Social Welfare Juridical Person Warashibe Kai

社会福祉法人わらしべ会

事業案内

Service Guide

理事長挨拶
社会福祉法人わらしべ会は、1981 年（昭和 56 年）３月に開設した。その前身である無認可の肢体不自由児療

育施設わらしべ学園は、1978 年（昭和 53 年）１月に現在地（枚方市長尾荒阪）にて産声を上げる。医学博士の

村井正直（1926～2010）先生と陽子（1930～2010）先生ご夫妻による創設である。村井先生は、世界中のリ

ハビリテーション施設を駆け巡り、最終地点が教育をベースとしたハンガリーのペトゥシステムであった。ハン
ガリー国以外では英国に次いでペトゥシステムを導入・展開したことは、彼の地では伝説となっている。なぜな

らば、当時の緊迫した東西冷戦時代には日本とハンガリー間では厳しい行動制限があり、そのような状況下での 5

人の幼児と 6 名のスタッフを半年間に渡る集団留学を挙行し、以後 40 年近い交流を続け、強固な絆が生まれたか
らである。その後、ハンガリーでも手付かずだった成人を対象としたアプローチを日本で行ったことが欧州諸国
を始め多くの国々にペトゥシステムを普及させたことでも高い評価を受けている。

そもそも村井正直先生がわらしべ学園と命名されたのは、重度の身体障害をもつ子供たちの発達・成長をおと

ぎ話である今昔物語集の“わらしべ長者”に擬え、願望したからである。寝たきりの子が療育を通じて座ることや
立つこと、歩くことを可能にし、自立への願いを込めたという。そういった経過を経て食事ができるようになっ
たり、排せつができるようになることが彼らにとっての長者（宝物）と考えたからである。その後も村井先生の
歩みは留まらず、利用者の積極的なモチベーションを引き出す柔道療育や乗馬療育、流木造形や手打ちそばの開

店等挑戦は続く。このようなものを実践するため、北海道でも法人を立ち上げ、1994 年にハンガリー国で国賓と

して招かれた高円宮両殿下を 1996 年
（平成 8 年）
10 月に浦河わらしべ園開所式にお迎えすることができた。
1999
年 9 月には、第 3 回国際ペトゥ学会を浦河町で開催し、名誉総裁として再度高円宮両殿下をお迎えした。

私たちは、チャレンジすることの必要性を常に意識してきた。利用者が自らの個性を発揮しながら力強く地域

社会の中で生きることを支援していくということを法人理念とし、地域社会と共に歩む法人でなければならない。
それが、わたしたちの目指すものであり、地域社会に果たす役割であると考えるからである。

理事長 丸山正雄
創設者村井正直先生とハンガリー国立ペトゥ研究所とわらしべ会の歩み
1977 年（昭和 52）
1978 年（昭和 53）
1979 年（昭和 54）
1981 年（昭和 56）
1986 年（昭和 61）
1987 年（昭和 62）
1990 年（平成 02）
1999 年（平成 11）
2000 年（平成 12）
2010 年（平成 22）
写真上）村井正直先生の在りし日の姿

医師村井正直、ハンガリー・国立ペトゥ研究所訪問
肢体不自由児療育施設わらしべ学園（無認可）開設
ハンガリー・国立ペトゥ研究所療育留学（職員 6 名・幼児 5 名）
後援会「わらしべ学園を育てる会」発足
社会福祉法人わらしべ会認可（わらしべ園開設）
中国・佳木斯医学院小児科教授の李樹春博士来園（これを機に
中国でもペトゥシステム導入が始まり、わらしべが支援）
姉妹法人として北海道に大滝わらしべ会発足
ハーリ・マリア博士（国立ペトゥ研究所所長（当時）
）来園
第 3 回国際ペトゥ学会開催（北海道浦河町）
ハンガリー共和国大統領夫人ご来園
わらしべ会創設者村井正直先生 10 月ご逝去
わらしべ会初代理事長村井陽子先生 12 月ご逝去
※詳細な法人の歴史は HP を、事業所は事業の沿革を参照して下さい。
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法人の理念と方針
●人権尊重

