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平成 25 年度予算及び各施設事業計画が３月 22日理事会で承認されました。 

 

１ 平成 25 年度予算編成について 

＠ ２月末のおける平成 24 年度決算見込みについて、法人全体の経常収入は、各施設が利用者増に向けて

支援サービスの充実や利用者ニーズへの対応に努めたため収入の増加が見込まれ、また経常費用は微増

に止まるので、差引経常収支では前年度より黒字増加が見込まれます。 

＠ 平成 25 年度予算は、収入では引き続き支援学校や関係機関との連携を強め、利用者の新規契約増や通

所率の向上にも努めて支援費収入の増加を図りますが、京都市から旧法施設に交付されている補助金が

１０％カットとなったため、経常収入では微増に止まりました。 

  一方、経常費用については、人件費が約５％増となるため、差引経常収支では、黒字幅が若干減少し

ました。 

なお、今回の予算から、今後の京都市補助金の完全廃止に対応した施設運営ができるように、当初か

ら補助金を全額本部へ吸い上げて、よりシビアな施設経営を目指すこととしました。 

 

平成 25 年度の予算案は、次のとおりです。              （単位 千円） 

区    分 24 年度執行見込 25 年度予算 差引（増△減） 

  

一般会計 

  

経常収入 630,289  741,473  111,184  

経常費用 546,972  620,527  73,555  

差引（増△減） 83,317  120,946  37,629  

  

就労支援会計 

  

経常収入 521,017  519,067  △ 1,950  

経常費用 436,667  507,909  71,242  

差引（増△減） 84,350  11,158  △ 73,192  

  

公益会計 

  

経常収入 37,580  37,433  △ 147  

経常費用 35,327  34,854  △ 473  

差引（増△減） 2,253  2,579  326  

  

法人合計 

  

経常収入 1,188,886  1,297,973  109,087  

経常費用 1,018,966  1,163,290  144,324  

差引（増△減） 169,920  134,683  △ 35,237  

 

２ 関係規程集の一部改正について 

〇60歳定年退職後、希望者については全員 65 歳まで継続雇用することとしました。 

〇等級格付基準において、６級を新設して事務局次長とセンター長を位置付けました。 

これに伴い給料表にも６級の号給を新設しました。 

〇定期昇給は 55 歳から停止としていましたが、２年に 1回の昇給を復活しました。 

〇住居手当は単身者 10,500 円の区分を廃止して、全て 11,500 円に統一しました。 
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３ 中長期経営計画の着実な実施について 

昨年度は、職員全員が参画して５年間の中長期経営計画を策定し、経営改善等に取り組みました。２

年目となる平成 25年度も引き続き、職員全員が参画して前年度取組等を総括し、新たな実行計画を策定

し、更なる改善を図って経営基盤の強化と安定した施設運営が出来るように努めてまいります。 

新年度の法人全体計画における主な実施内容は次のとおりです。 

〇職務基準表の策定と運用（各施設 1名参加してワーキンググループ設置し策定） 

〇職責に見合った処遇改善（給料表の３級以上職員の最低保障給料制度実施、６級新設） 

〇職員研修の更なる充実 

〇医療的ケア・プロジェクトチームを新設し、利用者の身体機能維持及び職員への機能訓練技術指導

を強化 

〇第三者評価受診と更なる支援サービスの向上 

 

４ 第三者評価の受診 

法人各施設の組織、運営及びサービス提供内容等について、透明性を高めサービスの質の向上・改善

のため、昨年度から、先ず洛南身障会館及び山科身障会館の各生活介護事業並びにふしみ学園の３施設

が第三者評価を受診しましたが、平成 25年度は伏見デイ、いたはし学園、やましな学園、山科授産所が、

翌 26年度は山科デイ（知的）、洛南授産所、伏見授産所、だいご学園が受診する予定です。 

 

