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必要なもの？

11 月を迎え、2020 年もあと２か月となりましたが、
今年は新型コロナウイルス感染症によって思うように
活動ができず、また、さまざまな催し物が中止になった
り、毎日同じニュースが何回も流れるなどして、一年が
短く感じられたのではないでしょうか。依然として世界
では相変わらず感染者が多数出ており、日本でも、未だ
収束の気配はありません。体温を測り、外出時はマスク
と消毒の日々が続いており、自宅ではパソコンを使って
の仕事、パソコンやスマホでのテレビ電話と昨年までの
日常とは全く違った光景が展開しております。　

そのような憂鬱な気持ちを晴らすことができるのは
家族との会話、友人との会話ではないでしょうか。何気
ない普段の事を話したり、当たり前のことを当たり前に
話すこと、昔話が多くなり、同じ話が繰り返されても、
それを話すと話した人は気持ちが落ちつき、心が満たさ
れます。また、聞く方の側からすれば、また同じ話をし
ていて聞き飽きたというかもしれません。でもそこに普
遍的なつながりを見出し、相手が元気であることを確認
し、また安らぎを覚えることがあるように思えます。何
の変哲もない繰返しは、退屈という見方もありますが、
私たちにとって繰返しや、同じものというのは、心を休
め落ち着ける重要なアンカーではないでしょうか。そし
て同じことの中から変化を見出し、新しい発見をして進
む道を探していくのではないでしょうか。

トルストイの短編小説に　「人には、どれほどの土地
がいるか」というのがあります。　農家のパホームは少
しでも収穫を増やそうと、土地を売り買いして、少しで
も広いところへと移り住んでいく。　バシキールの遊牧
地で、日の出から日没まで一日歩いて回ったところを千
ルーブリで売ってくれる、という話があることを聞き
行ってみると、そこは神の土地で住んでいる人はみんな

暮らしに必要なものだけで満足
していた。しかし土地の欲しい
パホームは悪魔の誘惑により、
このひと回り千ルーブリの話に
挑戦。朝から歩き出し日没近く
に元の場所に戻ってきたが、そ
こで息途絶えてしまう。最後に
与えられたのは葬られた頭から足までが入る土地だっ
た、というお話です。

今の世の中、私たちはとかく斬新なもの、刺激のある
もの、必要のないものまで追い求め、逆に本当に必要な
ものが忘れられているのではないでしょうか？

聖書にあるイエス様が「祈るときにはこう祈りなさ
い」と教えてくれた「主の祈り」に　「わたしたちに、
必要な糧を今日与えてください」（マタイ 6 － 11）と
いう箇所があります。イエス様はその日に必要な分だけ
の糧（食べ物）を、今日与えてくださいと祈ることによっ
て、その日必要なものは、神様が与えくださると言って
います。

私たちは日々の糧には心を煩わされずに、日常の中か
らの新しい発見や気づきを大切にして勤めを果たすこ
とが求められています。コロナウイルス禍の中でも福祉
施設はエッセンシャルワークとして休むことなく開所
され、そこに働く方たちは感染に細心の注意を払い業務
を行ってまいりました。　これからもイエス様のみ言葉
を信じて日々の糧には心配することなく、私たちは与え
られた使命に向かって進んでいきたいと考えています。
役職員一同、奉仕団の施設をご利用なさる皆様に安心し
てご利用いただける施設、地域に溶け込んだ施設となる
よう努力してまいりますので、これからも皆さまのご支
援とご協力をお願いいたします。

理事長　渡
わたなべ

辺　教
きょう

　



アガペセンター

基幹相談支援センター開所 1年を振り返って
アガペセンター総合相談室　潮田　満

アガペセンター総合相談室に運営が委託されている
「座間市障がい児・者基幹相談支援センター」は 2020
年 10 月 1 日に開所から１年を迎えました。障がいの有
無に係わらず、「孤立する事のない町づくり」を目指し
活動しています。具体的には市内相談支援事業所やサー
ビス提供事業所を訪問し、困りごとの解消に努める「後
方支援」や研修会や事例検討会の開催による「顔の見え
るネットワーク形成」を活動の中心に据えています。開
所半年後から続くコロナ禍では人々が対面する活動に
制限が加えられました。その様な中でも研修会をオンラ
インで開催するなど「今、何ができるのか」を強く意識
して 1 年間活動して参りました。研修会では「有事に
おいて必要な情報が当事者に行き届いていない」という
意見が寄せられました。この意見の様に日々の活動から
見えてきた地域課題を自立支援協議会等の検討の場に
提言し、孤立する事のない町づくりに今後も繋げていく
所存です。