わらしべを利用する利用者一人ひとりの想い（希望）を尊重したサービスの提供に努めます。

●個別性・共感

利用者の立場に立った視点で、利用者が想い描く未来を共に想像し、個別支援計画に添った支援を行います。

●地域交流・社会貢献

法人全体が地域と主体的につながることにより、利用者が当たり前に地域と交流ができ、障がいがあっても、

あらゆる形で社会貢献できる環境を、知恵をしぼって作り出せるように工夫します。

●自立・働く

利用者一人ひとりが「どこで暮らし、どんな生活がしたいのか」のニーズに耳を傾け、その方に合った生活環

境を創り出していきます。また、様々な日中活動や働きたいと思う気持ちに応えていけるように、あらゆるステ
ージでの活動や働く場の環境を整えていきます。

●基本姿勢

職員一人ひとりがサービスを提供する上で、専門職としての自覚をもち、利用者支援に必要な知識と技術習得

に努め、知恵・創意工夫・新しい知見を積極的に取り入れ業務にあたります。

●挑戦（チャレンジ）

私たちの仕事は、常にあらゆる場面を想像し何事にも果敢に挑戦（チャレンジ）していくことをモットーとし

ます。

わらしべ会の存在意義
枚方市内に、12 ヶ所の障がい者支援事業所を展開しています。わらしべ会は地域に根ざした法人として活動す

ることで、地域の皆さまから「わらしべがあって良かった」と感じてもらい、また地域にならなくてはならない

存在として認められる法人を目指します。また、社会に役に立つ人材を一人でも多く育成したいと考えています。

●福祉避難所【枚方市と協定書を締結】

わらしべ園・第二わらしべ園は福祉避難所*¹として、枚方市と協定書を締結しております。（＊１:災害発生時

に小学校の体育館の避難所（第 1 次避難所）生活において何らかの配慮を必要とする方々のための避難所です。
）

●全身性障害者移動支援従事者養成研修【大阪府指定 No.112】

大阪府の指定を受け、相談支援センターわらしべが主体となり、車椅子を必要とする全身性障害者の方の移動

支援従事者（ガイドヘルパー）養成研修を毎年企画開催しております。少しでも多くの方に資格を取得していた
だき、ガイドヘルパー不足を解消できればと考えています。

－２－

事業の沿革
社会福祉法人わらしべ会は、今現在（2016 年 4 月）
、12 ヶ所の事業所を枚方市内に展開しています。障害者支

援施設をはじめ、日中活動としては、生活介護・就労継続 B 型・就労移行を、その他に地域活動支援センターや
相談支援センター・グループホーム・ホームヘルプやガイドヘルプサービスなどを展開しています。
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閉園

わらしべ園

2009（H21）▼

第二わらしべ園

統合

デイサービスセンター

第二わらしべ園

くにみ坂コスモス※③

相談支援（生活支援）センターわらしべ

地域活動スペース SORA 併設

サービスセンター・わらしべ（ホームヘルプ・ガイドヘルプ）
無認可

憩い苑作業所

2006（H18）▼

グループホーム※①
ふじさん・すずらん

閉所

2014（H26）▼

ケアホーム※②
すがはら・かぐまち

2011（H22）◀

あすなろホーム

セルプわらしべ（枚方市指定管理）
村野わらしべ
イーウィット
アトラクト
Haru かぐまち
ハッピーガーデン
※①：グループホーム「すずらん」
「ふじさん」「かぐまち」と年を空けて３ヶ所開設

※②：自立支援法移行時に名称変更及び２ヶ所に統合し、ケアホーム「すがはら」「かぐまち」となる
2011 年（H22 年）に「あすなろホーム」を新規開設し、ケアホームを３ヶ所展開

※③：第二わらしべ園生活介護従たる事業所「くにみ坂コスモス」は 2013 年 12 月に統廃合

※④：2014 年（H26 年）の法改正に伴い、ケアホームはグループホーム（共同生活援助）となる
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※
④

