
法人設立から１７年。超高齢化社会を迎える今、設立当時から掲げてきた法人理

念を見直そうと、次世代を担う職員（主任以上）が毎月１回集まり、２年間かけて

話し合ってきました。大切にしたのは、拓くの原点。1994 年より障害者も働ける

店の開店や「夢工房バルーン」「共に生きる場を拓く会」など、その時々に会を結

成し、教員と保護者、地域の皆さんが手をつなぎ、創り上げてきた歴史の重みを誇

りに思い、さらに発展させたいという思いでいっぱいです。 

そして６月２１日、評議員会及び理事会において、野田文子が理事長を退任し、

馬場篤子が就任しました。1994 年、無認可共同作業所運営の頃から関わってきた

法人設立の中心メンバーは６０代から７０代になり、いよいよ事業運営の中心的な

担い手は、次世代の北岡さとみ統括本部長、浦川直人本部長らにバトンタッチとな

ります。これからの事業に前向きに取り組んでいけるよう、６０代、７０代の私た

ちがどのような背中を見せるべきか、どのようなことを後押しすべきなのかを考え

ながら、法人理念に基づいて行動し、力強く歩んでまいります。今後もご指導・ご

支援のほど、宜しくお願いいたします。        （理事長 馬場 篤子） 

 

[ 理 念 ]  

混ざり合い 共に生きる 

[ 経営方針・行動指針 ] 

１．共に働き・楽しみ・地域で暮らします 

 ・本人の想いに寄り添い、力が発揮できるように取り組もう。 

・地域の中で役割を持つことを大切にしよう 

２．共に支え合うまちづくりをします 

・顔の見えるつながりを積極的につくろう 

・地域住民が集い、力を出し合う場づくりをしよう。 

３．新しいチャレンジをします 

・主体的に経験とスキルを身につけよう 

・お互いに助け合い、チームで取り組もう。 

４．信頼と協力が得られる法人を目指します 

・情報発信を行い、透明性の高い運営をしよう。 
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６月、法人理念を改定！ 
「混ざり合い 共に生きる」 
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 日本全体で加速する超少子高齢化。安武校区における高齢化率は、平成 28 年４

月30.3%、平成29年４月31.1%、「団塊の世代」が75歳を迎える８年後の2025

年には 40%を超えると予測されます。

しかし、国の財政はすでに火の車。年

金や介護保険などの様々な制度は厳し

い状況です。あてにしていたお金が得

られなくなったとき、わたしたちの老

後の生活は一体、どうなるのでしょう

か？ 

 今から 72 年前、第二次世界大戦に

敗れた日本は、その闇の中から見事に

立ち上がり、世界史上例のない見事な

復興を成し遂げました。高性能で安価な「メイドイン・ジャパン」のブランド力は、

日本人の知恵と努力によって築き上げられたこの国の宝、と言っても過言ではあり

ません。その一方で、豊かさを増した生活にはモノがあふれ、24 時間営業の店舗

の増加や宅配便の急速な発達などにより、自分ひとりで生きていけると考える人が

大半を占める社会となりました。その結果、隣近所とのわずらわしい関係性をお金

で解決する風潮が蔓延していったのです。また、高齢関係の施設も働き手不足でた

いへんのようです。安武町は幸いな

ことにまだ、コミュニティが存在し

ていますし、一部では支え合いも１

０年前ぐらいから始まっています。 

そして何よりもわたしたちのまわ

りには、このまちを愛する大勢の人

が暮らしています。年齢や性別、も

ちろん性格もみんな違います。そん

な人々が集い、語らい、誰かのため

にできることを形にする。その過程

を楽しむ場こそが「安武ほんによかね会（仮称）」です。会員それぞれが持つ「ワ

クワクの種」を育てることをめざします。 

現在、「安武ほんによかね会（仮称）」では、発足に向けた組織づくりを行ってい

ます。９月には様々な企画をまとめあげ、活動を始めます。そのためには、あなた

の想いが必要なのです。ぜひ、ご参加ください。 

 

