
 ラーフ5年の歩み
ラーフは社会福祉法人設立から

の歩みは5年ですが、それまでに
NPO法人として7年間活動して
きました。香川県出身の毛利理事
長は23歳のとき、留学先の米国
カリフォルニア州で不慮の事故に
より頸椎を激しく損傷し、自力で
動かせるのは首から上のみという
四肢全身麻痺状態になりました。
帰国後、懸命なリハビリと周囲の
支援により、当初は無理と思われ

ていた人工呼吸器を外すことに成
功し、車椅子で移動できるまでに
回復しました。

2008年、当事者としての経験
を活かしてNPO法人ラーフを立
ちあげ、訪問ヘアカットサービス
をはじめとする居宅訪問サービス
や介護ヘルパー事業、福祉イベン
トなどを手がけました。2009年
には地域活動支援センター「やま
もも」の運営を引き継いだほか、

地域共生社会をめざすイベント
「ふれあい夜市」をスタートしま
した。

2015年、NPO法人としての実
績をもとに社会福祉法人を設立。
就労継続支援A型、B型などの事
業のほか、大人の発達障がい、ひ
きこもり、生活困窮者の支援など、
さまざまな社会課題の解決に積極
的に取り組んでいます。

「ふれあい夜市」などのイベントをとおして、地域共生社会をめざしている。
昨年はオンラインで開催。

「やまもも」外観。

採算性を見極めながら新規事業を開拓

当事者としての実体験や
地域の声をもとに、
独自の福祉サービスを展開

毛利 公一 社会福祉法人 ラーフ（香川県）
理事長

（もうり・こういち）1981 年、香川県生まれ。棒高跳びの選手であり、指導者をめざして勉強していた大学在学中に留学先の米国で事
故により頸椎を損傷。四肢全身麻痺の状態となり、帰国後、過酷なリハビリ生活を経て、自らの経験を活かして福祉サービスを提供す
る NPO 法人を立ちあげる。2015 年に社会福祉法人に移行し、理事長に就任。社会福祉士、精神保健福祉士であり、香川短期大学の客
員教授を務める。

ラーフは不慮の事故で重い障がいを抱えることになった理事長が、7年間のNPO法人での経験と

実績を活かして5年前に立ちあげた社会福祉法人。自らの実体験をもとに、かゆいところに手の届く

独自のサービスを展開してきた。不屈の精神で次つぎと挑戦を続ける理事長に、これまでの経緯や

福祉への熱い想いを語っていただいた。

社会福祉法人 ラーフ

法人認可
2015（平成 27）年 6 月 30 日
理事長
毛利 公一
所在地
〒 768-0023
香川県観音寺市古川町 97 番地 2

URL
https://shafuku-laugh.com/
事業内容
● 居宅訪問介護事務所「ラーフ」
●  障害福祉サービス事務所 
（労継続支援 B 型事業）「やまもも」

● 支援センター「ウィズ」
● 就労継続支援 A 型事務所「リール」
● 多機能型施設「ビーム」
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私はもともと棒高跳びの選手
だったこともあり、地元の高校を
卒業後、早稲田大学人間科学部ス
ポーツ科学科に進学して指導者を
めざしていました。ところが、大
学4年のときに留学した米国カリ
フォルニア州の海岸で、大波に叩
きつけられて頸椎を激しく損傷
し、四肢全身麻痺となってしまっ
たのです。現地の医師からは、

「一生寝たきりで、人工呼吸器を外
せないだろう」と告げられました。

そう決めつけられてしまうと、
「何がなんでも起きあがり、自分
で呼吸してみせる」と生来の負け
ん気が湧きあがりました。帰国
後、過酷なリハビリを重ねた結
果、約2年後には人工呼吸器を外
し、自宅に戻ることができました。

依然として自力で動かせるのは
首から上のみという状態でした
が、あごを使う特殊なマウスを開
発してもらい、パソコンを操作す
ることはできました。ただ、働こ
うにも、ハローワークに問い合わ
せても就職の可能性などゼロに等
しいことがわかりました。

そこで、「どこも雇ってくれな
いなら、自分で起業しよう」と、
一番身近な福祉の世界に挑戦する
ことにしました。当時、介護業者
の破綻などで介護難民が急増して
いたこともあり、また当事者とし

て「こんなサービスがあったらい
いな」と感じることがたくさん
あったからです。たとえば、美容
師に髪を切ってもらうこと、お
しゃれをすること、マッサージを
受けること…。介護される人も