事業所案内
●事業形態の記号

●主たる障害者の記号

入

施設入所支援

共

身

身体障害

短

短期入所

り

共同生活援助（グループホーム）

居

居宅介護（ホームヘルプ）

知

知的障害

生

生活介護

移

移動支援（ガイドヘルプ）

精

精神障害

Ｂ

就労継続Ｂ型

相

相談支援センター

難

難病等

就

就労移行

Ⅰ

地域活動支援センターⅠ型

児

障害児童（18 歳未満）

り
り
り
り

り

障害者総合支援法では、住居等の支援・介護給付・訓練等給付・地域支援等の事業種別があります。

社会福祉法人わらしべ会では、一部（自立訓練・重度包括支援・就労継続Ａ型等）の事業を除き、成人の方の障

害福祉のサービスの殆どの事業を行っております。

主たる障害については、身体障害・知的障害・精神障害・難病等の障害がありますが、身体障害者の施設から始

まった経緯があり、又、知的障害者向けの事業を多く展開していることから、身体障害又は知的障害の方を主たる
障害として受入している事業所が多くなっています。

相談支援センター・地域活動支援センター
障害者相談支援センターわらしべ

障害者地域活動スペースＳＯＲＡ（そら）

相

Ⅰ

身

知

精

難

児

『相談支援センターわらしべ』は、
「わらしべ障害

者生活支援センター（旧法の障害者生活支援事業）
」とし
てスタートし、自立支援法施行後は「相談支援事業+地域

活動支援センターⅠ型事業」として『障害者地域活動

スペース SORA』を併設しました。

相談支援センターでは様々な相談を受け付け、障害当

事者であるピアカウンセラーもいます。

SORA ではゲームやカラオケ、インターネット、ジュ

ースやお菓子の販売提供、ボーリング大会や調理実習・
外出などの当事者向けプログラムを行っています。

大阪府指定の全身性障害者移動支援従事者養成研修の

開催や、地域の小学校等からの依頼を受けて、車椅子講
習や総合学習の出張なども行っています。

住所
TEL
事業

－４－

枚方市長尾谷町 1-101-1
072-868-1301
FAX 072-868-3305
計画相談支援･地域移行支援･地域定着支援事業
地域活動支援センター事業Ⅰ型:20 名

障害者支援施設
わらしべ園

サービスセンターわらしべ園

入

生

短

身

『わらしべ園』は「重度身体障害者更生援護施設」

からスタートし、
「肢体不自由者更生施設」を経て、今現

在は障害者自立支援法の下、
「障害者支援施設」として「施
設入所支援」と「生活介護事業」を行っています。

利用者の方は身体障害の方が大半で、殆どの方が車椅

子を利用しています。

日中活動は、開設当初から取り組んでいる身体機能訓

練をはじめ、木工・柔道・紙漉き・和太鼓・パソコン・
空き缶リサイクルなど、多彩な活動を行っています。

地域移行の為の自活訓練なども行っており、又、わら

しべ園では短期入所（サービスセンターわらしべ園）も
できます。

住所
TEL
事業

第二わらしべ園

サービスセンターわらしべ

入

枚方市長尾荒阪 2-3545
072-850-5507
FAX 072-850-5648
①施設入所支援事業 ②生活介護事業:40 名
入所:39 名
①サービスセンターわらしべ園
短期入所事業:2 名

生

短

知

『第二わらしべ園』は「知的障害者入所更生施設」

からスタートし、現在は「施設入所支援」と「生活介護」
という事業を行っている「障害者支援施設」です。

第二わらしべ園では、早くから住居の場と日中活動の

場を分けて運営するスタイルを実施してきました。

日中活動は、軽作業（醤油さしのバリ取り等）
・電線剥

離作業・紙漉きやその材料となる牛乳パックの解体など
の作業・空き缶リサイクルなどの作業や、自立課題・エ
アロビクス・生け花等の造形を行っています。

第二わらしべ園では、短期入所（サービスセンターわ

らしべ）も利用できます。

住所 枚方市長尾荒阪 2-3545
TEL 072-850-8406
FAX 072-850-8412
事業 ①施設入所支援事業 ②生活介護事業:40 名
入所:40 名
①サービスセンターわらしべ
短期入所事業:4 名

