
太陽通信

　昨年10月、太陽の家は創立52周年を迎えることが
できました。これもひとえに関連企業の方々、行政、
地域や支援者の皆さま、そして、なにより強い意志と
ともに頑張ってこられた障がいを持つ方々の多大な努力
によるものだと思います。あらためて感謝を申しあげ
ます。
　さて、太陽の家では昨年４月に将来目標を「取り
残される障がい者のいない社会を実現」とし、中長期
計画を策定しました。事業ごとのプロジェクトを発足
させ、中期事業の展開を図っているところです。特に、
愛知事業本部と大分事業本部ではこれまでの事業を
見直し、さらに発展するよう新しい事業を展開して
いきます。精神・発達障がい者の就労支援や、利用者の
皆さまの高齢化・重度化への対策は喫緊の課題として
今後も積極的に取り組んでまいります。
　誕生から半世紀以上が経ち、太陽の家は障がい者が
施設に閉じこもるのではなく、積極的に街に出て行く
ことで地域社会に変化をもたらしてまいりました。
　別府市亀川の本部には、スーパーマーケットや銀行、
スポーツセンター、公衆浴場（温泉）があり、周辺には

駅や居酒屋、小学校、大学などがあります。ここには
子どもから高齢者、障がい者、留学生など多様性に
富んだ人々が生活しており、恐らく日本でも有数の
ダイバーシティのモデルコミュニティと言えると思い
ます。愛知と京都でも創立から30年以上経ち、同様の
広がりを見せています。
　2020年には東京が世界で初めてパラリンピックと
オリンピックを２度開催する都市となります。パラリン
ピックでは、日本の障がい者スポーツの発祥の地とも
称される太陽の家が、聖火リレーの採火地として候補に
挙がりました。そして、老朽化した太陽の家歴史資料館
に代わる新たな資料館を、2020年の東京パラリンック
より前に開設する準備を進めています。障がい者の就労
や福祉、協力企業、スポーツなどとともに、創業者の
精神と法人の理念“No Charity, but a Chance!”
を広く社会と未来に発信していきたいと考えています。
　関係各位の一層のご理解とご支援をお願い申しあげ
ますとともに、本年が皆様一人ひとりにとりまして
素晴らしい一年となりますよう、心よりお祈り申し
あげます。

新年明けまして  おめでとうございます

Japan Sun Industries

　12月５日、2017年度第２回理事会が本館集会室で
開催されました。会では、2017年度第１回補正予算
報告、定款の変更、太陽の家定款施行細則、大分事業
本部小規模多機能型居宅介護事業所廃止後の事業展開、
愛知太陽の家蒲郡ワークセンターの変更とその後の
事業展開、また、大分事業本部の新事業開始や愛知事業
本部の体制変更に伴う規則類の制改正について審議し
承認されました。
　別府第１ワークショップは多機能型から就労継続支援
Ｂ型事業と施設入所支援となり、就労移行支援事業を
別府に加えて大分でも展開します（定員20名）。愛知

事業本部は「愛知太陽の家蒲郡ワークセンター（多機能
型）定員80名」が、就労継続支援Ａ型事業（定員10名）
と就労移行支援事業（定員10名）、公益事業として

「太陽の家愛知就労支援センター」を開始し、出向形態
によるオペレーションサポートとコンサルティングを
行います。さらに、日中一時生活支援事業で培ったノウ
ハウを活かして、「生活介護事業そら（定員20名）」を
立ち上げ、2018年４月より新たな出発をします。

社会福祉法人太陽の家広報紙　http://www.taiyonoie.or.jp/
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Japan Sun Industries

「わが社の
　今年の抱負」

　ダイバーシティ＆インクルージョン
が実践できている、すなわち、障がい
のあるなしに関わらず、全従業員が
相互理解の上、働きがいを持って顧客
満足を得るものづくりができている。
当社ではこの事を「ユニバーサルもの
づくり」と称しており、今年は「ユニ
もの」構築に注力します。皆様のご支援
をよろしくお願いいたします。

　太陽の家との共同出資会社と協力企業のトップの
方々に、今年にかける各社の抱負をお寄せいただき
ました。

オムロン太陽株式会社　
代表取締役社長　大前　浩一

　ホンダ太陽は「個性を活かし、みんなの力
を発揮し、更なる体質強化を目指す」を、
ホンダＲ＆Ｄ太陽は「ホンダの研究開発業務
の多様化に応えられる部門への進化」を中期
方針に掲げ、一つひとつの改善から一人
ひとりのスキルアップを目指し、「安全第一・
品質第一」を基本に、「お取引先様からの
信頼」を大切に従業員一丸となって取り
組んで参ります。