 4 月１日付の人事発令 

(1) 採 用 

伏見授産所  所 長  藤原 義和 （京都市 OBより） 

伏見デイ   支援員  畑谷 宏幸 （伏見デイ嘱託より） 

伏見授産所  支援員  中川 友文 （伏見授産所嘱託より） 

いたはし学園 支援員  江崎 美雪 （新卒採用） 

らいと    支援員  西村 拓史 （生活サポートらいと嘱託より） 

（2）昇 任 

らくなん   副所長  江村 裕之 （支援センターらくなん主任より） 

らくなん   主 任  谷本 豪  （支援センターらくなん副主任より）  

伏見デイ   主 任  山内 紀子 （伏見デイ副主任より） 

ふしみ学園  副主任  井上 彩  （ふしみ学園支援員より） 

(3) 異 動 

本部医療的ケア 主 任  奥村 栄浩 （洛南会館主任より） 

ふしみ学園  副主任  松井 崇  （洛南授産所副主任より） 

洛南授産所  主 任  長原 一博 （ふしみ学園主任より) 

らくとう   相談員  山下 笑子 （知的デイ支援員より） 

洛南会館   支援員  滝川 数美 （本部事務員より） 

洛南授産所  支援員  小出 将也 （ふしみ学園支援員より） 

らいと    支援員  浦川 留美 （洛南授産所支援員より） 

 

 3/11 に京都市シェイクアウト訓練参加と法人防災緊急連絡訓練を実施しました。 

京都市は 3月 11 日に、携帯電話の「緊急速報メール」を利用して市民に地震発生情報を伝え，一斉に自

らの身の安全を図る行動を行うとともに、日頃の防災対策を確認するきっかけづくりとするシェイクアウ

ト訓練を実施されましたので、法人の各施設も事前登録して訓練に参加しました。 

また、法人でもこの訓練に併せて独自に防災緊急連絡訓練を行いました。 

防災緊急連絡訓練では、各施設において地震発生後の利用者・職員の安否や避難状況を確認して本部に

報告し、本部で情報集約して理事長へ報告、理事長からは各施設へ指示を伝達しました。 

初めての取組でしたが連絡機能が有効に働くことが確認でき無事訓練を終えることができました。 

＊「緊急速報メール」とは、国等が災害情報を，その地域にある携帯電話などに一斉送信するもので、回+

線混雑等の影響を受けることなく，タイムラグもなく，迅速に情報伝達できるものです。、受信には，事

前登録は不要で通信料や情報料も一切無料ですが、受信できない機種もあります 
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京都市洛南身体障害者福祉会館の浴室改装工事が完成しました!! 
 1 月下旬より始まった浴室改装工事が、3月 22日に無事完成することができました。 

