
太陽通信

中期目標 2 0 1 8 年 度 主 要 事 業
Ⅰ 太陽の家理念の発信
　 支援者の拡大

・パラリンピック聖火採火誘致活動
・障がい者スポーツの父中村裕と太陽の家の情報発信

Ⅱ 雇用労働者の創出

・就労移行支援事業「チャレンジたいよう（別府・大分）」開始
・公益事業「太陽の家愛知就労支援センター」開始
・関連企業内清掃事業、オフィスサービス事業開始（京都）
・就労定着支援事業開始準備

Ⅲ 新規施設利用者確保 ・愛知日中生活介護事業「そら」開始
・A型B型製造以外の作業拡大

Ⅳ 高齢化 重度化対策 ・「健康サポートセンターたいよう」開設
・ゆたか・ゆうわ再編計画作成

Ⅴ 社会への貢献 ・地域高等学校発達障がいの疑いのある方への対策支援
・ラオス等への障がい者スポーツ支援

Ⅵ 財務の安定化 ・愛知事業再編 新体制開始
・京都事業再編 準備

Ⅶ 亀川再開発 ・新歴史資料館設立準備

■ 新年度の主な事業は次のとおりです。 ■ 

　2017年度は、中長期計画Ver.１にそって具体的事業
を推進してきましたが、予想以上に変化のスピードが
速い側面もあり、法人運営を取り巻く環境は一層厳しく
なってきました。愛知、京都でのA型事業に求められる
役割の変化、それに伴う財政基盤の変化、さらには
B型事業所利用者の高齢化による離脱の加速、施設設備
の老朽化による維持管理費の負担増等、直面する新しい
課題を加味して、中長期計画を見直し、Ver.４に更新
しました。

　2018年度は、中長期計画Ver.４を指針として、
基幹社会福祉事業の安定運営を目指し、障がい者への
就労機会の拡大と雇用の定着を図ります。
　そのための重点施策として、①愛知、京都における
事業再編　②大分市での精神発達障がい者に特化した
就労移行支援事業の開始　③働く障がい者とリタイア
した障がい者を支える健康サポートセンターの開設　
を実施します。同時に、太陽の家の理念の発信を継続
し、2020年以降の『共生社会の実現』に繋げ、長期
目標として掲げている『取り残される障がい者のいない
社会の実現』を目指していきます。

大分事業本部の経過、2019年度開設を目指す新歴史
資料館（仮称）の進捗状況などの報告を行いました。
３月20日2017年度第２回評議員会が開催され、評議員
10人が出席し、理事会と同様の議案（規則類の制改正
以外）が審議され承認されました。

Japan Sun Industries
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2018年度事業計画

2017年度第３回理事会
第２回評議員会開催

　３月13日、2017年度第３回理事会が本部集会室で
開催されました。会には９人の理事・監事が出席し、
2017年度第２回補正予算、2018年度事業計画、
2018年度予算、事務局組織、重要人事、規則類の
制改正（事務局組織規程、事務決裁規程、職員給与規程、
再雇用者就業規則、職員就業規則、就業規則有期フル
タイム、就業規則有期パートタイム、別府ワークセン
ター有期従業員就業規則、京都ワークセンター有期
従業員就業規則）が審議され承認されました。また、
昨年末に小規模多機能型居宅介護事業を廃止し、精神
障がい者を主な対象とした就労移行支援事業を開始する



Japan Sun Industries

　３月26日、愛知事業本部内にある蒲郡信用金庫（理事長：
竹田知史）太陽の家支店（支店長：大島千加子）で、車いす
利用者向けATＭ設置セレモニーが執り行われました。セレ
モニーは、竹田理事長の挨拶の後、関係者５名によるテープ
カット、デンソー太陽株式会社の西口課長による使い始め式
が行われました。新しいATMを最初に使った西口課長は

　２月28日、一般社団法人愛知県自動車協議会様より寄贈
を受けた車いす利用者の方も乗車できるスロープ付き福祉
車両トヨタシエンタが納車されました。４月より開始と
なる生活介護事業の利用者送迎用等に活用させていただき
ます。ありがとうございました。

