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巻頭言―認めるけど、認められない!?― 
政治思想には、「保守」と「リベラル」という区別がありま

す。保守主義（conservatism）は、従来からの伝統や文化や

習慣などを重視し、それらを“守る”という姿勢をとる立場の

ことをいいます。これに対しリベラル（liberal）・リベラリズ

ム（liberalism）は、伝統や文化、習慣よりも“自由”を重視す

る立場で、“平等”を志向するという側面もあります。 

西欧文化圏ではアメリカとヨーロッパではやや事情が異

なるのですが、ジョン・ロールズというアメリカの政治学者

が『正義論』（1971）で、個々人の自由は最大限尊重されな

ければならないとしつつも、社会生活において格差のため不

遇な状況に置かれる人に対しては、一定の是正措置をとるこ

とは正義にかなっているということを主張しました。こうし

た考え方がもとになり、リベラリズムは言葉通りの意味での

自由主義というよりは、“社会的平等”も視野に入れ、制度的

には所得の再分配を中心とした福祉国家政策（社会保障政策）

を合理化する理論として広く普及しています。このような立

場は、ヨーロッパでは「社会民主主義」といわれますが、ア

メリカでいうリベラリズムよりも、より平等志向が強く、ス

ウェーデンやデンマークなどの福祉国家政策を推進してき

た思想でもあります。なお、アメリカにおいて、福祉国家政

策に批判的で、個々人の自由をより重視する立場は、リバタ

リアニズム（libertarianism）といいます。 

さて、政治思想というと、私たちの日常の生活からすると

無縁のように思うかもしれませんが、実は生活をしていく上

では意外と重要です。たとえば、今期（2019 年４月～6 月期）

のテレビドラマでは、『俺のスカート、どこ行った？』や『き

のう何食べた？』といった LGBT（セクシュアル・マイノリ

ティ）の人を主人公にしたドラマが放送されています。バラ

エティ番組などでもそうした人たちが多く出演するように

なっており、偏見や差別もなくなりつつあるのかもしれませ

んが、それでもやはり根強く残っているといえます。 

政治思想との関連でいうと、たとえば結婚や家族について

考えた際に、保守的な立場からすれば、結婚は男女でするも

のであり、同性婚には否定的になります。逆にリベラルな立

場からすれば、認めるべきだということになります。欧米で

は早くから同性婚を認める国や州がありましたが、渋谷区が

2015 年 11 月に日本で最初の「渋谷区男女平等及び多様性を

尊重する社会を推進する条例」を制定しています。関西でも

宝塚市（2016 年 6 月）や大阪市（2018 年 7 月）が要綱を定

めています。このように社会の変化に伴い、制度や仕組みも

変化するのですが、リベラルは“多様性”を尊重し、変化を後

押しする立場であり、保守は変化を拒む傾向にあります。 

しかし、それほど簡単でないのは、一般に安倍総理は保守

派とされていますが、憲法改正（変化）には前向きで、逆に

リベラル派とされる立憲民主党などは「護憲」の（つまり変

化を拒む）立場で改正には反対です。ここでは「日本の国を

守る」・軍事力強化＝保守、非武装・平和主義がリベラルとい

う図式になります。また、経済政策についても、競争や効率、

成果を重視した改革を進め、格差が生じたり、倒産する企業

が出てきても仕方ないとする考え方は保守で、格差を是正し、

社会の急激な変化を緩和（＝福祉政策を重視）すべきだと主

張するのはリベラルなので、ここでも変化を進めているのが

保守で、変化を拒むのがリベラルという図式になります。こ

のように社会の実情をふまえると「保守」は伝統や文化を重

視しつつ競争や効率、自己責任（だから福祉サービスに頼ら

ないことがよしとされる）、あるいは国防などを重視する立

場で、「リベラル」は平等や平和、福祉を重視し、個人や企業

の競争や成果よりも、多様性を認め、“分かち合い”を大切に

する立場だといえます。 

ここでは二項対立的に整理してみましたが、リベラル派の

ように多様性＝“ちがい”を認めるのであれば、「多様性を認め

ない」という保守派の主張を「ちがい」として認めなければ

なりません。しかしそうすると自らの主張が崩れてしまうと

いう論理的なパラドックスに陥ります。そこでリベラルの立

場からすれば、保守派の主張は意見のちがいとしては「認め

る」けれども、実際の政策や実践においては、そのことで苦

しむ人がいる以上、「認められない」ということになります。

難しいですが、じっくり考えてみることが大切ですね。 
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シリーズ 情勢分析と運営・実践の処方箋 
今月のテーマ：個別支援計画（3） 
◆日中活動 