アガペセンター広報委員会
～アガペをもっと知ってもらうために～

広報委員長　元田　勲
アガペセンターでは広報誌「アガペ」を年 2 回（以

前は年 3 回）、発行していますが、今年 11 月の発行で
66 号を迎えました。私が入職した 1999 年は 20 号台
でしたので、かなりの歴史があります。近年は広報誌
をホームページにも UP するようになりましたが、今
も変わらず郵送や手渡しで関係者の皆様へお届けして
います。そして、今、センター内で検討している事は、

広報誌「アガペ」を含む、広報のあり方です。現在、セ
ンターからの情報発信はホームページと広報誌が主と
なっていますが、例えば SNS（ソーシャル・ネットワー
キング・サービス）を活用して、日々の出来事を伝える
ブログや、行事のお知らせや様子、ふと感じたことをつ
ぶやいたりする等による発信の可能性を考えています。
検討のきっかけは「アガペの事をもっと、たくさんの方
へお届けできないだろうか？」という思いからでした。
まだ道半ばで最終的な方法は決まっていませんが、可能
性を考えるだけでも、わくわくしています。同時に広報
誌「アガペ」の「紙」「活字・写真」「手で伝える・触れ
られる」の良さを、どのように継承していくかも大きな
テーマですが、これまでの「共に生き、歩む」思いが、
伝わり続けるような形にしていきたいと思います。

地域を支える短期入所に
短期・地域生活課　竹内　亮

第２作業棟二階の一角に短期入所（ショートステイ）
事業を展開しています。主に知的障がいを持たれた方が
利用される宿泊施設です。ご家族が急に家を離れなけれ
ばならない時の預け先となったり、ご家族がホッと一息
ついたりお出かけしたい時に利用したりします。普段
は地域で生活されている障がい当事者や、そのご家族
が「いざという時にも短期入所に相談できる」と安心し
て頂けることが私たちの存在意義であると考えており、
これからも皆様から頼りにされるようにしっかりと役
割を果たしていきたい所存です。さて、今年は新型コロ
ナウィルスの感染拡大という、前代未聞の状況下となり
ました。私たち短期入所事業でも非常に大きい影響を受
けました。緊急事態宣言下では、利用される方の不安も
大きく、私たちも受け入れをどのような規模で継続して
良いのかとても困惑しました。当時は 1 カ月ほど、受
け入れが激減しておりましたが、現在は通常の利用率に
戻っております。

当施設では、感染防止策を強化しました。非接触型の
体温計を導入し、受け入れ時と就寝時に検温回数を増や
したり、食事の時間をずらしたり、座席を変更して少人
数で間隔を開けたり、定時で窓を開閉して換気を行い、
共有スペースの消毒を行う等、徹底しております。まだ
事態は収束しておりませんが、利用する方の不安を軽減
していきたいと思っています。出来ることをしっかりと
行いながら、地域のニーズに応えていきたいと思います
ので、これからも宜しくお願い致します。
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【写真】地域ネットワーク会議の一コマ
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東京都板橋福祉工場
昨年度末から今年度にかけ、そして現在まで世界的に

も大きな脅威をふるっている新型コロナウィルスへの
対応が、2020 年度前半の大きな課題となりました。政
府が発令した「緊急事態宣言」により感染症の拡大を未
然に防ぐため経済活動に国レベルでブレーキがかけら
れた場合、企業の経済活動や様々な事業活動はどのよう
な形になるのか。・・・私どもに翻ってみると福祉事業
をどのように継続すべきか、利用者や職員の健康を守
り、かつ事業を継続するにはどうしたら良いのか。地震
や水害等、災害時の BCP（事業継続）であればいくら
かは想定してきたつもりでしたが、感染症拡大防止に対
する BCP マニュアルは 4 月の段階ではほぼ無く、手探
り状態で何とか進んできました。報道によると経済活動
の停滞による困難な事例が散見され、ひいては個人レベ
ルで困窮に陥る人の話をよく耳にします。私どものよう
なところでも事業の売り上げが落ち込み、状況は容易で
はありません。100 年に 1 度といわれる予想のつかな
い状況ですが、皆様や、行政ともしっかりと連携し利用
者支援のためにできる限りのことを行う所存です。今後
とも何卒よろしくお願いいたします。