（愛知事業本部　総務課　真木 宏昌）

「車いすでも大変使いやすい」と感想を述べておりました。
今回の車いす向けATMは、画面部分と通帳部分を台上に
設置することで、「足元が当たりにくい」、「画面が見やすい」、

「現金が取りやすい」などの利便性を実現しました。さらに
利用者の目線や動線を考慮したブースを設置しプライバシー
保護を可能にしました。これは蒲信太陽の家支店が以前から
抱えていた懸案で、今回沖電気の全面協力を得て、蒲郡
信用金庫の創立70周年に合わせて実現しました。今後、
車いす利用の従業員・利用者は勿論のこと、地域のみなさん
にも喜んで使っていただけるものと期待されます。

（愛知事業本部　長谷 孝彦）

蒲郡信用金庫太陽の家支店に
車いす利用者向けＡＴＭを設置

愛知事業本部 福祉車両寄贈

　３月26日、大分県庁にてラオスパラリンピック委員会と
大分県、別府市、そして太陽の家の4者が参加し、2020
東京パラリンピックに向けてパワーリフティングのラオス
代表が別府市で事前キャンプを行うことが正式に決まり、
協定の調印式が行なわれました。
　式には、ラオスパラリンピック委員会のシタート・チャン
タブリー副会長と広瀬勝貞大分県知事、長野恭紘別府市長、
そして太陽の家から中村太郎理事長が出席し、協定書に
サインを行いました。
　太陽の家では、約15年前から大分タキの元会長故上野茂
さんによるラオスでの車いす製造技術の継承と普及の活動
に協力する形で研修生の受け入れを開始しました。また、
近年ではアジアの障害者活動を支援する会（略称：ADDP/
前島富子会長）に協力し、障がい者スポーツ指導者の派遣
や研修生の受け入れを行ってきました。
　ラオスは2016年のリオデジャネイロ・パラリンピックで
パワーリフティング男子49キロ級（運動機能障害）で選手
１人が６位に入賞しましたが、指導者や練習環境が十分に

は整っていないのが現状です。今後は国際大会でも使用
できる公認のパワーリフティング機器を備えている太陽の家
で、オムロン太陽の城隆志さん（65キロ級日本記録保持者）
や日本代表選手との合同練習も期待されています。
　また、2020年までの間にパワーリフティング選手を始め
パラスポーツ関係者が太陽の家でのキャンプを通じて、
パラスポーツのみならず様々な文化的交流を別府市民と
深めることで両国のより一層の相互理解と友情の輪が拡がって
行くことと思います。

東京パラ事前キャンプで
ラオスと協定を締結

（左から）中村太郎理事長、ラオスパラリンピック委員会シタート・
　　　　  チャンタブリー副会長、広瀬勝貞大分県知事、長野恭紘別府市長



　３月19日に大分県内の三菱グループ16社で構成される
親睦団体・大分三菱会より2017年新年祝賀会での募金
63,495円をご寄付いただきました。大分三菱会からのご寄付
は1997年から毎年継続して頂いております。ありがとう
ございます。

　３月13日別府本部集会室にて、愛知及び京都事業本部を
含む８事業本部の代表が集まり、2017年度改善報告会が
行われました。
　報告会では、それぞれの本部で選ばれた最も良い改善
活動の発表が行われました。全本部長による採点の結果、
愛知事業本部事業・支援課の福澤真さんの改善活動が１位
に選ばれました。事業体制が大きく変わった愛知では、全
職員が４つのプロジェクトチームに分かれ、「就労継続支援
A型事業運営体制改善」、「食堂利用者の満足度向上」、「地域
貢献への新たな取り組み」と「廃棄物処理方法の改善の取り
組み」を行い、事業の安定化・効率化に繋げていく活動を

