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事業所と我が子の居場所
新体制になり、２年目に入りました。日頃から社会福祉法人豊田市育成会にご理解、ご協力をいただ
きありがとうございます。育成会のモットーは「安心」「夢」「笑顔」です。これらは、まず各ジョイ
ナスから生まれるものではありませんか？

一日どんな仕事をして、安心して仲間と仲よく、休憩時間

も笑っていられる場所。私も母親として事業所に顔を出し、管理者や支援員と相談したりしています。
事業所はいろいろと迷惑かもしれませんが、我が子が大切ですから。
会員の皆様も、事業所や育成会にご意見、ご希望があればご連絡下さい。私たちの育成会を、もっと
もっと良くしていきましょう。
社会福祉法人豊田市育成会
理事 尾崎

治子

表紙写真●社会貢献、地域交流は育成会の事業活動の大きなテーマです。ジョイナス各事業所、各支部などで、こ
のテーマに基いた活動が行われています。写真は、夏の交通安全市民運動期間中に若林西町西山交差点で行ったジ
ョイナスたかおかの立哨活動（他の事業所でも同様の活動を行いました）

『工賃向上計画』 を策定（平成 24 年度～26 年度）

工賃アップは福祉サービスの質の向上
福祉サービス事業を行う事業所の利用者さんに
は、就業の対価として工賃が支払われます。しか
し、従来から福祉という概念のもと、十分な工賃
の確保に積極的ではありませんでした。こうした
状況を改善するため、国（厚生労働省）の方針に
より、すべての都道府県で「工賃倍増５か年計画」
（平成 19～23 年度）を策定し、５年間で平均工
賃の倍増を目指してきました。愛知県内の平成 19
年当時の就労継続支援Ｂ型事業を行う知的障がい