 個別支援計画においては、それぞれの利用者が日中どのよ

うに過ごすのかという日中活動の支援の計画化が重要なポ

イントになる。通所施設の場合は、利用者は自宅やグループ

ホームで生活し、日中活動として生活介護や就労継続支援、

就労移行支援などの各種の事業を選択して利用することに

なる。入所施設の場合は、一般には「居住の場」と「日中活

動」の場が同一のこと（職住一体）が多いが、2006 年から施

行された障害者自立支援法以降は（現在の障害者総合支援法

においては）、居住の場としての機能は「施設入所支援」に、

日中活動の機能は上記の生活介護などの事業に分けられ、実

施されるようになっている。法の趣旨に基づけば、居住の場

としての入所施設と日中活動の場としての各種の事業は、分

離（職住分離）しているほうが、生活の幅が広がり、生活の

質を豊かにするという観点からしても好ましいといえる。 

しかし、生活を豊かにするためには、そうした形態的なこ

とも重要であるが、そこでの日中活動の支援内容・プログラ

ムのあり方についてもより深く検討する必要がある。 

◆生活を豊かにする観点―秩序と複雑性の縮減― 

 たとえば、就労継続支援Ｂ型の事業を利用しているとして、

Ｋさんは午後 1 時から３時まで「作業Ａ」をしているとする。

この場合、他の選択肢は「作業Ｂ」しかなく、Ｋさんはその

いずれかしか選べない状況にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

次の図でも、Ｋさんは「作業Ａ」をしている。しかし、時

間の制約はなく、他の選択肢としては「買い物」「映画」「散

歩」「昼寝」などがあり、そのなかから「作業Ａ」を選んでい

ることになる。いずれの場合でもＫさんは「作業Ａ」をして

いることになるが、その意味は大きく異なる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秩序とは、それを構成する要素のあいだに協調的な関係が

確立された状態のことをいう。つまり各々の要素が勝手に動

きまわっている状態には秩序は存在しない。一般には秩序が

形成されると、個人の自由は制限される（勝手にふるまうこ

とは制限される）が、他者との協調（あるいは信頼関係）を

通じて別の意味での自由（社会的自由）が形成される。 

高度な秩序（豊かな生活環境）をつくるためには、「複雑性」

を縮減させる度合いを高める必要がある。そのためには複雑

性の度合いも高めなければならない。より大きな複雑性を抱

えこめばそれだけ無秩序に近づくことになる。しかし高度な

秩序とは、無秩序性を排除した秩序ではなく、逆に無秩序性

を取り込み、それでいて無秩序に陥らないような秩序である。

日中活動におけるプログラムにおいて利用者が特定の選択

肢を選ぶ場合、日中活動の「構造」としての「選択肢の束」

の大きさが、複雑性の度合いと複雑性の縮減の度合いを規定

していることになる。単純な秩序では、選択の束が小さくて、

規制が多く（＝「複雑性」が小さく）、表面上の規律が強い状

態であり、選択肢も限定的なために、複雑性を縮減する度合

いも小さくなる。 

したがって、高度な秩序にしていくためには、日中活動の

プログラムとして、多くの「選択の束」を含んだ構造（「複雑

性」が大きい状態）に変えていく必要がある。そして、支援

の過程において、状況に応じて利用者が適切な選択肢を選び

だすような選択ができるようにコミュニケーションをとること

が重要となる。そこでは利用者の想いを汲み取り、本人の“納

得”のもと、活動できるような支援を展開していく必要があ

る。先の図でいえば、K さんは午後からは買い物に行っても

いいし、映画に行くこともできる。場合によっては、休息す

ることも可能である。こうした状況においてＫさんが「作業

Ａ」を“納得”して選ぶためには、職員とのあいだでそのよう

な選択ができるようなコミュニケーションがとられていな

ければならない。 

 厳格なルールのもとで、利用者が一定のプログラムを実施

すれば、プログラムそのものは円滑に進めることができるか

もしれない。しかし、そのことが必ずしも利用者にとってよ

いプログラムであるとは限らない。そこにはある種の“溜め” 