＜就労継続支援A型・B型・就労移行＞
2020 年度より、工場設立当初から継続してきたマイ

クロフィルム事業を縮小しました。マイクロ業界は特に
ここ数年の情報処理分野の技術革新の波に押されて需
要が回復せず、それに伴う資材の高騰や機器メンテナン
スの中止が重なり、事業として苦戦を強いられてきまし
た。A型事業の収支プラス化は大きな課題となっており、
経済効率の高いデジタル処理にシフトし引き続き収支
改善に努力する所存です。

B 型事業所では、新型
コロナウィルスの影響で
一時閉鎖や、在宅支援、
分散通所を経て現在も時
短通所を続けています。
7 月から軽作業を立ち作
業としましたが、利用者

の皆さんは短い時間になり集中力が増したようで、以前
より作業効率が上がるようになりました。作業する部屋
には作業以外の不要なものは置かない方針として、CD
ラジカセや、本、クラブ活動で使う用具等を別室に移動
したのも集中力アップにつながったかも知れません。

昨年度は平均工賃が 2 万円となりました。今年度は
新型コロナウィルスの影響もありますが、同額以上を目

指しています。
飲食事業の方も厳しい状況で、主である学校でのパン

販売が 4 か月の間無くなり、高齢者施設等のパン販売
は今もありません。それ
でも軸をレストランにシ
フトさせ、コッペパンや
ラップサンド等の商品を
開発し、テイクアウトの
お客様を呼び込む努力を
続けています。

植物工場においては 4 月の閉鎖時期、販売出来なく
なった野菜を全て刈り取り、一斉清掃を行いました。こ
れまで携わってきた職員も異動で交代となり、すべての
面で再スタートとなりました。禍を転じて福と為すでは
ありませんが、今までより常態の良い野菜が育つように
なり、取引店舗数も少しずつ増えています。新型コロナ
ウィルスの先の見通しは立ちませんが、利用者、支援員、
共に頑張っています。

国立国会図書館複写受託センター
国会図書館複写受託センターには現在のところ障が

い者職員 4 名を含む正職員 14 名、非常勤職員 74 名が
在籍しており、法人の公益事業として国会図書館におけ
る利用者への資料複写業務全般を行っています。

コロナ渦において国会図書館での運営も少なからず
影響を受けております。現在、閲覧利用者が来館するた
めには事前申し込みによる抽選が行われています。しか
しながら制限のある状況にもかかわらず、いつも多くの
閲覧利用者が来館しております。その中において、資料
複写サービスも多くの閲覧利用者にご利用をいただい
ております。また、来館しなくとも資料複写サービスを
利用することも可能であり、日本国内のみならず、海外
からもサービスを利用される方もおられます。一日も早
くコロナ渦が収束するよう願うとともに、今後も安定し
た運営とサービス向上のために努めて参りたいと思い
ます。

新宿区立新宿福祉作業所
新宿福祉作業所は現在 68 名（定員 75 名）の方が利

用されています。指定管理制度の中で受託を開始して
14 年目を迎えました。

2019 年 4 月より就労継続支援 B 型から多機能型事業
所（就労継続支援Ｂ型 50 名・生活介護 25 名）となり、
生活介護事業がスタートしました。生活介護では余暇活

アガペ東京センター〒 175-0082　東京都板橋区高島平 9-42-7 Tel　03-3935-2601
Fax　03-3935-2688



動の提供が始まり、バスレクやカラオケ、散歩、料理、
創作活動、映画鑑賞などを実施しています。　

また、全体のプログラムとして、アート活動、ズンバ、
朗読会、料理講座など講師の方やボランティアの方と一
緒に楽しく参加されています。

今までの作業を主とした活動から、少しずつですが生
活の場へと移行しており、今後ますます加齢によるケア
や個別の対応が必要だと感じています。

今年度も楽しい活動ができると思っていた矢先、新型
コロナウイルス感染症の拡大により、余暇活動やイベン
トは中止となってしまいました。いつか作業所でも感染
者が出てしまうのではないか、感染してしまったらどう
しようと不安や戸惑いの中で、登所を自粛さされる方、
スケジュール変更等により気持ちが不安定になってし
まう方もおられました。