●工賃向上は自立への道

者通所授産施設数は 109 施設で、月額平均工賃は

形成、職員の意識や業務に対する姿勢の変革です。

11,416 円でした。しかしながら、個々の事業所

工賃アップは「福祉サービスを損なう」のではな

レベルで計画策定が実施されなかった、景気の低

く、
「福祉サービスの質の向上につながる」という

迷、市町村や地域の理解協力体制の不足などによ

事業所としてのサービスのあり方の変革です。平

り、
平成 22 年度実績で平均工賃は 14,126 円と、

成 23 年度から社会福祉法人として本格稼働した

倍増には遠く及びませんでした。

育成会ですが、月額平均工賃は 8,673 円で、県平

工賃水準の向上は、地域生活における自立を促

均の６割程度にとどまっています。こうした状況

す上でとても重要であることから、国からは引き

を打破し、全国平均の 15,000 円に少しでも近づ

続き平成 24～26 年度までの 3 か年における「工

けるべく、各ジョイナスの事業所ごとに工賃向上

賃向上計画」を策定し推進するとの指針が示され

計画を策定しました。６月に行った職員研修でも

ました。その中では、都道府県による「工賃向上

このテーマに取り組み、講師からは、授産製品の

計画」に加えて、就労継続支援Ｂ型事業を実施す

営業活動が出来ていないなどの指摘をいただきま

るすべての事業所ごとに「工賃向上計画」を策定

した。これまでの弱い面を補強し、強みに変えて

することとされています。

いく取り組みこそが工賃アップのカギです。

工賃向上の事業の流れは、仕入れ（原材料費）
→製造（製造コスト）→販売（販売コスト）です。

目標は月額 12,040 円

工賃は「売上－経費／利用者数」、そして売上は「客

ジョイナスの各事業所に目標工賃達成指導担当

数（新規客、既存客）×客単価（単価、個数）
」で

の職員を配置し策定した育成会の工賃向上計画、

す。そのため、①新規客を増やす→何らかの営業

平成 26 年度目標額は月額 12,040 円（１人あた

行為→販売、②既存客の購入頻度を増す→関係の

り平均）です。仕事や生活の環境にいい変化があ

強化を図る→販売、③単価を上げる→相手の満足

ると、利用者さんはいい表情を見せてくれます。

感を高める→開発（製造×販売）→代替のない製

その時私たちは、利用者さんの違ったよい面を見

品を開発する→開発（製造×販売）、④販売個数を

ることが出来ます。ジョイナスとしての支援の本

増やす→コストリーダーになる→仕入れ＋製造、

質は、利用者さんの発達を保障することで、その

などの要素が重要です。

手段は「環境を変える」取り組みです。計画の推

もう一つの視点は、職員・利用者・家族の合意

進は、その人にあう環境に変える大切な一歩です。

☆きずなっくす☆

本人部会です！

◇ぼくは本人部会の体操を２回しました。チューブ体
操、棒体操、ペットボトル体操をしました。うまく
できました。これからも頑張ります。
本人部会委員 成瀬 和明
◆２月にカラオケ＆カレーパーティーを行いました。
多数の参加者、ボランティアの皆様ありがとうござ
います。本年度は６月からゆとりの時間の杉坂さん
絵:高岡支部 尾崎 円
を講師に迎え、「きずなっくす」を立ち上げました
。10 数名の利用者と保護者で、軽い運動をして心
地よい汗をかいています。まだまだ定員に余裕がありますので、一度見学
高岡支部 尾崎 治子(母)
に来て下さい。お待ちしています。
◆「きずなっくす」が 6 月にオープンしました。月 1 回、午前中なので無
理なく参加できると思い申し込みました。最初はストレッチで始まり、次
は遊びを取り入れて体操したり、音楽に合わせて
踊って、久々に気持ち良い汗をかきました。杉坂
さんのご指導は参加する人の体調や身体の状態に
配慮して頂けるので安心ですし、参加した人たち
みんなと触れ合えて良かったです。1 年間楽しみ
ながら、ちょっと頑張ろうと思いました。
高岡支部 磯部 茂子(母)
絵:高岡支部 磯部 景子

自分たちのことは自分た
ちで考えようという取り組
みが本人活動です。何かを
したいと思ったり感じたり
することは、当事者（本人）
にしか分かりません。
「本人
部会」は、そんな本人の意
思を尊重し、みんなで実践
していく集まりです。
育成会は、「地域で暮ら
す」をテーマに、福祉啓発
事業の柱の一つとして本人
部会の充実を図ります。す
でに、フライング・ディス
ク、音楽療法がクラブとし
て活動していますが、レク
体操をとおして自己実現を
目指す活動が新たにスター
トしました。それが「きず
なっくす」です。

みんなで体操！
◆6 月、7 月と 2 回参加して、親子共々いい汗を流して過ごす事
ができました。二人とも出不精でなかなか参加することがあり
ませんでした(親の都合の方が多かったかなと反省)。杉坂さん
の指導のもとで運動をしている訳ですが、こちらの方が一生懸
命になっているような次第です。1 時間半と短い時間ですが、
楽しくできたらいいなと思いました。
猿投支部 成瀬 幸枝(母)

☆音楽療法『りず夢』☆

☆フライング・ディスク☆

『トーンチャイムでみんなで合奏するのが
楽しいです』

上郷支部

勝田 ゆかり

『フライング・ディスクは絶対楽しいです。全国大
会を目指していきます。頑張っていきますので応援
してください。暑い時は、大変です。寒い時も、大
変です。大会で金メダルを取るように、頑張りたい
と思います。成長しますので、よろしくお願いしま
す』
中央支部 田原 俊

＊テーマ：｢困っていること｣｢今、聞いてほしいこと｣｢伝えたいこと｣など、ざっくばらんに話しましょう＊
7 月 29 日(日)、育成会本部にて 5 支部合同懇談会を開催しました。社会福祉法人として 1 年が過ぎ、見え
てきた課題やそれぞれの想いなど、いろいろな意見が飛び交いました。出された意見は次のとおりです。
意見 1：災害発生時、高橋地区にもジョイナスなど集まれる場所が
ほしい。
Ａさん：長期計画に組込んでいきたい。
Ｂさん：災害発生時のマニュアルがまだ無く、作成していく必要が
ある。
意見 2：子どもの治療をしてくれるところを探している。
Ｂさん：保健所、豊田市障がい福祉課、事務局などへまず相談をして頂ければ、良い答えが見つかると思う。
意見３：いろんな行事への参加者が少ない、合同懇談会の会場が遠いという意見もある。
Ｃさん：一気に多くの方が参加できるようにはならない。今は集まる機会を多くしたり、顔見知りに
なったり地道な活動をする時期だと思う。
Ｄさん：本日、Ｎさんは遠くから参加して頂いたがどうして？
E さん：皆さんの意見をいろいろお聞きしたかった。
意見４：育成会の講演会テーマはなにが良いか？
Ｆさん：グループホーム、ケアホームなどについて法律的なこと、どのような違いがあるのか知りたい。
Ｇさん：同じ敷地にこのような設備があると便利。
Ｄさん：制度の違いで、現在は無理だと思う。
意見５：育成会は今後どのような方向にいったら良いか？
Ｈさん：主となる仕事があると良い。
Ｉさん：グループホームを立ち上げてほしい。