のようなものが必要で、そうした複雑性を備えた日中活動の

構造のなかで、利用者がより適切なプログラムを選択できる

ように支援することが重要になる。 

◆コミュニケーションをとるということ 

 コミュニケーションは、「コミュニケーション能力」が問わ

れることがよくあるように、個人の能力と勘違いされがちだ

がそうではない。コミュニケーションとは二者関係以上にお

ける情報／伝達／理解というやりとりの総体である。ここで

いう「理解」は、私からすれば相手の側のことである。だか

らどのように「理解」されるかは相手次第である。誠心誠意、

伝えようとしても「わかってもらえない」こともある。逆に

言葉巧みに話さなくても「通じ合っている」と感じることも

ある。こうしたコミュニケーションを個々の利用者と丁寧に積

み重ねていくことで、言葉のある／なしに関わらず、信頼関係

を形成し、利用者の“納得”のもと、生活を支援していくための

ツールとしても個別支援計画は重要となる。 

               KCD ラボ代表 松端克文  

（武庫川女子大学文学部心理・社会福祉学科教授） 
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ザ・ワーカー ～支援の現場から～ 
 今月のワーカーは、障害者支援施設ひだまり園の原奈津紀

さんです。 

 ――まず、主な仕事内容について教えてください。 

 ひだまり園は、知的障害のある高齢者の方の入所施設です。

主に利用者さんの日常生活の支援をしています。具体的には、

食事、入浴、トイレなどの介助を行っています。高齢者とい

うことで、転倒やケガ、日々の体調管理には特に気をつけて

います。それぞれの利用者さんが毎日元気に楽しく、のびの

びと過ごせるよう支援しています。 

 日中は、利用者さんと一緒に散歩したり、壁面飾りや貼り

絵、パズルなどを作って、それを飾ったりしています。あっ、

そうそう、ちょうどいま、3 周年記念の壁面をデイルームに

飾ってるんです。ひだまり園ができて今年で 3 年が経つので

…。よかったら見ていってください(笑)。 

 ――そうなんですね、ぜひのちほど…！ 

入職されてから、配属先が何度か変わっているよう

ですが、こうした異動はいかがでしたか？ 

大変でしたね(笑)。就労支援（サニーサイド神戸）のとき

は、利用者さんが自立している方たちだったので、トイレ介

助や食事介助などは、ほとんどしてなかったです。次によう

き寮に移ってからは、重度の知的障害の方もいらっしゃった

ので、トイレ介助とか、どうしたらいいのかわからなくて、

最初は戸惑いました。一緒に働いていた職員のサポートのお

かげで、なんとかできるようになったという感じで…。よう

き寮では、一部介助だったんですけど、現在のひだまり園に

移ってからは、全介助が必要な方たちで、初めてのことばか

りで慣れるまではしんどかったですね。そのときも周りの人

がいろいろ教えてくれたので、なんとか乗り切れましたね。

配属されたところは、それぞれ全然違う環境でしたが、どの

施設・事業所も楽しかったですね。 

――なぜ、福祉の仕事に就こうと思われたのです

か？ 

 学生時代に、友人から「福祉に向いてるんじゃない？」と

言われたことを思い出したのがきっかけです。陽気会に就職

する前は、福祉とは関係のない仕事をしてましたし、大学時

代に福祉を専攻していたわけではないのですが…。 

それから、私自身「おばあちゃん子」だったので、福祉の

仕事をしてみたいと思うようになったのかもしれせん。 

――いまの仕事のおもしろさ、楽しさはどういった

ところにありますか？ 

毎年、イベント行事があるんですよ。春はお花見会、夏は

そうめん流し、秋はハロウィンパーティー、冬はクリスマス

会があって、で、職員と利用者さんが一体となって、準備と

か飾りつけとかをするのがすごく楽しいです。ひだまり園の

職員はとても仲がよくて、みんな楽しみながら参加していて、

それにつられるように利用者さんが笑顔で盛りあげてくれ

て、本当に素敵な施設だなと思っています(笑)。ひだまり園

の利用者さんは、行事の内容などもよくわかっている方が多

いので、利用者さんが喜んでくれている姿を見られるのが、 

 