実施しました。２位には肺炎、誤嚥性肺炎予防として杵築
事業本部で実施した「口腔ケア」が、３位にはCOM活動の
一環として別府事業本部で実施した「治工具作成による
生産向上」が選ばれました。
　それぞれの本部で実施した改善活動を各本部で見習い、
来年度もまた新たな改善活動が実施されることが期待されて
います。

改善報告会の開催

　３月11日に京都市で「第29回全国車いす駅伝競走大会」
が開催され、全国から22チームの車いすランナーが国立京都
国際会館前から西京極陸上競技場までの５区間21.3キロを
駆け抜けました。
　レースは、昨年10年ぶりに優勝した大分Ａ、１区の廣道
選手が４位でつなぎ、２区の笹原選手が３位に追い上げ、
３区の佐矢野選手がトップの福岡Ａに９秒差まで詰めよる
区間賞の走りをみせました。４区の河室選手が、その勢い
で福岡Ａのエース山本選手を登りの最高
地点手前で一気に抜き去り、23秒差で
５区の渡辺選手につなぎ、このアドバン
テージを託された渡辺選手が落ち着いた
フォームでゴールまで見事に走り切り、
２連覇を成し遂げました。その他、

太陽の家関係者が出場した京都Ａは３位入賞、京都Ｂは
11位、大分Ｂは18位という結果でした。

（オムロン太陽株式会社　城　隆志）

太陽の家関係選手
大分Ａ

２区　笹原　廣喜（オムロン太陽）　　　区間３位
３区　佐矢野利明（ホンダＲ＆Ｄ太陽）　区間１位
４区　河室　隆一（ホンダ太陽）　　　　区間１位
５区　渡辺　習輔（ホンダ太陽）　　　　区間２位

大分Ｂ
１区　山口　修平（ホンダ太陽）　　　　区間９位
２区　城　隆志　（オムロン太陽）　　　区間９位
３区　塩地　優　（オムロン太陽）　　　区間14位
４区　佐藤　隆信（三菱商事太陽）　　　区間22位
５区　藤原　修　（エフサス太陽）　　　区間10位
補欠　井崎　英明（ソニー・太陽）
補欠　吉廣　匡介（ソニー・太陽）

京都Ａ
１区　寒川　進　（オムロン京都太陽）　区間８位
３区　中井　康彦（オムロン京都太陽）　区間２位

京都Ｂ
５区　用田　竹司（オムロン京都太陽）　区間４位

 １位　大分Ａ  　　 46分23秒
  ２位　福岡Ａ  　　　  46分30秒
  ３位　京都Ａ  　　　  52分30秒
 11位　京都Ｂ  　１時間１分19秒
 18位　大分Ｂ  　１時間４分59秒

第 29 回全国車いす駅伝競走大会
で大分Ａが２連覇

総合
順位

大分三菱会からご寄付

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

１位でゴールした
ホンダ太陽の

渡辺選手

（左から）杵築 藤元さん、愛知 福澤さん、別府 宮崎さん

（写真左から）キリンビール株式会社　大分支社　小日向真支社長
　　　　　　　吉伴株式会社　若林重喜社長・太陽の家　山下達夫副理事長
　　　　　　　キリンビール株式会社　大分支社　植田明佳副部長



★太陽食堂（別府）食事提供会社が変わる！★
　別府本部の太陽食堂・ゆたか食堂は、2018年４月から

「日清医療食品株式会社」に変わることとなりました。
　日清医療食品は、東京都に本社を持ち、“お客様の信頼
と満足を得る、心のこもった食事サービスを提供する”
ことを大切にしながら1972年より日本中の医療や福祉施設
などに美味しく、安全な食事サービスを行っている会社
で、大分県内では74か所の医療・福祉施設に食事を提供
しています。
　太陽食堂の食事メニューは、毎食日替わりで、朝食は
６品（430円）、昼と夕食は５品（580円）となり、これ
まで以上に充実した食事を提供する予定です。また、
太陽の家の管理栄養士と協力し、特別食や減塩食にも
注力していきます。

主な来訪者［２/11〜３/10］
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京　都
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〃
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〃
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〃
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〃
2/20
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2/28