感染症対策として、マスクの着用やアルコール消毒、
毎日の検温、密にならない対応等、ご利用者、ご家族様
の協力もあり現在も安全に生活することができていま
す。

コロナ禍により、2020 年 3 月からパン販売や自主製
品の売り上げが大幅に減少しましたが、販売会を実施し
ていただいている企業様より「販売会の再開を待ってい
ます。」「またパンや焼き菓子が食べたいです。」と応援
メッセージをいただきました。お言葉をいただけたこと
に驚きと嬉しい気持ちになりました。また販売会で皆様
にお会いできるが楽しみです。 　　

9 月以降、販売再開できる企業様が増え、徐々に生活
介護プログラムやクラブ活動など実施しています。作業
所では新しい生活様式に対応するとともに、感染しない
取り組みを継続し、ご利用者が安心して過ごせる環境を
整えることが責務だと感じています。これからもご利用
者の皆さんと共に、毎日を楽しく過ごしていける作業所
を築いていきたいと思います。

板橋区障がい者就労支援センター
ハート・ワークは板橋区にお住まいの障がいをお持ち

の方が、職業に就き、社会参加が出来るよう就労支援を
行う事業所です。主な支援内容としては、相談、実習、

就労準備、面接同行、通勤、職場適応、定着などが主な
支援となっています。また余暇活動交流会として “ ボー
リング大会 ” や仕事帰りに立ち寄れる “ ひまわりトーキ
ング ” なども行っています。また障がいをお持ちの方だ
けでなく、事業主の方の相談も受けています。さらに就
労支援員の定期的な職場訪問、職場適応援助員（ジョブ
コーチ）の派遣等の職場定着支援を行っています。ハー
ト・ワークの登録者は現在 1016 名となっており、昨年
同月比で 86 名の増加となっています。板橋区内の特別
支援学校から毎年 40 名程度の新規就職者がおられ、毎
年増加傾向です。

今年 2 月辺りから新型コロナウィルスの感染拡大に
より、就労中あるいは就労予定の障がいを持つ方には大
きな影響が出ました。特に 4 月に入社予定であった方々
の中には、自宅待機が続き雇用契約が結べない方もい
らっしゃいました。職業の種類により、ホテルや旅館
の清掃や接客の仕事、ビルなどの清掃作業などは自宅
待機を命じられることも多く見受けられました。雇用
率への影響もあるので、解雇などの事例はあまり見受
けられないようでしたが、現実的に収入が減ってしまっ
ているのが現状です。そのような中、事業所における面
談や企業訪問も控えておりましたが、７月頃になり電話
や来所による相談も増えてきました。区内の各種会議も
9 月頃より再開し、自立支援協議会を中心とした会議も
活発になっています。ハート・ワークにおける仕事は
リモートワークが出来る環境を作り、4 月～ 5 月は電話
での対応を多く行いました。現在まで、登録者を含め、
職員も感染はありませんでした。東京においては現在も
感染者が多くおり、引き続き予防に努めて行く予定で
す。出先の事業所であり、
実習を目的としたベーカ
リーカフェこすもすは建
物（板橋区立エコポリス
センター）自体が休館と
なり、職員は休業という

扱いとなりました。8 月 18 日
より再開し、客足もなかなか戻
らない状況ですが、徐々にお客
様も増えております。また、登
録者の方々が楽しみにしている
余暇活動交流会もほとんど中止
となり、みなさん残念がってお
ります。来年は色々出来ること
を願っています。

アガペ東京センター4
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２０２０年アジア研修交流事業の報告
ミャンマーから来日待機中の研修生キン チャンさん