等々・・・。意見は一部抜粋致しました。

7 月 15 日(日)中央支部の呼び掛けで、豊田市産業文化センターにてブラネタリウム鑑賞会が行われ
ました。各支部より 90 名の参加があり、みんなで幻想的な夏の星座を楽しみました。
★プラネタリウムに参加したよ。天の川の乙姫になった感じです。夜空は広いから彦星は見つからないよ。
北斗七星のほかにも興味がわきました。夏の夜空をお母さんも見ているかな？ 【上郷支部 光岡直子】
☆今までプラネタリウムを一度は見せたいと思いながら、声を出したり離席する
のでは？という思いから、足を運ぶことができずにいました。だんだん
暗くなるスクリーンに不思議そうな顔をして、じっと見入っていまし
た。途中で飽きてしまうかな？と思いましたが、最後まで集中して
観ることができたので、とても良い経験になりました。
【高橋支部 北里築の母】
★親子でプラネタリウム鑑賞は 16 年振り。神秘的な時間を体感で
きました。
【中央支部 鷹見将城】
☆とよた科学体験館、プラネタリウムへ初めて行きました。星の説明
や物語の静かな曲が流れ、星の世界にみんな夢中でした。連れて行
きたいと思っていてもなかなか行けずにいましたが、良い機会でした。
【猿投支部 坂下弘恭の母】

＜平成 24 年 6 月～24 年 8 月＞
6 月 1 日(金) 育成会だより第５号発行
6 月 2 日(土) 本人部会「きずなっくす」がスタート
（参加者 18 名。毎月 1 回活動）
6 月 16 日(土) 会員総会（参加者 55 名）
報告第 1 号 平成 23 年度事業報告
報告第 2 号 平成 23 年度決算報告
報告第 3 号 法人設立寄付金の返金
報告第 4 号 育成会福祉啓発事業
会員研修会「リラックスのすすめ」
（企画委員会主催・参加者 40 名）
講師・野口富子氏
（愛知県健康づくりリーダー）
6 月 23 日(土) ジョイナス保護者会会長会

6 月 23 日(土) 就労支援施設等運営委員会
議題 1

平成 23 年度事業計画目標
達成状況

議題 2

平成 24 年度事業所目標

議題 3

就労支援施設の運営課題

議題 4

各部会の現況報告

6 月 24 日(日) 音楽祭 Piece VOL.４
西武コミュニティセンター
（参加者 380 名）

7 月 28 日(土) 楽楽運動会第 1 回実行委員会
7 月 29 日(日) ５支部合同懇談会
「ざっくばらんに話しましょう」
（参加者 25 名）
8 月 25 日(土) 楽楽運動会第２回実行委員会

会員総会＆研修会を開催
6 月 16 日、社会福祉法人として衣替えしてからは初めてと
なる「会員総会」を開催しました。総会は育成会会員規程に定
められたもので、正会員が公（おおやけ）に法人の運営状況等
の実体を直接知ることのできる重要な機会です。この日は会員
55 名が参加。23 年度の事業報告及び決算報告、福祉啓発事
業等について説明を受けました。
引き続き行われた企画委員会主催の「会員研修会」は、総会
の硬い内容から一転し、脳も体も心も柔らかくする「リラッス
のすすめ」。途中で支部ごとのグループワークの時間を設ける中
●総会(上)、研修会(下)のもよう
で、講師の野口富子さん（愛知県健康づくりリーダー）のスト
レッチ指導と軽妙なトークに、会員の皆さんの顔もほころびっ放しでした。
育成会ではこうした会議などの時間中、会員が安心して参加できるように「こども広場」を開設して
います。毎回見守り支援をいただいているボランティアさん、ありがとうございました。

TOPICS

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

紡織夏祭りにバザー出店
トヨタ紡織社会貢献グループとの交流がきっ
かけで、７月 21 日に猿投工場内で開催された「紡織
サマーフェスティバル」に、ジョイナスつかさが自主
製品（リサイクル家具）販売で初めて参加しました。
出品したお値打ちなテーブルや椅子が大人気。売上金
は利用者さんの工賃アップにつながります。
●多くの交流もできました

地域参加型ライブ！！
●以下は出演者コメントです。
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本番はみんなとても緊張していました。毎日、練習を積み
重ねてきました。お客さんに楽しさと笑顔が伝わっていれば
最高です。沢山のお客さんの前で、本当に良い経験ができま
した。

とても楽しかったで～
す！他の出演者さんの演奏
を聴いて、まだまだ修行が
足りんと思いました。

本当に素敵な舞台を作っていただ
き、ありがとうございました。利用者
の方も練習を含め一番良い演奏がで
きました。表情も良かった！利用者の
方の能力を十分に引き出してくれた
音楽の力を改めて感じました。
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とても素晴らしいイベントだと
感じました。どのプログラムもそれ
ぞれの楽しみ方を感じ、見ている側
も充分に盛り上がりとても楽しく
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他の施設の方々と協力しながら準
備ができて、交流も生まれ良かった
と思います。
各事業所の皆さんの笑顔が
いっぱいで、とても素敵な音楽
祭になりました。/スタッフより