今回は、浴室の天井・壁・床の改修工事及び、更衣室の天井・壁・床の改修工事と、特殊浴槽の入れ替

え工事を行いました。改修工事のポイントとして、①特殊浴槽設置後の室内の職員の動線にゆとりをもた

らすこと、②必要時に使えるシャワーブースの設置、③室内乾燥・暖房の機能が高い機器の設置、④浴室・

更衣室共に壁・床の全面タイルへの張り替え、⑤真ん中にあり危険な床面の排水溝を端に移動等、浴室環

境の改善を重視しました。また、寝台型特殊浴槽はこの機会にチルト式の座位浴槽に入れ替えました。 

水回りの改修工事は相当な費用が掛かるものですが、今回の工事では京都府特別対策事業補助金と介護労

働環境向上奨励金をいただくことができ、おかげさまで施設の負担を軽減することができました。 

また、工事中の利用者の入浴は、山科身障会館や京都エミナースにお世話になりました。本当に有難うご

ざいました。 

完成後の浴室は、見違えるように明るくおしゃれな感じになりスッキリしました。これからは、気持ち

良くお風呂に入っていただけると思います。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

送迎車が日本財団助成金で新車になりました  
日本財団より助成を受け、リフト付き送迎車（日産キャラ

バン）が平成 25 年 3 月 13 日（水）に納車となりました。今

まで通り送迎に利用すると共に、就労支援においては利用者

の方に施設外支援の機会を増やしていき、利用者の就労に対

する意識やスキルの向上を図り、最終的に就労に結びつける

ことを目指していきたいと思います。また、生活介護の方で

は個別のニー

ズに対応でき

るように外出

などの個別プ

ログラムを設定し、より利用者の方が満足できるサービス

を提供していきたいと思います。 

 新しいリフト付き車が来て「中も広くて乗り心地がとて

もいい」や「新しい車に乗るのが楽しみ」という利用者の

喜びの声が聞こえてきています。今後、送迎時において利

用者の方が安全に快適に利用していただくためにも、より

一層送迎サービスの向上を図っていきたいと考えています。 

（伏見障害者授産所 中田 翔） 
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「やましなふれあい音楽広場」実施しました！ 

山科身障会館では３月３０日（土）に、やましなふれあい音楽広場を実施しました。地域の方々との交

流を目的とするこの催しも、毎回実施方法に工夫を重ねて５回目。当日は１５名程度の地域の方々にご参

加いただき、楽しい時間を共有することができました。今回は新規に導入した音響機材を活用すべく、実

施場所やステージセッティング，出演者などに変更を加えて臨みましたが、期待したほどの参加人数には

至りませんでした。結果的には当日の気候や実施状況によって参加人数に大きな影響が出ることを改めて

学習することとなりましたが、今回参加いただいた方々からは「楽しかった」，「良かった」，「次回はこん

なことをしてほしい」など、様々なご意見をいただき、次回に向けての新たなモチベーションとなりまし

た。今後も試行錯誤を重ねて、より良い音楽広場実施に向けて取り組んでいきたいと思います！ 

                                       （山科身障会館 南出 陽） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調理実習！ 
山科身障会館では土曜日は給食がありません。近所の出前や持参のお弁当、「くーぺ」のパン販売など

を利用していますが、食中毒が心配な時期を除いて毎月 1 回調理実習を行っています。いろんなメニュー

で利用者さんに楽しんでいただいています。 

3 月の調理実習では初めての手打ちうどんに挑戦しました。 

うまくできるでしょうか、利用者さんたちは半分首をかしげて、職員のみんなはちょっと不安な様子で

した。 

でも今回はたくさんの協力をいただきました。 

いつも出前を頼んでいる近所のうどん屋さんにお願いして手打ちうどんの簡単な指導を受けました。や

ましな学園にはうどん作りの大鍋や「うどんてぼ」という麺揚げのザルなどをお借りしました。 

普段の調理実習では登場のないボランティアの方にも助けていただきました。 

当日の様子は手打ちうどんらしく、みんなで生地を手で押し、足で踏み、家庭用の短い麺棒でせっせと

伸ばし弱い火力でなんとか最後まで茹であげました。 

自作のうどんを食べて、利用者さんたちの笑顔もたくさん見られました。 

また次回以降も楽しい調理実習になるように心がけていきます！    （山科身障会館 古川 智章） 
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成年後見制度と選挙権               
 