－５－

日中系事業所
Haru（はる）かぐまち

身

生

知

精

難

『Haru かぐまち』は「生活介護事業所」として H24

年度にオープンしました。

利用者の方は身体障害の方が中心の事業所です。通所

者の大半はわらしべ園の方です。

活動内容は、創作活動や体操・裁縫・リハビリ訓練や

入浴などを行っており、事業所の裏の畑で採れた野菜を
販売したりしています。

地域に根ざした活動として、地域のイベントに積極的

に参加して、野菜販売やワークショップなどを行ってい
ます。

住所
TEL
事業

ハッピーガーデン

枚方市長尾家具町 2-5-13
072-380-2364
FAX 072-380-4056
生活介護事業:20 名

知

生

『ハッピーガーデン』は第二わらしべ園の生活介護

事業所の一部が分離独立して、H25 年５月に開設された
事業所です。

活動内容は、清掃・軽作業・紙漉き・電線剥離などの

作業や、余暇プログラムとして、和太鼓・生け花・エア
ロビクス・クラフト・書道・お菓子作り・地域清掃など
様々な活動を行っています。行事は秋祭り、クリスマス
会、一泊旅行、日帰り旅行などを行い、楽しみな活動と
なっています。また、給食・送迎サービスも行っていま
す。和太鼓の本番依頼があれば、地域のお祭りなどに積
極的に参加して地域交流を図っています。

住所
TEL
事業

枚方市津田東町 3-27-1
072-859-8555
FAX 072-807-8535
生活介護事業:30 名

住所

枚方市村 本

－６－

就労系事業所
枚方市立障害者社会就労センター

セルプわらしべ

知

Ｂ

『枚方市立障害者社会就労センター セルプわ
らしべ』は平成 18 年度より枚方市の指定管理者として
わらしべ会が管理運営を行っている事業所です。

作業内容は、軽作業・園芸作業・清掃作業・馬の世話

や厩舎作業を通じての子ども達の活動支援、喫茶をはじ
め、公園清掃や薬局などへの企業実習、外部草刈や、農
業なども行っています。４月には敷地内で「ビバフェス
タ」というイベントも行っています。その他に余暇プロ

グラムなどで外出やもちつき、1 泊旅行も行っています。
敷地は広く、馬場や温室、アトラクトが運営する喫茶

店などもあり、地域の人たちが気軽に立ち寄れる場にな
っており、障がいのある人たちの活躍の姿に接していま
す。

住所
TEL
事業

村野わらしべ

Ｂ

枚方市王仁公園 2-2
072-858-1425
FAX 072-858-9398
就労継続支援事業Ｂ型:20 名

生

知

『村野わらしべ』は第二わらしべ園の分場「知的障
害者通所更生施設」からスタートし、自立支援法施行後
は第二わらしべ園から独立し、今現在は「多機能型事業
」として活動
所（就労継続支援事業 B 型+生活介護事業）
しています。
活動内容は、生産的活動を主に行なっており、タオル
加工をはじめとした様々な軽作業などを行なっていま
す。余暇プログラムも多彩で、味覚狩り・ボーリング・
初詣などを行なっており、セルプわらしべ・アトラクト
と合同開催で 1 泊旅行やもちつきなども行っています。
行事については、セルプわらしべでの「ビバフェスタ」
への出店、年末の忘年会なども行っています。給食サー
ビスも充実しており、誕生日会・選択食・弁当の日など
を行なっています。また、送迎が必要な方は３台の送迎
車両で送迎サービスを行なっています。
住所
TEL
事業

－７－

枚方市村野本町 30-49
072-898-5140
FAX 072-898-5142
就労継続支援事業 B 型:10 名
生活介護事業:10 名

就労系事業所
イーウィット（e-wit）

知

身

就

精

『イーウィット』は「就労移行支援」事業所です。

利用者の方は身体・知的・精神障がいをもつ方が主です。
作業内容は、企業内での清掃訓練をはじめ、軽作業・

OA 訓練などを行いながら、一般企業に就職できるように
支援しています。H22 年の開設からの就職者は 50 名を
超える実績があります。
（H28 年 5 月現在）

市内の就労支援部会や様々なネットワークを活かし、

障害者合同就職面接会などにも関わっています。

隣接する SORA や相談支援センターなどとも協力連携

し、生活相談や余暇支援も行っています。

また、就職後のアフターフォローや定期的に就職者の

集い（語り部サロン）も行っています。

住所
TEL
事業

アトラクト（attract）

枚方市長尾谷町 1-101-1
072-807-3682
FAX 072-807-3305
就労移行支援事業:20 名

Ｂ

知

生

『アトラクト』は「就労継続支援事業 B 型」の事業

所です。

作業内容は、喫茶事業・農耕作業などを行っています。
喫茶店は 2 ヶ所あり、
『なかなかの森喫茶室』、菅原

』を
生涯学習市民センターに『leicafe（レイカフェ）
展開しています。食に関わる作業が中心で６次産業化を

目指しています。不定期ですが「なかなかの森バザール」
というイベントも行っています。その他に余暇プログラ

ムなどで外出やもちつきなどをしたり、1 泊旅行にも行っ
ています。新鮮な季節の野菜を各店舗前で販売しお客様
より好評をえています。また、地産地消を目指したレス
トランへの野菜の供給も行なっています。
住所
TEL
事業