過ごすことができました。次回も新
しい曲を練習して、是非参加させて
頂きたいとも思います。

サ
ブ
ラブ
クラ
楽ク
音楽
田音
豊田
ム豊
ーム
ホー
ンホ
サン

6 月 24 日(日)西部コミュニティセンターで音楽祭『Piece vol.4』
が行われました。このイベントは、ハンディキャップの有無を問わず、
老若男女が音楽を通して地域で交流を深めるイベントです。今年も
様々なジャンルの出演者と、沢山の参加者が一体となって音楽を楽し
みました。≪来場者 236 名・出演者 106 名・スタッフ 38 名≫
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クリスタルボウル演奏♪
優しい音色で、と～っても癒されました！！
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音楽祭『Piece VOL.４』
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アルパ(ラテンハープ)の音色やベンチャーズ！可愛いチビッ子ダンスに中
学生のお姉さんバンドなど盛り沢山！観客も一緒になって楽しみました☆
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―＊― ご協力ありがとうございました ―＊―
後援：豊田市・(社福)豊田市社会福祉協議会・(公財)豊田市文化振興財団
協賛：ひまわりネットワーク㈱・ロッキン刈谷店
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豊田おいでん花火大会 障がい者特別席に招待されました！！
＊～＊ 花火大会に参加した皆さんの感想です ＊～＊
◆僕はお母さんといとこと花火を見ました。仕掛け花火、手筒花火、メロディー花火がありました。僕はサ
イコロの花火が良かった。2 時間があっという間に過ぎました。どの花火もきれいでした。来年もまた見
に行きたいと思いました。来年もチケットが当たるといいなぁ。【鈴木 秀徃】
◇花火きれいだった。動画をたくさん撮りました。「みぃつけた！」の花火が良かったです。また行きたい
です。【川村 尚資】
◆花火とてもきれいでした。特にメロディー花火は胸がドキドキしました。手筒花火は親戚のおじさんが出
ていたのでワクワクしました。沢山の人たちと一緒に見れて嬉しかったです。お弁当食べながら見て、花
火は最高です。【新開 千亜紀】
◇きれいな花火を見させていただき、ありがとうございました。【加藤 則敦】
◆たくさん人がいたよ。大きな音がしたよ。花火がきれいだったね。お月さま
が見ていたよ。【黒柳 哉子】
◇花火がとってもきれいでした。【太田 千尋】
7 月 29 日の豊田おいでん花火に、今年も豊田市観光協会から招待
券をいただきました。当日は 12 組 33 名の皆さんが豪華な打ち上げ
花火や仕掛け花火を楽しみました。ありがとうございました。

ジョイナスたかおかでは、リサイクル活動への協力、利用者さんの作業訓練
と工賃向上の取り組みとして、資源回収を進めています。回収物は、アルミ
缶、スチール缶、段ボール、牛乳パック、雑誌・新聞紙、古着等です。ジョイナ
スたかおか又は市内の各ジョイナス事業所にお持ち寄りください。みなさまの
ご協力をお願いします。
①ア ル ミ 缶
②ス チ ー ル 缶
③段 ボ ー ル
④牛 乳 パ ッ ク
⑤雑
誌
⑥新 聞
紙
⑦雑
紙
⑧古
着

中を洗う。つぶさなくても良い。
中を洗う。つぶさなくても良い。
箱はつぶす。ビニールテープ、金属は取る。縛って出す。
中をきれいに洗い、よく乾かす。切り開かなくて良い。
本、雑紙、単行本、ノート類。縛って出す。
チラシが混ざっても良い。縛って出す。
菓子箱、ボール紙、包装紙、紙袋、OA 紙、封筒は縛って出す。
毛糸、皮、毛皮、綿が入っているものは出さない。袋に入れる
か縛って出す。

【お問合せ】ジョイナスたかおか TEL52-3410

写真：段ボール解体作業

みよし市総合福祉フェスタ

ふれあいコンサート♪
＊日

時

＊場

所

平成 24 年 9 月 15 日(土)
14 時開場 14 時 30 分開演
みよし市文化センターサンアート大ホール
入場料無料(入場整理券が必要となります)

心身に障がいがある方と地域の人たちと一緒に音楽を聴き、
歌うことでお互いに『ふれあい』を深めるコンサートです。
入場整理券が必要となりますので、会員で参加される方は本部
事務局までお問い合せください。(TEL77-5611)

今年も暑い夏でしたね。我が家は豊田
市育成会に親子共々いつもお世話にな
っています。少しでもお手伝いをと思い
広報に参加しています。
また毎号多くの会員さんにもお手伝
いをしていただいています。本当に感謝
です。これからもみんなで、笑顔いっぱ
い、夢いっぱいの広報にしていきたいで
すね。（宮脇）