〃

3/  2
3/  5
3/  7

〃
3/  9

〃

筑波大学 澤江幸則准教授、杉山文乃特任助教
安川コントロール㈱、安川マニュファクチャリング㈱　6人
錦城護謨㈱ 阿部様、小山様
韓国 釜山広域市肢体障害者協会　8人
ソニー㈱ 安部様
韓国 福祉施設　17人
ニーズ探索交流会　50人
大在地区民生委員児童委員協議会　26人
アイスランド日本大使 北川様
日本スポーツ振興センター 河合純一様他　3人

サンアクアＴＯＴＯ　4人
伏見福祉事務所　2人
公益財団法人太平洋人材交流センター　12人
キッコーマン株式会社　3人
城陽市寺田南地区民生児童委員協議会　12人
公益財団法人京都ＳＫＹセンター　32人
吉備高原障害者職業能力開発校　3人
サンアクアＴＯＴＯ　4人
オーロラ会（旧日経連部長会ＯＢ会）13人
Makoto Japan Lean Experience　16人
広陵町青少年健全育成協議会　16人
栗東市大宝西学区民生児童委員協議会　2人
枚方市小倉校区福祉委員会　32人

王寺町人権教育推進協議会　34人
埼玉県生産本部川口支部　7人
四日市商工会議所　20人
Posco Energy（MCIC）　20人

（一財）海外産業人材育成協会　28人
ハヤミ工産㈱　7人
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★屋外通路整備工事完了★
　このたび、別府本部では６年間仮設であった食堂、
本館寮、太陽の湯とサンストアを繋ぐ屋外通路がリニュー
アルされました。従来の通路より横幅が広くなり、安全面
に配慮し、センサー式のLED電灯も設置しました。太陽
の家関係者だけでなく、サンストアや太陽の湯を利用
される多くの地域の方にとって便利になりました。

第13回大分県障がい者スポーツ大会開催される！
■ 卓球（身・知・精）
　 ５/12（土）　県身体障害者福祉センター
■ アーチェリー（身）
　 ５/19（土）　別府市実相寺アーチェリー場
■ ボウリング（身・知・精）
　 ５/19（土）　タワーボウル稙田店
■ 水泳（身・知・精）
　 ５/20（日）　大分市営温水プール
■ 開会式・陸上競技（身・知・精）
　 ５/27（日）　大分スポーツ公園
　　　　　　　　大分銀行ドーム
■ フライングディスク（身・知・精）
　 ５/27（日）　大分スポーツ公園
　　　　　　　　だいぎんグラウンド

　今年は、太陽の家から47名の方が参加する予定
です。この大会は、10月13～15日にかけて福井県
で開催される第18回全国障害者スポーツ大会「福井
しあわせ元気大会」の予選を兼ねて行われます。

在籍者数 2018 年３月 1 日現在

（　）：障害のない人　再掲

区　分 別府・大分 日出 杵築 愛知 京都 計
就 労 移 行 支 援 7 0 0 0 0 7
就労継 続支援Ｂ型 164 0 0 33 56 253
障害者支援施設（ゆたか） 44 0 0 0 0 44
障害者支援施設（ゆうわ） 0 75 0 0 0 75
介 護 施 設 0 0 78 0 0 78

施設利用者小計 215 75 78 33 56 457
就労継続支援Ａ型

（サンストア）
17 0 0 0 0 17
(6) 0 0 0 0 (6)

就労継続支援Ａ型
（福祉工場）

30 0 0 62 67 164
(8) 0 0 (10) (19) (37)

関 連 企 業 135 246 0 81 14 476
　(162) (161) (0) (6) (16) (345)

事 務 局 10 1 0 1 1 13
(125) (75) (59) (22) (22) (303)

雇用労働者小計 197 247 0 144 82 670
(301) (236) (59) (38) (57) (691)

合　計 713 558 137 215 195 1818
(301) (236) (59) (38) (57) (691)

食堂～本館寮～太陽の湯

本館寮～サンストア