（安武ほんによかね会《仮称》 副会長  緒方 麻美） 

寄稿 「安武ほんによかね会」発足準備中 
 



予算評議員会・理事会で承認された平成 29 年度事業計画の主なものは次の通り。 
 

１.福祉サービス体制の整備・充実 

(１)社会福祉法人制度の改革への対応 

改正社会福祉法に対応し、役員・理事

会・評議員会の役割の明確化と事業運

営の透明性に取組みます。また、役員

報酬基準の作成・公表、社会福祉充実

残額の算定等財務規律の強化を図りま

す。 

(２)法人活動の見える化 

ホームページの随時更新、シャイニ

ング（月１回）、拓く通信（年４回）発

行等法人活動情報の提供を行います。 

(３)通所者・入居者の権利擁護等 

虐待防止委員会、苦情解決・第三者

委員会、安全衛生委員会に加え、新た

に防災委員会を設置し、災害時に適切･

迅速な対応ができるよう取組みます。 

２.生きがいとやりがいのある地域生活 

(１)地域生活を送る自主的活動の促進 

地域住民と一体となった夏祭り行事

等への参画、集団旅行、ラジオ体操の

推進。また通所補助を継続します。 

(２)工賃アップのための生産･販売活動 

外観・味覚・デザインに優れた弁当・ 

惣菜・菓子・パンの独自ブランド商品

の開発や営業業務・接客マナー研修を

実施します。また、「安武そら豆」を生

産し、付加価値の高い加工品の開発や

直販による有利販売に取組みます。 

３.当たり前の生活ができる体制づくり 

 (１)制度改定を想定したＧＨの運営改善 

支援制度の見直しを前提に、ＧＨ   

の再編や支援内容・時間を見直す等 GH

運営の改善に取組みます。 

 

 

(２)新しい暮らしへのステップアップ 

サテライト・一人暮らしなど自立に向

けた支援をするとともに新たな暮らし

の場のあり方について検討します。 

(３)外出支援（余暇支援）の拡充 

外出支援の拡充とそれに伴う生活費

を把握し、今後の取組みに反映します。 

(４)重度障害者への対応 

強度行動障害・喀痰吸引等の専門研修

を積極的に受講し、実践します。 

４.障害児・家族が共に向上する取組支援 

ＧH での体験宿泊等自立体験の推進、

家族が集い、相談し合う「ひめの会」を

開催します。 

５.相談支援の体制整備 

サービス等利用計画と個別支援計画

策定業務の効率化、モニタリングに基づ

く支援の充実、「くるめ相談ネット」等、

関係機関等との連携を図ります。 

また、西部地区の基幹相談支援事業と

して、総合的・専門的相談支援、地域生

活支援協議会の運営、研修等を行い、市

全体の福祉環境の向上に取組みます。 

６.コミュニティづくりの推進 

地域食堂、でてこんの、ポレポレ祭

り、安武そら豆復興作戦、安武ほんに

よかね会、子ども食堂、保育園・学校

との交流に加え、新たに安武校区を中

心とした「育ちと看取りができるまち

づくり」など地域住民と一体となって

取組みます。 

７．職員の健康づくりの推進 

健診データーの活用、運動を進めます。 

 

（本部長 浦川 直人） 

平成 29 年度  事業計画 
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平成 28 年度 決算報告 
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決算理事会・定時評議員会で承認された事業報告の主なものは次の通りです。  