　2018年1月14日に創立40周年を迎える
ことができます。ひとえに皆様のお力添え
のおかげと、深く感謝しております。我々
は「障がい者の能力を最大限発揮できる
会社」を目指して更に進化します。
　匠の技を必要とする完全カスタマイズ
イヤホンの生産、自社設計のハイレゾ
マイクロホンの商品化、PCを活用した
Webアクセシビリティ検証業務等に果敢
にチャレンジして参ります。

ホンダ太陽株式会社
ホンダR&D太陽株式会社　

ソニー・太陽株式会社　

代表取締役社長　星野　博司

代表取締役社長　盛田　陽一

　2018年は、当社の事業基盤である
リペア（修理）事業を取巻く環境が
大きく変化いたします。これに対応
していくため社員と一緒に、新たな
事業拡大に向けて技術スキルと社員
一人ひとりの意識改革ならびに実行
力を高め、安定した事業創出に向けて
取組んでまいります。

　印刷業を取り巻く環境は厳しく、
当社も最盛期の50％迄売上げが落ち
込みました。その様な中、「会社を
維持すること」が今年の大きな課題
です。社員の意識改革と当社しか
出来ないものづくり、商品開発。即ち
受注印刷からの脱却、業態変革に
全社一丸となって取り組みます。

　介護保険の制度が導入され17年が経過
いたします。弊社の事業もオーダーメイド
車いすの製作・販売中心から介護保険
対象者の方々に対しての福祉用具レンタル・
販売が多くを占めてまいりました。しかし、
個々の利用者に対するフィッティングの
基本・原則は変わることはありません。
これからも、このことを忘れず日々努力
してまいります。

　規範と配慮と人の道。今風に言えば、
ルールとマナーとモラルです。多様な
経緯と背景をもつ仲間だからこそ、大切に
したい。互いに認め合い、尊敬し合い、
弱点を補い合って少しずつでも成長して
ゆくこと。中村裕先生や今日までの諸
先輩方に恥ずかしくない、個人や集団で
あり続けたいと、年頭にあたり決意を
新たにしています。

　皆様こんにちは、2018年も前年
同様非常に多忙な年になると予想
します。全員一丸となって、品質を
落とさず、難局を乗り越えてゆきたい
と思います。何かと就労する障がい
者の〝数〟が議論されがちですが、

〝質〟と〝成果〟にこだわり社会に
貢献してゆく所存です。ご指導、
応援の程お願いします。

富士通エフサス太陽株式会社

株式会社 電子印刷センター

有限会社　大分タキ三菱商事太陽株式会社

デンソー太陽株式会社

取締役工場長　能澤　晴雄 

代表取締役社長　杉本　恵子

代表取締役　上野　哲也代表取締役社長　福元　邦雄

代表者取締役社長　岩崎　正

　障がい者雇用の環境は我々の予想を
はるかに超えて大きく変化してきました。
こうした変化に対応するため昨年から
４か年の中期計画に取り組んでおり、
今年は２年目を迎えます。知的・精神
障がい者の雇用拡大はじめ新たな社会
課題の解決に向けて、生産のさらなる
改善、新たな技術の導入など職域の拡大
に積極的に取り組んでいきます。

オムロン京都太陽株式会社
代表取締役社長　宮地　功



　この度、太陽の家が法務省より「人権擁護功労賞特別賞
（ユニバーサル社会賞）」を受賞しました。この賞は、人権
擁護活動において顕著な功績があったと認められた団体又は
個人に対して贈られるもので、今年で11回目となります。
太陽の家が多年にわたり国内の障がい者の就労支援、生活
相談、余暇活動等の支援だけでなく、発展途上国における
障がい者支援等に取り組んできたことが、共生社会の実現に
向けた功績として評価されました。

　この度、オムロン太陽株式会社が厚生労働省主催の
「グッドキャリア企業アワード2017」にて大賞を受賞いた
しました。これは、従業員の自律的なキャリア形成支援に
ついて他の規範となる取り組みを総合的かつ継続的に推進
し、その成果が顕著であることを評価されるもので、当社
が評価されたポイントは、「障がいの有無に関わらず、個々
に寄り添った成長の支援」を行ったことです。具体的には、
①障がいの有無に関わらずすべての従業員に同じ研修の
機会を提供、②従業員の障がいの状態やレベルに合わせた
社員等級を新設、③職能要件書を整備し、資格取得奨励金
制度を導入したことです。
　今後も従業員が働きがいを感じられる職場づくりを進めて
いきます。