嬉しいですね。 

 ――反対に、しんどいと思うことはありますか？ 

先ほど少し話しましたが、これまで配属された施設・事業

所とは、利用者さんの介護度が全然違うことですかね。ひだ

まり園にくるまでは、全介助をしたことがなかったのですが、

ひだまり園では動けない利用者さんがほとんどなので、利用

者さんの特性とか介助の方法を覚えるまでがしんどかった

ですね。 

それと、ひだまり園は利用者さんが高齢なので、体調の変

化が激しいところですね。いつ急変するかわからないという

人が何人かいらっしゃるので…。日中はほかの職員やナース

もいるので、まだ安心なんですが、夜勤は 2 人体制なので、

そのときに体調が悪くなったりしたらどうしよう…という

思いはいまだにあります。利用者さんの体調の変化には気を

つけるようにしているのですが、やはりターミナルの方に立

ち会うのは、しんどいというより、辛いですね。いつまでも

慣れないといいますか…。 

――これから福祉の仕事をしたいと考えている人た

ちへ向けてメッセージをお願いします。 

福祉の仕事をする上で、なにか困ることって出てくると思

うのですが、そのときは遠慮せずに周りの人たちに相談して

みてください。すぐに解決できるかどうかはわかりませんが、

福祉の仕事をしている人たちは、優しくて仲間思いで、なお

かつ自分の仕事に責任をもっている人が多いと思います。な

ので、きっとみなさんの力になれると思いますし、相談しや

すい環境だと思います。私自身、先輩や同僚に相談に乗って

もらって、その都度アドバイスをしてもらったり、励まして

もらえたから、ここまでやってこれたんだと思います。 

――優しさが伝わってくるメッセージですね。 

だれに対しても分け隔てなく、いつもにこやかで優しい原

さん。原さんの柔軟性と適応力の高さ、見習いたいです！（真）
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原 奈津紀（はら なつき） 

障害者支援施設 ひだまり園 

   2012年 5月 サニーサイド神戸入職 

   2013年 4月 ようき寮へ異動 

   2017年 5月 ひだまり園へ異動 



  

 

続・施設長リレーインタビュー 
 

いよいよ令和が始まりましたね！新しい時代の幕開けと

ともに、今年度より、新しく就任した施設長を紹介いたしま

す。 

トップバッターは、障害者支援施設ようき寮の寮長である

山口貴大氏です。 

 

