見極めることが重要になってきています。 

高槻ライフケア協会で働く人たちに共通する＜きめ細やかなケア＞は定評があり、今後も

継承していきます。新任常勤職員対象の事業所体験実習を行い、実習指導職員の配置と実

習評価会議を開き、中堅職員の指導力の向上と質的な効果を上げてきているところです。そ

の一方で、業務管理を担う管理者等の問題意識の醸成と質の向上は、悩ましい課題として残

されています。 

 

Ⅱ 法人本部 事業報告 

１、老人デイサービス事業は地域密着型に移行し、全 2 回の運営推進会議を、利用者    

  代表、家族、民生委員、地域包括支援センター等 6 名で開催しました。 

２、介護に関わる人材育成として、 

  ①初任者研修を春・秋コースで 20 名が修了し、受講生の開拓に努めました。 

  ②喀痰吸引等医療的ケア研修(第 3 号)を年 2 回実施、35 名が修了しました。 

３、人事管理とキャリアパスの整備 

  ①新任常勤職員に事業所実習を実施、実習評価のフィードバックを行いました。 

  ②介護職員は処遇改善加算を原資に、一時金を年 3 回支給しました。 

４、社会福祉法人の事業支援と広報啓発をすすめました。 

  ①広報紙“われもこう”の発行(季刊、600 部印刷) 

  ②税額控除法人への協力は、寄附者 135 人、寄附金 1,752,500 円でした。 

５、理事会・評議員会の開催 

  第 58 回～第 61 回、評議員会は第 51 回～第 53 回開催し、理事・評議員の選任、

2015 年度事業及び決算報告、2017 年度事業計画及び予算の承認等を行いました。 

６、評議員・解任委員会の開催 

  3 月 3 日に評議員 7 名を選任しました。 
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    社会福祉法人高槻ライフケア協会 2016 年度決算報告書 

事業収支計算書 

                                   
 

貸借対照表 
                                2017年 3月 31 日現在 

  

収     入 支    出 

科     目 金  額 科     目 金  額 

介護保険事業 

障害福祉サービス 

移動支援 

公益事業 

補助金 

処遇改善加算 

特定事業所加算返金 

寄附金 
国庫補助金等特別積立金取崩額 

受取利息 

雑収入 

147,621,063 

104,200,402 

17,328,027 

19､060,502 

1,219,800 

17,626,800 

△4,286,327 

1,755,500 

2,498,070 

5,620 

2,946,790 

人件費 

事務費 

事業費 

減価償却費 

借入金利息 

当期活動収支差額 

243,154,312 

31,474,350 

14,709,186 

7,158,592 

579,191 

12,900,616 

合     計 309,976,247 合     計 309,976,247 

資産の部 負債の部 

流動資産 140,952,945 流動負債 29,482,538 

現金 

普通預金 

定期預金 

未収金 

立替金 

前払金 

仮払金 

49,051 

58,840,053 

20,300,090 

46,317,797 

15,405,104 

40,430 

420 

未払金 

預り金 

前受金 

仮受金 

27,244,251 

604,294 

800,593 

833,400 

固定負債 48,846,000 

設備資金借入金 
その他の運営資金借入金 

22,428,000 

26,418,000 

固定資産 180,833,439 負債の合計 78,328,538 

基本財産 161,775,228 純資産の部 

土地 

建物 

87,798,186 

73,977,042 

基本金 10,000,000 

基本金 10,000,000 

その他の固定資産 19,058,211 国庫補助金等特別積立金 38,354,357 

建物 

車輌運搬具 

器具及び備品 

権利 

投資有価証券 

14,119,773 

823,183 

1,226,455 

2,885,800 

3,000 

次期繰越活動収支差額 195,103,489 

次期繰越活動収支差額 
（うち当期活動収支差額） 

195,103,489 

12,900,616 

純資産の部合計 243,457,846 

  

資産の部合計 321,786,384 負債及び純資産の部合計 321,786,384 
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ご協力に感謝します   2017 年 4 月 1 日～6 月 20 日（敬称略・順不同） 

 ＜社会福祉法人＞ 

◇寄附金  2017年度 累計 225,000円 

小島由美子、西嶋和子、松岡とも子、松田

奈々絵、高橋郁子、丸岡トシミ、川浪スヱ子、

吉川信子、柗上利男、牧口 明。 

◇寄贈 井上吉弘、藤森善重、丸山美紀。 

 

 

 

◎ 社会福祉法人高槻ライフケア協会への寄

附金は、確定申告の際、税額控除制度の適

用を受けることができます。 

＜NPO法人＞ 

◇後援会費 2017年度 累計 254,000円 

個人会員 ： 林 玲子、澤田知子、松岡とも

子、田中佳代、田中弘子、矢倉里美、深尾

欣子、竹中和枝、粟飯原みき子、森田和江、

三俣玲子、伊達ヒロミ、阪本恵美子、堀田和

喜、乾千鶴子、鍵谷誠一、小山周一、鈴木

みどり、植田旬子、髙野孝、高橋郁子、厚東

まどか、牧野喜代子、室田千津子、伊藤俊

子、尾畑美智子、村上雅子、田伏洋一、布

施和生、久良善子、兵頭早苗、實島けい子、 

河合賀代子、服部章子、丸岡トシミ、小林フ

ジ子、豊田耀子、池上澄雄、馬庭京子、梅

田和子、久保啓子、青木千代子、井上昭太

郎、藤森美和、松岡由美子、奥田稔、吉川

信子、根来善昭、根来博昭、小沢福子、三

田村啓子、新保幸子、池本律子、平尾欣子、

古元美枝子、足立顕弘、杉本栄、市谷栄一、

西嶋和子、東和、鶴野玲子、山口重雄、山

本緩子、北畑政和、小林信博、硎屋佐智子。 

法人会員 ： 社会福祉法人北摂杉の子会、

有限会社川居精米所、社会福祉法人あい・

あい福祉会、医療法人健和会、株式会社ＦＩ

ＥＬＤ土香。 

◇寄附金   2017年度 累計 45,000円 

鈴木みどり、牧野喜代子、丸岡トシミ、池上

澄雄、新保幸子、北畑政和。 

 

 

 

 

【編集後記】 

 

 今回でわれもこう第 100 号、3 桁台に

突入しました。これも皆様のお力添えが

あったからこそだと思います。第 1 号か

ら計算しますと、われもこうの歴史はな

んと 25 年目（！）です。25 年前…、当

時は何があったでしょうか。調べてみま

すと、東海道新幹線「のぞみ」の登場や、

バルセロナ五輪の開幕もありました。そ

んな時代から、長い歴史を持っている高

槻ライフケア協会。今後とも皆様と共に、

歩み続けたいです。(Ｋ) 
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