“普通”の生活を送りたいし、障
がいがあるからといって、それら
をあきらめる必要はないのです。
その手助けをしたい、と思ったこ
とが出発点です。

2008年、 法 人 の 前 身 で あ る
NPO法人ラーフを発足しました。
非常勤のヘルパーを中心に、外部
の美容師やマッサージ師などの専
門家にも協力してもらい、当初5

名でスタートしました。法人名の
由来は英語のlaugh（笑い）で、
入院中に笑顔の大切さを実感した
ことから、「皆が笑顔になれるよ
うに」との願いを込めて名づけま
した。

居宅介護サービス事業所「ラー
フ」では、障がい福祉サービス
と、介護保険のヘルパー事業を中
心に、美容師や整体師、パソコン
講師などの専門職と連携し、訪問
によるヘアカット、整体施術、パ
ソコン教室などのサービスの橋渡
しを行っています。

2009年には地域活動支援セン
ター「やまもも」の運営を引き継
ぎました。現在は就労継続支援B
型事業を行う障がい者の就労支援
施設として、スイーツの製造・販
売、野菜づくりや販売、施設内外
就労の支援などを行っています。
さらに、香川県のモデル事業とし
て運営受託した支援センター

「ウィズ」では、発達障がい者に
地域の居場所を提供し、パソコン
教室、調理実習、社会交流などを
行うほか、就労体験や社会との接
点をもつ場として、スイーツの販
売スペースを設けました。

2015年、念願だった社会福祉
法 人 の 設 立 を 果 た し ま し た。
NPO法人として活動するなかで、
親御さんや地元の方たちから、地
域の抱えるさまざまな課題につい
て相談される機会が増え、やりた
いこともどんどん広がっていまし
た。既存の施設を引き継ぐ形でそ
れを実現させてきましたが、地域
にない施設を一からつくるとなる

と資金面や社会的な信用度から困
難なことが多い状況でした。長い
間、社会福祉法人への移行を視野
に入れていましたが、認可に向け
た条件が厳しく、なかなかクリア
できずにいました。

そこで、地域の実態やニーズ調
査のためのアンケートを実施した
り、行政や各方面と密に情報交換
したりするなかでエビデンスを集
め、社会福祉法人として何をした
いのか、いかに地域に貢献できる
かなどを徹底的に練りあげ、プレ
ゼンしました。その甲斐あって、
5年かけてようやく認可を得るこ
とができたのです。

社会福祉法人に移行したこと

で、社会的信用度があがって借入
金の規模も大きくなり、新規事業
がスムーズに進められるようにな
りました。同時に、社会的責任も
重くなったことを実感し、身の引
き締まる思いがしました。

視点 1
不慮の事故をきっかけに全身麻痺状態に

「介護される人が“普通”の生活が送れるように 
手助けしたいと思ったのが出発点でした」

視点 2
社会福祉法人認可で社会からの信用度が大幅に向上

「社会福祉法人への移行で、社会的責任の 
重みを実感し、身の引き締まる思いでした」

支援センター「ウィズ」のスイーツ販売の様子。

社会福祉法人設立直前のビジョン発表会の様子。
いかに地域に貢献できるかなどを徹底的に練り
あげた。

NPO 法人として活動していた当時のスキルアップ勉強会の様子。

介護される人が“普通”の生活を送れるように
手助けしたいと思ったのが出発点という毛利理
事長。

のシリーズ 経営者
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これまで既成概念にとらわれ
ず、当事者として足りないと感じ
たことや、望まれたことを公益的
な取組として展開してきました。
地域ぐるみで地域活性化をめざす
イベント「ふれあい夜市」は10
年続き、昨年ははじめてオンライ
ンで開催しました。9月には、障
がいがあり、おしゃれをする機会
が少ない方たちにむけて、ウエ
ディングドレスを着て、プロがメ
イクと写真撮影を行う「ガラスの
靴プロジェクト」を始動させました。

また、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、施設内で密を避
け、分散して活動するためのス
ペースが必要となり、12月には5
つめの拠点「ビーム」をオープン
しました。これは「障がいがある
人の労力で地域に貢献する」をコ
ンセプトに、障がい者就労継続支
援 B 型事業と生活介護事業を併
せもつ多機能型事業所です。内職
作業を受託して行うほか、地元の
農家や企業との契約による施設外
就労にもつなげています。