 ――施設長着任の意気込みをお聞かせください。 

日頃から、利用者さんやご家族をはじめ、陽気会ならびに

ようき寮に温かいご支援とご協力をいただき、心からお礼と

感謝を申し上げます。 

このたび 2019（平成 31）年４月に、社会福祉法人陽気会 

障害者支援施設ようき寮の施設長に就任しました山口貴大

と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ようき寮の

施設長という大任を仰せつかり、気の引き締まる思いで日々

務めさせていただいています。 

前職は他の社会福祉法人で主に知的障害の方の支援を 20

年ほど行っていました。生活介護、施設入所支援、就労継続

B 型事業所などで勤めていたので、それなりにいろんな経験

をしています。 

施設長着任の意気込みとしては、あまり出しゃばらず、し

かし、いままで経験してきた成功や失敗の実体験を現場の支

援員に伝えながら、「よりよい利用者支援とは？」をみんなで

考え、実践して、利用者も支援員も一緒に成長することがで

きればと考えています。 

 ――ようき寮が目的としている自立支援型施設とし

ての今後の展望はどのようなものでしょうか？ 

まだまだ就任して間もなく、私自身の勉強不足で、具体的

にどのような方向性やプランニングで行っていくかなど、し

っかりとした展望はもてていないのが本音です。なので漠然

とした考えになってしまうのですが、利用者さんに自己決定、

自己選択をしていただく機会を多くつくる、さらにそれを積

極的に叶えていく、ということが今後の展望です。 

施設生活が長い方は、やはり施設のなかで限られた生活を

送っているので、社会生活をしていく上での経験値は少ない

のではないかと思います。しかし、そのような方のなかには、

地域での生活を望んでおられる方もいらっしゃると思いま

すが、具体的にどこで、どのようにして暮らしていくのかと

いうことまではイメージしにくい方が多数ではないかと思

います。 

そこで、まずは「いろんなことを経験する」という経験を

たくさんしていただきたいです。どのような経験をするかは、

「利用者さんが主体となって決める」ということがポイント

です。ご自身が決めたことができるようになることで自信が

つき、今度は「こんなことがしたい、あんなこともしたい」

という望みが膨らみ、より充実した生活を送っていただける

ようになるのではないでしょうか。 

また、これは自立支援とは直接関係ないかもしれませんが、

地域の方との交流を深めていきたいと考えています。地域に

積極的に出て行き、ようき寮のこと、利用者さんのことをも

っと知っていただき、「地域の一員」「ひとりの住民」として

存在していることが実感できることで、これもまた利用者さ

んの生活のよろこびにつながると思います。 

「自立とは何でも自分でできるようになることである」と

考えがちですが、その方がその人らしい暮らしができるよう

に、あらゆる支援を受けて充実した生活を送ることが自立と

いえるのではないでしょうか。こうした観点から、よりよい

支援の充実に努めてきたいと考えています。 

――ご自身が仕事をする上で大切にされていること

は、どのようなことですか？ 

私が常に心がけていることは、「プロフェッショナルであ

りたい」ということです。利用者さん一人ひとりに必要な支

援の内容はもちろん違います。その方の障害特性やいままで

生きてきたバックボーンなどを充分把握し、分析、アセスメ

ントを行うことで支援する上で大切なことが見えてくるの

だと思います。と偉そうに言っていますが、私自身まだまだ

未熟で、できていないことだらけなので、これはあくまでも

理想です。自分自身もそのような支援員になりたいですし、

専門職として力を発揮できる支援員を育てていきたいと思

っています。 

また、「常に安定した精神状態で過ごすこと」も心がけてい

ることのひとつです。利用者さんに日々楽しく、充実した生

活を送っていただけるような支援を提供するには、支援する

側の職員自身が充実した生活を送る必要があると思います。

日々充実した生活というのはオーバーかもしれませんが、支

援する側の人間が慢性的に疲れた顔をして利用者さんに接

しているようでは、サービスを提供する者として適切ではな

いと思います。 

ストレス社会と言われているなかで、支援員が余裕をもっ

て仕事に取り組めるような環境をつくるのは容易ではあり

ませんが、支援員が仕事に誇りをもって勤めてもらえるよう

な職場にしていくことも、私の大切な仕事のひとつだと考え

ています。 

――「利用者さんの幸せを第一に考えることが、職

員の幸せにつながると思います」と笑顔で語られた山

口氏。「地域に根ざした施設」としての取り組み、期待

しています！本日はお忙しいところ、ありがとうござ

いました。（真） 
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しごとサポート北部 
～移転後、4月 1日オープンしました～ 
今年の４月より、法人本部近くのコンビニエンスストアの

隣に、神戸市の受託事業「しごとサポート北部」（北部地域障

害者就労推進センター）を開所しました。事務所と、面談室・

相談室がそれぞれ２つずつあり、出入口正面にはかなり広い

スペースがあります。 

「しごとサポート北部」は、北区に在住もしくは働かれて

いる障害のある方に、労働・福祉・保健・教育・医療などの

関係機関や企業と連携し、就労に関するさまざまな支援を行

うところです。具体的には、「働きたいけれど、どうしたらい

いだろうか」といったことや、「自分に合う仕事を一緒に考え

てほしい」といった相談を受けたり、「企業の面接に一緒に行

ってほしい」などの依頼を受けて同行したりと、一人ひとり

に合ったサポートを行っています。 

“しごと開拓員”は、障害者雇用の推進を目的に、企業へ障

害特性の説明を行ったり、業務内容の確認や工夫をしてマッ

チングを考えたりなど、さまざまな支援機関と連携して支援

を行います。 

そのほかそれぞれの地域に、「神戸市障害者就労推進セン

ター・しごとサポート中部」や「しごとサポート東部」、「し

ごとサポート西部」、「しごとサポート ICT」があります。 

センター長である澤村友也氏に、準備期間から現在につい

て話を伺いました。 

 「2 月から、前事業者からの引き継ぎが始まり、研修会へ

の参加や企業回りなどを進めてきました。事業所の場所を選

定し、内部改修工事を行い、パソコン、電話、備品などを準

備し、4 月 1 日にオープンすることができました。1 か月余

りが経った現在も、まだ慌ただしくしていますが、少しずつ

業務に慣れてきた感じです。 

業務としては、いますぐに動かないといけないケースと、

今後取り組む必要のある課題が多くあり…。日々整理しなが

ら取り組んでいます。ケースによっては、難しいこともあり

ますが、その分やりがいも感じています。障害のある方の就

労支援に向けて、『しごとサポート北部』ができることをして

いきたいと考えています。」 

 