１．福祉サービス体制の整備・充実 

（１）社会福祉法人制度改革への対応 

 改正社会福祉法の施行に対処し、ガバナン

スや財務規律の強化を図るため、定款変更、

諸規程の制定、評議員選任・解任委員会の設

置、社会福祉充実残額の算定等を行いました。 

（２）法人活動の見える化 

 ＨＰの適時更新、シャイニング（月１回）、

拓く通信（年４回）を発行しました。 

（３）次世代の職員による法人の活性化 

 次世代が企画した新たな法人理念づくり、

地域と一体となった子ども祭りや各種地域行

事等へ参画しました。 

（４）高い意欲と資質のある人材の育成 

 福祉・医療・介護に関する厚労省・久留米

市との共催の研修会の開催、経営や職階に応

じた研修を受講しました。 

（５）通所者・入居者の安全衛生・権利擁護 

安全衛生委員会、（月１回）、苦情解決・第

三者委員会（年２回）を開催し、生活環境等

の改善と苦情への対応に努めました。 

２．生きがい・やりがいのある生活 

（１）自主的活動の促進 

 きずなの会（２カ月に１回）、夏祭り等、地

域と一体となった行事の開催、環境美化活動、

自立歩行等の健康づくりに取組みました。 

（２）旅行、通所・外出補助の継続実施 

 相互扶助・思いやりを醸成する集団旅行を

実施すると共に、バス・タクシーによる送迎、

外出に対し継続して補助を行いました。 

（３）収益のある生産・販売・加工の展開 

①弁当、惣菜、菓子等の新商品開発等 

 ポレポレ独自ブランド開発のための包装

シールの見直し、独自ロゴの統一に向けた検

討の開始、専門家と連携したパウンドケーキ

の商品の試作を行いました。 

②そら豆の生産・加工・販売力の向上 

 そら豆ほ場、ポレポレ館内・外壁に看板を

掲げ「安武そら豆復興作戦」をＰＲするとと

もに、民間企業と連携しパスタソース等の商

品を開発しました。 

３．地域生活を送るための体制づくり 

（１）制度改定を前提としたＧＨ運営の試行 

 ＧＨからアパート１人暮らしへの移行や

狭小なＧＨ統合の試行、入浴等支援の見直し

等、新たな暮らしの取組みと共に今後の暮ら

しについて保護者との意見を交換しました。 

（２）重度障害への対応 

 強度行動障害・重度心身障害・医療的ケア

に対応するための各種研修に努めました。 

（３）災害時避難対応訓練等の実施 

 自然災害等に備えた避難訓練（ＧＨ毎２回）

や備蓄品等の管理の適正化に取組みました。 

４．障害児・家族が共に成長するための支援 

 コミセンと連携した子どもの居場所づく

り、ＧＨでの体験宿泊、「ひめの会」の開催

に取組みました。 

５．相談支援の体制整備 

 指定計画相談支援に加え、７月より基幹相

談支援センターを始めました。 

６．コミュニティづくりの推進 

 熊本震災地への人的・物的支援、安武子ど

も食堂・地域食堂・「でてこんの」の取組み

支援、ポレポレ祭り・安武そら豆祭り等に取

組みました。  

（法人事務局 野瀬 美紀 ） 

平成 28 年度 事業報告 
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（割りばしの袋を外し終え

たところ） 

喀痰吸引等研修（第 3 号）の勉強を始めて、３年。よう

やく、医療的ケア（気管切開、胃ろう）の必要な方の受け

入れをさせていただくことができました。 

現場実習の依頼があったとき、「出会いの場ポレポレ」

の環境の中で、どのように過ごしていただくか、正直不安

もありました。しかし、私たちは純子さんやご家族が、常

に地域に出ていくための努力をされてきたことを知って

いたので、受け入れを決めました。そして、事前に純子さ

んの心身状況や対応手段の情報収集を行い、人や環境の体

制づくりを行いました。実習期間の２週間、純子さんはス

タンプ押しや割りばしの仕事、芋掘り、そして、体育館で

の運動会に参加することができました。体調を崩すことな

く実習を終えることができたのは、純子さんの適応力の高

さと強さ、ご家族の覚悟、スウィングキッズの上野看護師

さんの優しく心強い援助、担任の先生やスタッフの協力があったからだと思います。 

医療的ケアと聞いただけで、ハードルが高いように思っていましたが、実は、ご本人、

ご家族、そして受け入れる側の環境設定、医療機関や他事業所との連携など体制づくり

をすることで実現していくものだと実感しました。私たちも、第一歩を踏み出すことが

できたことに感謝しています。              （看護師 渡邉 智香） 

 