　1980 年から開始されたアジア研修交流事業は、昨年
度から始まったミャンマー 5 か年計画の 2 年目にあた
り、今年度は、ミャンマーの障がい者施設の職員を招
いて 3 週間の研修を行う予定を組みました。ところが、
今年 1 月から始まったコロナウイルスの感染拡大に伴
い、海外からの入国制限が継続中で、ミャンマーからの
研修生のキン チャンさんが入国できないでいます。そ
のために、当初 10 月に予定していた「アジア研修交流
プログラム」は日本外務省の入国許可が降りるまで延期
されることになりました。
　招待する予定のキン チャンさんは、AAR Japan が
2000 年にミャンマーのヤンゴン市内に開設した「障が
い者のための職業訓練校」の職員です。その訓練校で
は、障がい者の就労支援として、理容美容コース、洋裁
コース、PC コースを設けており、全寮制で 3 ヶ月半の
訓練によって基礎技術を学ぶことができます。ミャンマ
ー全国から障がい者を受け入れており、これまでの卒業
生は、1800 人以上に及びます。就労率は 90% を超え、
多くの障がい者にとって経済的な自立の助けになって
います。
　しかし、障がい者を受け入れる企業はまだまだ少な
く、自営するには初期費用がかかり、自立への道には多
くの課題が待ち受けています。今回来られるキン チャ
ンさんが、日本の福祉制度の講義や施設・企業への訪問
による研修を受けることで、母国に帰ってから、企業へ
の就労斡旋や生徒の就労支援やマッチングなどに貢献

していただけるものと期待しています。そうした働きを
通して、ミャンマーでも障がい者の自立と尊厳に向けた
インクルーシブな社会形成が育っていくことを願って
います。
　この事業は、すべて皆様からの寄付金や献金によって
運営されています。これまでに温かいご寄附や献金をお
送りくださった方々に心から御礼を申し上げます。今後
ともこの事業の働きを覚えてくださり、ご支援のほどよ
ろしくお願い申しあげます。

法人事務局
2019 年度下半期から 2020 年度の法人本部の主な動き
についてご報告いたします。
・理事、監事、評議員の状況について

理事の西村　誠剛氏が 2019 年 10 月 10 日付で辞任
されました。
その後任に毛利　龍夫氏が 10 月 28 日付で理事に就
任（任期は、2021 年 6 月定例評議員会終結時まで）
されました。
評議員の田口　努氏が 1 月 10 日付で理事に就任（任
期は、2021 年 6 月定例評議員会終結時まで）したこ
とに伴い、評議員を同日付で辞任されました。
川浦弥生氏、鈴木寛氏、牧由希子氏が 1 月 30 日付で
評議員に就任（任期は、2024 年 6 月の定例評議員会
終結時まで）されました。

今年度より理事会、評議員会は、新型コロナウィルス
の感染拡大防止の観点からすべて Zoom での開催と
いたしました。
また、２０２１年６月の定例評議員会の終結時に、現
役員並びに現評議員の任期が終了（上記 3 名の方を除
き）し、改選期を迎えるため、その選任のための準備
に入ります。
　
今年度は、新型コロナウィルスの影響により、法人全
体での新入職員の辞令交付式、及び 11 月 7 日に予定
していました役職員研修会も中止となりました。
　また、新入職員研修会は、ネット配信での実施にな
り例年のようなグループでの話し合いの時を持つ事が
できませんでした。

Tel　03-3202-0486
Fax　03-3202-0487〒 169-0051　東京都新宿区西早稲田 2-3-18-22

PC コースで訓練を受ける
障がい者たち

本年度に来日予定の研修生
キン チャンさん



法人事業概要

1. 法人の概要
名 称　社会福祉法人 日本キリスト教奉仕団
所 在 地　東京都新宿区西早稲田 2-3-18
代 表 者　理事長　渡辺　教
常務理事　小松田　貞利
理 事　坂本　千月　　田口　努　　田中　誠一　　毛利　龍夫　　元田　勲　　山尾　研一　
監 事　塚越　敏夫　　西原　良信
評 議 員　井殿　準　　　岡谷　重雄　　鹿村　洋人　　　川浦　弥生　　小出　千鶴子
　　　　　後藤　省二　　鈴木　寛　　　野口　美加子　　牧　由希子　　山田　秀樹
2. 事業の概要

①第一種社会福祉事業
• アガペ壱番館：障害者支援施設 ( 施設入所支援 ･ 生活介護・短期入所 ) 