続いて、しごと開拓員の広瀬祥行氏に話を伺いました。 

「手さぐり状態で始まった業務ですが、“しごと開拓員”と

して携わるなかで、この地域で障害のある方がたくさん働い

ていらっしゃることに、まず驚きました。そして多くの企業

が、自分の想像以上に、障害のある方のことを理解している

ことに感動しました。地域にかかわっていくことを基本に、

障害のある方が地域で生活を続けられるよう、働く場所が広

がるように取り組んでいきたいと思います。」 

 

さまざまな職業で、「AＩが人にとってかわるかも」と言わ

れている今日ですが、「しごとサポート北部」で感じたことは、

「働きたい」「働いてもらいたい」というまっすぐな思いでし

た。”仕事“を通じてだれもが自分自身の居場所や存在意義を

確認し、社会とつながっていきたいと思うのではないでしょ

うか。以前は雑貨屋があった場所で、隣はコンビニエンスス

トアということもあり、「ここはなに？」といった面持ちで自

動ドアを思わず開けられる方もいらっしゃいます。いつか、

この場所が「しごとサポート北部」で、ここに来るとだれか

と話ができて、なにかすることがあって楽しい場所…という

ように、地域の方が気軽に立ち寄ってくださるような、そん

な場所になれるといいなぁと思います。（朝） 

受け付け 

ティーサーバー：相談に訪れた方も自由にお茶が飲めます！ 

事務所 

広いフリースペースがあるので、これから活用する予定です 
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ちょっといいですか？大西ですけど…
―平成から令和へ― 

◆平成時代をふりかえる 

 この業界とは、ほぼ無縁だった 10 連休も終わり、世間は日常を取り戻しています。「令和」という元号に、最初は、戸惑い

もありましたが、パソコンに単語登録をしたり、身近な書類を訂正したり、日付を令和にして文書を作成したりするうちに、

違和感が薄れていっているところですが、皆様はいかがでしょうか。 

 いまさらですが、去っていった平成の 30 年間を振り返ってみることにしました。私は、昭和 60 年にこの業界に入っていま

すので、平成の時代は、始まりから終わりまでこの業界にどっぷりと浸かっていたことになります。平成時代の中頃に、措置

制度から利用契約制度への転換という、この業界の歴史に残る大変革を経験しました。施設の利用に１割のお金が必要になる

ことや、契約書というものができて本人が署名しなければならないことや、収入が日割りになって書類が増えることや、施設

を自由に選ぶことができる時代になることなど、予想もしなかった事態に直面し、最初はみんなで混乱していました。     

しかし、その多くが実際には現実化していかず、利用料は、減免措置という手法の導入で、実際には１割負担は見送られた

り、契約書は、代理人制度の導入で、実際には家族が署名していたり、施設は、相変わらず満員で、実際には利用者の選択肢

が限定されていたり、そんなに大きな変革はありませんでした。ただ、収入（報酬）のシステムだけは、崩れることなく定着

していって、いまでは、日割り計算はあたりまえ、に加えて、細かな報酬単価、多くの加算で、別の混乱が生じています。 

厚生労働省の官僚と、私たち凡人の「差」を見せつけられている時代になったような気がします。 

◆令和時代に期待する 

 で、令和の時代は、どのような福祉制度になるのでしょうか。再び大変革が起きることはないかと思います。基本報酬が下

がる、とれそうでとれない加算が追加される、意味不明な施設の設置基準が設けられる、目的不明な新しい事業が突然創設さ

れるなど、（疑ってはいけないのですが）心配は尽きません。 

が、入所施設建設が復活する、重度者に対する手立てがさらに充実する、職員の処遇がますます向上する、一昔前のように

若者が集まる、そのような時代が訪れることを期待しています。これらは、国や行政機関にだけ任せていても実現しません。

そのような業界となるよう私自身も努力していきたいと思います。（大） 

 

 

           

陽気会は、1958 年 9 月 1日に知的障害児施設おかば学園を開所し、61 年目を迎えています。 

私たちは、これからも私たちの生活の舞台としての“コミュニティ”をより暮らしていきやすくなるよう“デザイン”し、 

陽気会を拠点とした「福祉ゾーン」の創造を目指して、みなさまと力を合わせて実践していきます。 
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