新しい事業をはじめる際、ニー
ズを徹底的に調べあげ、コストを
計算し、採算性を見極めるところ
からスタートします。各部門長に
は、定期的に新規事業の企画を出
してもらっていますが、日ごろか
ら各部門の財務状況を正確に把握

し、採算性もシビアに考えること
を求めています。

私は、福祉の世界においても、
採算性の視点が必要な場面はある
と考えています。採算が合わなけ
れば、事業として軌道に乗せ、継
続することができません。「収益
を出す事業にもチャレンジし、そ
れを必要なところに還元してい
く」ことは大切です。一般企業の
会社経営者がもっている視点、課
題認識が参考になることも多いと
感じており、企業研究や交流の機
会をつくっています。

社会福祉法人には地域に貢献す
るという使命がありますから、こ
れからもひきこもりや生活困窮者
の支援など、さまざまな社会課題
に立ち向かうつもりです。採算性

がとれない事業、取組もありま
す。しかし、それでもやらなけれ
ばならないことには、ほかの事業
で出た収益をあてて取り組んでい
く必要があります。社会福祉法人
の使命を果たすためにも、経営基
盤をしっかり強化し、枠にとらわ
れない事業を展開していきたいと
考えています。

NPO法人としてスタートした当
初5名だったスタッフは、事業拡大
や社会福祉法人への移行により、
いまや65名に増えました。新しく
加わった職員たちとも法人のめざす
道を共有し、同じベクトルを向いて
働いてもらえるよう、法人のクレド

（経営理念）「常に前向き常に前進。
プロであれ、それ以上に人間であ
れ。みんなに笑顔を。」を「法人理
念絵画」としてビジュアル化しまし
た。これは私がつくった大枠に沿っ
て、具体的な行動指針案を現場の
各部門長達と集まって話し合い、
そこから選んで組み合わせたもの
です。カラフルなイラストと一体化
していて、外部の方にも好評です。
「法人理念絵画」をカードにし

た「クレドカード」を、各部門の
管理職を通じて全職員に配布し、
各職員は職員証の裏側に入れて持
ち歩いています。管理職は職員と
のコミュニケーションツールとし
て活用し、職員は自分の職務にか
かる姿勢を毎日確認しながら業務
にあたります。その積み重ねに
よって、一文一文が職員の行動指
針として刻み込まれていきます。

さらに、自己評価表の作成や個
別指導の際も、この行動指針が評
価の基準となります。職員がそれぞ
れ“自分軸”でものを考えると対応
にバラツキが出ますし、上司のさじ
加減で評価が変わることになりかね
ません。しかし、常に同じ行動指針
が基準となれば、そうした問題も起

こりません。法人のめざす道を示し、
基準を明確化することで、働く職員
一人ひとりが法人の求める人材像に
近づいていくと感じています。

人材育成については10等級の
キャリアアップ制度を導入し、目
標シートや自己評価表などをもと
に、年2回面接を行って昇級を決
めています。また、職員のキャリ
アアップを応援するため、資格取
得や教材などの費用を法人が負担
する支援制度も設けています。

人材の確保については、慢性的
に不足しがちなので常時募集はし
ていますが、いまのところそれほ
どひっ迫した状況ではありませ
ん。私も面接には立ち会います
が、基本的に各部門長に任せてお
り、人づてに探して法人に合うと
判断した人を採用する形がほとん
どです。インターンシップや実習
から就職につながったケースもあ
り、今後さらに受け入れ体制を充
実させるつもりです。

視点 3
求められる人材に近づくための行動指針を提示

「法人の経営理念をビジュアル化して共有し、 
人事評価や個人指導などの基準にしています」

視点 4
一般企業の経営から学び、新規事業を立案

「収益を社会に還元していくことも大切な 
役割だと考えており、採算性は重視しています」

経営協に期待すること
新型コロナウイルスを機にオンラ

インでの研修や会議が増えて便利
になりました。これがもっと広がる
といいなと思います。とくに、福祉
にICTを取り入れることで効率化で
きることがたくさんあるように、ほ
かの分野との連携を深めていくきっ
かけになればいいですね。

おしゃれをする機会が少ない方たちにむけた「ガラスの靴プロジェクト」。
ウエディングドレスを着て、プロがメイクと写真撮影を行う。

職員に同じベクトルを向いて働いてもらえるよう、経営理念を「法人理念絵画」としてビジュアル化した。

インターンシップ後の入社の様子。今後さらに
受け入れ体制を充実させるという。
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