（オムロン太陽　中野恵美）

　12月４日、法務省内にて
行われた表彰式に山下副理事長
が出席し、上川陽子法務大臣
から表彰状と記念の楯を受け
取りました。
　今回の受賞を励みに、今後も
取り残される障がい者のいない
社会の実現を目指して社会的
弱者の人権擁護とその思想の
普及にお役に立てるよう取り
組んでいきます。

平成29年度法務省
「人権擁護功労賞特別賞」受賞

オムロン太陽株式会社
グッドキャリア企業アワード2017受賞！

　2017年11月９日～10日に、東京ビッグサイトにおいて、
「第25回職業リハビリテーション研究・実践発表会」が開催
されました。10日の〝口頭発表〟の部で、デンソー太陽
株式会社の岩崎社長が「定年までの就労を目指して」（愛知
事業本部共同）と題して事例を発表しました。障がい者雇用
事業の課題である〝就業能力の低下〟に対するこれまでの会社
の取組みを、就労を断念した実際の事例も交えて紹介しま
した。新たな取り組みとして開始したアセスメントの方法、
結果、課題を報告し、最後に「“定年まで就労する”ための

想いと活動を述べてきたが、まだまだ、試行錯誤しながら
より良い対策を模索している段階なので、皆様の知見・
提案を頂きたい。こうした活動で対策を拡充し、少しでも
多くの障がい者
がモラールを維持
し元気に活動で
きる環境を整え
ていきたい」と
述べ、締めくくり
ました。
（愛知事業本部
　　　長谷孝彦）

第 25 回 
職業リハビリテーション研究・実践発表会

　昨年は、新たな取り組みとして、
HAL腰タイプ自立支援用を活用した
パラスポーツ選手へのコアトレー
ニング効果を別府ONSENアカデミア
にて発表しました。
　本研究を元に、革新的テクノロジー
を活用した健康増進サービスを多くの
方に提供して参ります。

　経営理念である「地域社会の繁栄に貢献
するため、銀行業務を通じ最善をつくす」
を基本に本年もこれまで同様、皆さまに
心地よくご利用いただける店づくりに
つとめます。また、太陽の家の皆さまとの
積極的なかかわりを通じて、皆さまのお役
に立てるよう最善をつくします。戌年に
ふさわしく、皆さまのご期待に鼻が利く
存在になれるよう行員一同業務にまい進
いたします。

大分ロボケアセンター株式会社株式会社大分銀行　太陽の家支店
代表取締役　安永　好宏支店長　渡辺　徹

（右前）大前浩一社長
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別府市立亀川小学校４年生　61人
熊本駅前看護リハビリテーション学院　57人
添田町人権・同和教育推進協議会委員　30人
別府医療センター付属大分中央看護学校　88人
いなげやウイング　4人
武雄市民生委員児童委員協議会　25人
佐賀市東与賀地区民生委員児童委員協議会　14人
大分市立下郡小学校５年生　160人
山鹿市鹿本町民生委員児童委員協議会　27人
大分市立春日町小学校５年生　125人
佐賀県伊万里市民生委員・児童委員協議会　12人
一般社団法人建設電気技術協会 九州支部　35人
ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ㈱　
　設計技術部門 設計情報/技術標準部 MDPF技術課
　　布施 法之様 
　企画管理部門 ITS部 企画推進課 樋口 成晴様
ソニー・太陽株式会社 上田様　3人
那覇地区PTA連合会（那覇市60人・浦添市22人）82人
厚生労働省社会・援護局 地域福祉課課長 竹垣 守様
厚生労働省社会・援護局 地域福祉課生活改善係長 大友 隆児様
厚生労働省社会・援護局企画課施設管理室指導係長 野口 忠則様
別府重度障害者センター 所長 三好様、庶務課長 佐藤様　5人
宮崎県都農町民生委員児童委員協議会　20人
株式会社ルネサンス 熊坂様他　2人
福岡市早良区第８地区民生委員児童委員協議会　36人
JKQ712171023JRG　13人
小国町下城１部老人会　18人
阿蘇市コミュニティセンター運営審議会　17人
NHK 佐々木監督、村上プロデューサー、水野様
株式会社電通そらり　3人
株式会社電通2020プロデュースセンター　2人
大分市立賀来小中学校５年生　95人
ラオス研修生　5人
日本パラ陸上競技連盟（広報）小山哲矢様
南さつま市加世田民生委員児童委員協議会　25人
豊後大野市千歳町犬飼町地域人権教育啓発推進協議会　15人
駐日各国大使（16ヵ国）　23人
内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局
　尾田参事官、三浦様、安富様　他6人
韓国 慶尚北道　31人
神奈川県議会
　ともに生きる社会かながわ憲章推進特別委員会　14人
うきは市社会福祉協議会　17人
熊本市御幸校区民生委員・児童委員協議会　19人
福岡県築上郡吉富町佐井クラブ　18人
東京都港区議会保健福祉常任委員会　10人
下関看護専門学校３年生　45人
宮崎県都農町春秋会　9人
六興電気㈱ 川上様
岡山県経営者協会児島支部　18人
六興電気㈱ 川上様
大分市立都留小学校５年生　77人
日出町地域自立支援協議会就労支援部会　16人
鳥栖市弥生が丘地区区長会　5人
日本舞踊連盟 花柳様　3人
株式会社WOWOW 代表取締役社長 田中 晃 様　他3人
佐賀整肢学園・オークス　6人
鈴木大地スポーツ庁長官　他8人
ソニーグループ人事担当者　33人
一ノ宮 紀行様
六興電気㈱ 川上様　他１人
六興電気㈱榎本様、川上様
韓国　利川市社会福祉協議会　17人