②第二種社会福祉事業
• 東京都板橋福祉工場：障害福祉サービス事業 ( 就労移行支援・就労継続支援Ａ型及び B 型事業 )
• アガペ作業所：障害福祉サービス事業 ( 就労移行支援 ･ 就労継続支援 B 型・就労定着支援 ) 
• アガペサポートセンター：相談支援事業（一般・特別）「受託経営」　
•　　　　　　　　　　　　 障害福祉サービス事業 ( 生活介護・短期入所 )
• 座間市障がい児・者基幹相談支援センター：支援事業所・相談支援事業所等の聴く、考える、学ぶ、地域ネットワーク業務
　　　　　　　　　　　　                         「受託経営」　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
• 座間市立もくせい園：障害福祉サービス事業 ( 生活介護 )　「受託経営」　　　　　　　　　　 
• 座間市サニーキッズ：障害福祉サービス事業 ( 児童発達支援事業 )　「受託経営」　
• 新宿区立新宿福祉作業所：障害福祉サービス事業 ( 就労継続支援 B 型・生活介護 )「受託経営」
• スマイル：障害福祉サービス事業 ( 共同生活介護 ) 

③公益事業
• 国立国会図書館複写受託センター　
• アジア研修交流事業
• アガペ診療所　
• 板橋区障がい者就労支援センター運営事業
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2019 年度決算概要

2019 年度決算概要は以下の通りです。詳細は、ホームページをご覧ください。
事業活動計算書
2019 年 4 月 1 日～ 2020 年 3 月 31 日

( 単位：円 )
勘        定        科       目 決　算

  サービス活動収益計 1,789,391,833
  サービス活動費用計 1,822,710,369
  サービス活動増減差額 △ 33,318,536
  サービス活動外収益計 6,651,640
  サービス活動外費用計 6,477,375
  サービス活動外増減差額 174,365
  経常増減差額 △ 33,144,171
  特別収益計 12,641,474
  特別費用計 8,857,938
  特別増減差額 3,783,536
  当期活動増減差額 △ 29,360,635
  前期繰越活動増減差額 546,638,936
  当期末繰越活動増減差額 517,278,301
  基本金取崩額 0
  その他の積立金取崩額 20,718,898
  その他の積立金積立額 113,878
  次期繰越活動増減差額 537,883,321

資金収支計算書
2019 年 4 月 1 日～ 2020 年 3 月 31 日 ( 単位：円 )

勘        定        科       目  決　算
  事業活動収入計 1,796,043,473
  事業活動支出計 1,786,224,202
  事業活動資金収支差額 9,819,271
  施設整備等収入計 91,760,672
  施設整備等支出計 142,898,747
  施設整備等資金収支差額 △ 51,138,075
  その他の活動収入計 66,275,548
  その他の活動支出計 49,651,367
  その他の活動資金収支差額 16,624,181
  当期資金収支差額合計 △ 24,694,623
  前期末支払資金残高 341,236,847
  当期末支払資金残高 316,542,224

貸借対照表 2020 年 3 月 31 日 現在 ( 単位：円 )
資産の部 負債の部

 流動資産 553,225,424   流動負債 259,566,626
  固定負債 328,439,547

 固定資産 2,244,499,225   負債の部合計 588,006,173
  純資産の部

  基 本 金 53,665,544
  国庫補助金等特別積立金 1,428,033,543
  その他の積立金 190,136,068
  次期繰越活動増減差額 537,883,321

  純資産の部合計 2,209,718,476
 資産の部合計 2,797,724,649   負債及び純資産の部合計 2,797,724,649

神奈川県座間市小松原 2-10-14

東京都板橋区高島平 9-42-7
神奈川県座間市小松原 2-10-14

　　　　　同
　　　　　同

　
　　　　　神奈川県座間市緑ヶ丘 1-2-1

神奈川県座間市栗原中央 6-7-27 
神奈川県座間市緑ヶ丘 1-2-1

東京都新宿区戸山 1-22-2
神奈川県座間市相模が丘 2-32-24

 東京都千代田区永田町 1-10-1 国立国会図書館内
東京都新宿区西早稲田 2-3-18

神奈川県座間市小松原 2-10-14
東京都板橋区前野町 4-16-1

(2020 年 10 月 1 日現在 )