－８－

①アトラクト：藤阪東町 4-6-5 パークヒルズ 501
②なかなかの森喫茶室：枚方市王仁公園 2-2
③leicafe（レイカフェ）
：長尾元町１-35-1
①072-845-5541（FAX 末尾 6）

就労継続支援事業Ｂ型:20 名

②072-845-6582

グループホーム
すがはら

身

共

知

『すがはら』は「知的障害者地域生活援助事業」で

あった「すずらん」
「ふじさん」が、自立支援法施行後に
統合し、「共同生活援助事業（グループホーム）」として
開設した事業所です。

住居は長尾元町および藤阪にある賃貸住宅を利用して

おり、地域との繋がりが深いホームです。近隣には医療
機関やスーパーなどの店舗もあり、生活環境という点に
おいても好立地になっています。

菅原生涯学習市民センターやアトラクトの喫茶店

「leicafe」なども近くにあります。

住所
TEL
事業

かぐまち

枚方市長尾元町・藤阪中町 2 ヶ所
事務所:072-855-5603

共同生活援助事業:13 名

FAX 072-868-3305

知

共

精

『かぐまち』は「知的障害者地域生活援助事業」か

らスタートし、自立支援法施行後は「共同生活援助事業
（グループホーム）｣として開設した事業所です。

住居は長尾にある賃貸マンションを利用しており、
「す

がはら」同様、地域との繋がりが深いホームです。

利用者の方は知的障がいの方が主で、わらしべ会等の

日中活動の事業所に送迎車輌で通所しています。

各グループホーム同様ですが、週末はガイドヘルプを

利用しての外出や、障害者地域活動スペース SORA や日
中活動の余暇プログラムに参加されるなどして過ごされ
ています。

住所
TEL
事業

－９－

①枚方市長尾家具町 2 ヶ所
事務所:072-855-5603 FAX 072-868-3305
共同生活援助事業:13 名

グループホーム・ホームヘルプ・ガイドヘルプ
あすなろホーム

知

共

『あすなろホーム』は「すがはら」「かぐまち」の

グループホームとは違い、一から建物を建設してスター
トしたグループホームです。

設計段階から「利用者の方の障害の特性や行動をイメ

ージして使いやすく住みやすい環境を」というコンセプ
トの下、業者の方と話し合い、修正を重ねながら完成し
たホームです。特にキッチン・トイレ・洗濯室・浴室・

洗面所に関しては利用者様の行動特性から動線に配慮
し、重点的に修正を行いました。

旧法に福祉ホームというのがありますが、イメージ的

には福祉ホームに近い形ではないかと思います。

住所
TEL
事業

サービスセンター･わらしべ

居

①枚方市藤阪中町 5-16
②枚方市藤阪中町
①072-857-9760 FAX ①072-857-9760
共同生活援助事業
①あすなろホーム:8 名 ②あすなろ忠栄:２名

移

身

知

『サービスセンター・わらしべ』は「わらしべホ

ームヘルプセンター」としてスタートし、自立支援法施

行後は「居宅介護（ホームヘルプ）
・移動支援（ガイドヘ
ルプ）事業」を行っています。

居宅 13 名、ガイド 70 名程度の利用者の方を有資格

者のヘルパーたちが支援しています。

生活・余暇・外出・通院・帰宅支援等々とヘルプの内

容は様々です。

利用者の方は身体障害・知的障害の方です。大半がわ

らしべ会の事業所（生活又は日中）を利用しているとい
うことで、各部署と協力連携しています。

住所
TEL
事業

－10－

枚方市長尾谷町 1-101-1
072-807-3681
FAX 072-868-3305
居宅介護事業（ホームヘルプサービス）
移動支援事業（ガイドヘルプサービス）
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発行
住所
TEL
HP
e-mail

社会福祉法人わらしべ会 法人本部
〒573-0103 大阪府枚方市長尾荒阪 2-3545
072-850-5500
FAX
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