株式会社 名張製作所　7人

静岡県森町民生・児童委員協議会　31人
静岡県浜松市東区和田地区民生・児童委員　21人

地域生活支援センター　あいりん　2人
ＨＯＮＳＨＡ＿㈱平山　14人
株式会社　平山　38人
㈱平山　20人
関西生産性本部　15人
京都府医師会看護専門学校　37人
Asian Institute of Management（AIM）　41人
一般財団法人海外産業人材育成協会　26人
ＪＲ西日本あいウィル　14人
西宮市民生児童委員会　62人
障害者生活相談員資格認定講習　63人
茨城福祉工場　5人
盆唐経営高等学校　14人
NCAオムロン契約店会　63人
播磨町人権・同和教育研究協議会　23人
株式会社WeDo　16人
FX171022大阪　17人
リーン・ジャパン・スタディーツアー　6人
正商書院1023　19人
坪村（ピョンチョン）工業高等学校　53人
枚方市伊加賀校区福祉委員会　29人
大阪雇用開発協会　22人
宇治支援学校保護者　31人
栗東市少年補導委員会　25人
地域生活センター　ふかくさ　4人
公益財団法人太平洋人材交流センター　13人
福井工業高等専門学校　44人
斗辰産業技術株式会社　31人
寝屋川市民生・児童委員協議会　59人
京都府医師会看護専門学校　30人
株式会社信智総研　24人
ヤフー株式会社　10人
大阪府立摂津支援学校　7人
株式会社モリタ製作所　2人
株式会社平山　33人
カルソニックカンセイ株式会社　2人
緑伸会　11人
岡山民生委員　10人
伊丹人権擁護委員協議会三田部会　10人
草津市立玉川小学校（片山様）　5人
韓国生産性本部　16人
生産革新研究会・基礎ＩＥ部会　29人
ＪＭＡマネジメント・インスティチュート
　部長のためのエグゼクティブ・マネジメントコース
　（一般社団法人日本能率協会）15人
㈱平山　10人
乙訓ひまわり園　2人
枚方市民生児童委員協議会 交北地区　19人
宮津人権擁護委員協議会　21人
柏崎市議会議員　6人
一橋大学財務リーダーシッププログラム　6人
日本設備管理学会　18人
DECATHLON社　22人
奈良人権擁護委員協議会第４部会　10人
枚方市民生児童委員協議会 香陽地区　31人
西宮市瓦木地区ボランティアセンター　26人
京都私立病院協会　13人
向ヶ丘支援学校　7人
土庫校区人権教育推進協議会　22人
韓国技術大学　19人
宇治市消費生活講座　29人
一般社団法人海外産業人材育成協会　26人
柏原市民生児童委員協議会　27人
東京人権啓発企業連絡会第１Ｇ・第３Ｇ　28人
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★大分県委託訓練「ジョブトレーニング科」が修了★
　2017年度の大分県委託訓練ジョブトレーニング科が
８月１日にスタートし、12月４日に無事５人全員で修了式
を迎えることができました。前半はビジネスマナーなどの
基本講座を中心としたカリキュラムで、受講生個々の
特性（個性）を把握し、適性にあった実習先を選んだ後、
後半の10月から11月には内部と外部での作業実習を行い
ました。
　修了式では宮原事務局長から修了証書が授与され、
修了生代表者から「訓練を通して、自分に欠けている
ものは何かをみつけられた。障がい者の就職はまだまだ
厳しい状況なので今後もぜひ、ジョブトレーニング科を
続けて欲しい」との挨拶がありました。
　なお、喜ばしいことに実習生全員の進路先が、修了式
を前に決定しました。（雇用事業本部　就労移行課　吉田卓玄）