特別支援学校に通う西村純子の母です。今回、実習で２週間お世話になりました。純

子は医療的ケアが必要な子で、気管切開 によって呼吸を確保し、胃ろうによって胃に直

接栄養を入れなければいけませんので、地域に出る

には何かと壁があります。 

高校卒業してからも当たり前に地域で暮らした

い、親の思いはそれだけです。そう考えた時、一番

に浮かんだのが地域に根差した施設の「出会いの場

ポレポレ」でした。医療的ケアがあっても、私たち

の思いを受け止めてくれるのではないかと切に希

望し、今回実現しました。純子を受け入れるにあた

り、喀痰吸引等研修（第 3 号）の受講、地域の事

業所やスタッフの皆さんの協力をいただいて、万全

の体制で終えることができ感謝の気持ちでいっぱいです。何より純子が笑顔で過ごすこ

とができたこと。純子にとっても大きな一歩になりました。    （西村純子さん母） 

６月、医療的ケアの必要な純子さんが、 

「出会いの場ポレポレ」で現場実習をしました！ 
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４月２５日・２６日の２日間、東京都目白区にあるスーパーで「安武そら豆販売会」

を実施しました。生食のそら豆の他に、そら豆を使ったパスタソース、パウンドケー

キ、ケークサレなど新商品もラインナップ。

久留米を離れ安武そら豆を多くの人に知っ

ていただこうと向かったところ、嬉しいこ

とに東京近県に住む安武町出身や筑邦西中

卒業の皆さん方も応援に駆けつけてくださ

り、励ましていただきました。販売会とし

ては、売り上げよりも生の声を率直に聞か

せていただく機会となり、改善点が明確に

なりました。 

また今年は、地場産くるめＪＲ久留米駅店

にも初出荷。そら豆を買って帰られた遠方の

方から、後日「おいしかったから購入したい」

との問い合わせをいただいたり、何度も購入

で足を運んでくださる方がいたりと安武そら

豆のファンが少しずつ増えつつあります。こ

うして販路を広げ、各地の皆さんと繋がるこ

とが、ポレポレブランド、安武ブランドを創

り上げることになり、さらに次の展開に繋が

っていくのだと実感しました。しっかりとマーケティングの勉強をしたいと思います。 

安武そら豆復興作戦の今シーズンは、地域の方々と作業をしたり、子ども達が定植

から収穫までの体験をしたり、確実に新たな一歩をふみだしています。ただ今年は、

そら豆の冬越しが終わり、ビニールを剥いだ後の天候が不安定だったため、収穫が遅

れた上に、最後は実が大きくなりきれない状

況でした。昔は、春に雷が鳴るとそら豆は不

作になるという言い伝えがあったそうです。

今年はまさにその年。自然が相手だからこそ、

栽培の難しさを学んだ一年となりました。 

現在、企業の方々と一緒に「豆板醤」の試

作中です。まもなく熟成します。ぜひご期待

ください。 （統括本部長 北岡 さとみ） 

４月、東京｢安武そら豆販売会｣も手応えあり。 

次は加工商品の開発へ。ご期待ください！ 
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今回でポレポレ祭りは第１６回を迎えます。私たちは、これまで祭りを通してさま

ざまな出会いやみなさんに助けられた部分がとても多くあり、ポレポレ祭りの原点で

もある「人とつながる」をテーマにしようと考えました。声をかけることでいろいろ

な人が混ざりながら、つながりを大きく広げるような祭りにしたいと考えています。 

また今回も被災地・東北、熊本の皆さんに参加していただく予定です。２つの震災

を通して私たち自身が日頃から備えるべきことをみんなで学べる場も設け、この祭り

が今年も東北と九州をつなぐかけ橋になればと考えています。 

 随時、広告・協賛・ボランティアを始め、バザー材料のご提供、ガレージ品の募集を

していますので、皆様のご協力をよろしくお願いします。 

（ポレポレ祭り実行委員長 野瀬 渉） 

 

10 月 29 日（日）に開催決定！ 

第 16 回ポレポレ祭り 

 

～つながりは、声をかけるところから～  

2017年10月29日(日) 

第１６回 


