設
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知的 障害 者が、仕 事 や仲間 との くらし のな かで、誰 も がめい っぱ い、自分 を 発揮す る場 を得 、
自分達 の仕 事や生 活に 誇りを 持ち 、多 くの人 達に受 け入 れられ ると 実感し 、生 きる張 り合 い や
自信を 持っ て、生 活が 営める よう に支援 する ことが 必要 です。
近年 、障 害者福 祉は 、支援 費制 度の導 入と ともに 、よ り地域 、社 会生活 に密 着した ノー マ ラ
ゼーシ ョン の理念 に基 づく障 害者 支援体 制へ と移行 して いる 。

そ こで 、社会 福祉法 人等 に よ

り運営 され る厚生 施設 、入所 作業 所など で、障害者 が施 設に併 設さ れた寮 など に居住 し、就 労
する形 態か ら、障害者 も障害 を持 たない 人と 同等に 地域 社会の 中で 自立的 生活 をし 、活動 す る
社会を つく り、通所作 業所な どに 障害者 が居 住地か ら通 勤し 、就労 する社 会形 態が求 めら れ て
います 。
こうし た状 況にお いて 、通 所作業 所、民間企 業等に 勤務 する知 的障 害者が 自立 生活を 営 む た
めのグ ルー プホー ムや 短期入 所施 設等を 建設 し、地 域コ ミュニ ティ と連携 し生 活、就 労、社 会
参加の 全て の生活 サイ クルを 支援 できる 体制 を確立 し、知的障 害を もつ子 らも あたり まえ に 生
き生き と暮 らせる 場を 実現す るこ とが急 務と なって いま す。
特定非 営利 活動法 人

楽っ子 は、民設民 営形 態で、知的 障害者 地域 生活援 助、知的障 害者 短

期入所 等の 知的障 害者 福祉法 に基 づく指 定居 宅支援 事業 等を行 なう ために、特 定非営 利活 動 法
人の設 立を いたし ます 。

２

申請に至るまでの経過

申請 人を 含む知 的障 害者の 保護 者らは、平 成 12 年頃 より、“ひ とりひ とり に適切 で必 要な 援
助が得 られ れば、どん なハン ディ があっ ても 、その 人に できる 仕事 がある“を 信念に 、山 梨 県
北杜市 須玉 町小倉 に農 作業を 中心 とした 地域 生活、地 域 産業に 密着 した自 立型 の作業 所と グ ル
ープホ ーム の設立 を目 指し任 意団 体”楽 っ子 ”を設 立し 、借り 上げ 施設に よる 運営整 備を 進 め
てきた 。

この結 果、従来借 用、運営し てき た施設 の所 在地に 、社 会福祉 法人 による 通所 作 業

施設設 立が 、借り 上げ 施設の 所有 者、地 域の 支援者 らに よって 計画 され、 平 成 18 年 に 開所 さ
れる見 込み となっ た。
趣旨 に記 載のよ うに 近年の ノー マライ ゼー ション の理 念によ り、これら の施 設は 、通所 形 態
となる こと から、 障害 者の入 居施 設を別 に用 意する 必要 となっ た。
一方 、知 的障害 者地 域生活 援助 、知 的障害 者短期 入所 等の知 的障 害者福 祉法 に基づ く指 定 居
宅支援 事業 等を実 施す るには 、法 人格が 必須 である こと 、ま たこの 設立趣 旨の 理念に 基づ く 活
動は、特定 地域に 限定 するこ とな く、他 地域 の参照 モデ ルとし て普 及、啓 蒙に 努める べき も の
である こと を確認 し、設立趣 旨、事業概 要等 の詳細 につ いての 協議 を重ね 、平 成 12 年 12 月 5
日に任 意団 体から 、特 定非営 利活 動法人 へと 活動形 態を 移行す るこ とを合 意し た。

この合 意を うけ、設立 趣旨に 賛同 される 有識 者、支 援者 などに 呼び かけ、平成 18 年４ 月９ 日 、
６名か らな る「特 定は 営利活 動法 人

楽 っ子 」設立 総会 を開催 し、特定非 営利 活動法 人と し て

内閣総 理大 臣に設 立の 認証申 請を 行うこ とと した。

任意団 体

楽っ子 とし ての活 動実 績

平成 12 年 より山 梨県 北杜市 須玉 町小倉 の小 島邸(旧町 営養蚕 施設 )を借 用し 、以下 の地 域活
動を実 施し た。

1.施設 改修
小島 邸(旧町営 養蚕 施設)の入 浴施設 等の 改修。
寮施 設へ のベッ ド、 箪笥な どの 整備。
2.フリ ーマ ーケッ ト
須玉 町障 害者・児 と 支えあ う会“よつば ”との連 携に より、フ リ ーマー ケッ トを開 催。

平

成 15 年実 施
3.甲斐 源氏 祭り
須玉町主催

甲 斐 源 氏 祭 り に 参 加 し 、 須 玉 町 障 害 者 ・ 児 と 支 え あ う 会 “ よ つ ば ” と と も に、

各障害 者支 援団体 の生 産品の 販売 を実施 。

平成 14 年 、15 年 、16 年参 加

4.須玉 マラ ソン
須玉 町主 催

須 玉マ ラソン に参 加。

平成 14 年、 15 年、16 年参 加

5.サマ ーキ ャンプ
夏季 休校 期間中 に、 7 日間 のサ マーキ ャン プを実 施。
平成 14 年、15 年、 16 年

延べ 参加者 30 人の参 加に よるキ ャン プを、 各年 一週間 実施 。

6.味噌 作り
須玉町 障害 者・児と 支 えあう 会“ よつば”と ともに、地 域の味 噌名 人の指 導の もと、天 然 酵
母の味 噌を 生産、 販売

平成 15 年、１ ６年 に実施 。

7.農耕
地域よ り畑 1800 ㎡ を借 用し、 柿、 ブルー ベリ ーを植 樹、 栽培を 実施 。

平成１ ７年 ４月 ９日
特定非 営利 活動法 人 楽っ子

設立代 表者
氏

名
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