公職選挙法では、「成年被後見人は選挙権を有しない」（公職選挙法第 11 条１項１号）とされており、

成年後見制度を利用している人のうち「後見類型」へ位置付けられると自動的に選挙権が失われる仕

組みになっています。ここで矛盾するのは、仮に成年後見制度を利用すれば「後見類型」になるであ

ろう人でも、後見制度を利用しなければ選挙権は剥奪されないというところです。後見類型で判断能

力が乏しいからというだけでは、国民の三大権利を保障されない正当な理由とは言えないように思い

ます。 

 最近の新聞各紙でご覧の方もいらっしゃると思いますが、「公職選挙法１１条１項１号は、憲法に違

反するではないか」との裁判が２０１１年２月に東京地裁に提起され、この３月１４日に判決が出ま

した。東京地裁は、この規定を憲法に違反すると判断し訴えを認めました。札幌、さいたま、京都の

３地裁でも同様の裁判が進められていますが、今回が初の司法判断となり今後の裁判の行方も注目さ

れます。 

 東京地裁での判決を受け、政府、与党の動きが注目されました。公明党は控訴しないよう声明を発

表したり、一部の当事者からは法務省宛てに控訴断念の要請電報を送るよう働きかけを行ったりもし

ましたが、結局政府、与党は控訴することを決定しました。その理由として、今国会中での法改正に

向けて意見調整に時間がかかるとの見方や、札幌、さいたま、京都各地裁で係争中の同種の訴訟の判

決を見守るべきだという意見、仮に控訴せずに東京地裁判決が確定した場合、法改正前に行われる地

方選挙が違憲と判断される可能性もあるというものです。最終的には、一旦は控訴したうえで、法改

正が実現した段階で取り下げるということになりそうです。ただ全国に約１３万６０００人いるとさ

れている成年被後見人に対し、一律に選挙権を認めるのか、線引きするのか、また不正投票をどう防

ぐのかなど、法改正に向けた論点は多く、成案を得るまでには時間がかかる可能性もあります。 

同じ選挙制度に関するところでは、いわゆる一票の格差への違憲訴訟に対し選挙無効の高裁判決も

出ており世間的には注目されていますが、我々としては障がいのある方もない方も同様に権利が守ら

れるようこちらの動きにも注目していきたいと思います。 

 

●社説:成年後見裁判 違憲判決は当然だ／毎日新聞 

http://mainichi.jp/opinion/news/20130317k0000m070084000c.html 

 

●社説：選挙に行ける後見制度に／日本経済新聞 

http://www.nikkei.com/article/DGXDZO52976050Z10C13A3EA1000/ 

 

●成年後見制度めぐる違憲判決、安倍政権が控訴／朝日新聞 

http://www.asahi.com/national/update/0327/TKY201303270339.html 

 

●成年後見訴訟 人権より事務手続きか／東京新聞 

http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2013032902000143.html 
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京都市洛南授産所（法人の地域振興助成金事業） 

コミュニティペーパー「あーる・じぇい」発行と 

「ワンコインパソコン講座」開講 

（ワンコインパソコン講座） 

平成 23 年度に実施した絆づくり事業で「パソコン講座」が好評でしたのでこれを継続し、地域との関

係性を強めるとともに、利用者にもパソコンスキルを活かせる場を提供して自主性や社会性を高めて頂く

ため、今回は有償でも受講したいとの声を受けて、洛南身障会館のパソコン室を会場に借用して自前のテ

キストで安価にしたワンコインパソコン講座(500 円)を開講しました。 

募集は、コミュニティペーパー「あーる・じぇい」に挟み込んで洛南エリア周辺の吉祥院、唐橋地区に

ポスティングを行い、京都新聞の社会福祉事業団にも募集広告の掲載をお願いしました。また、地元の皆

さんが受講しやすいように平日の午前中開講とし、比較的年配の

方にも親しんで頂けるよう、初心者向けで気軽にパソコンを楽し

んで頂ける内容をメインにしました。 

 

その結果、全８回の講習会に延べ 61 名に参加して頂きました

し、京都新聞をご覧になって伏見から受講された方もいらっしゃ

って他地域の方にも洛南エリアの両施設を知って頂けました。講

師は印刷班の利用者さんが担当して活躍していただきましたの

で、その点でもパソコン講座開講の一つの目的を達せられたと考

えています。 

 

 

（コミュニティ紙「あーる・じぇい」発行） 
地域の活性化に積極的に関わっていきたいという思いで地域コミュニティ紙「あーる・じぇい」を発行

しました。「あーる・じぇい」は洛南授産所の頭文字（Ｒ・Ｊ）ですが、Region（地域）、Joint（結合）

という意味も加えました。7月に3000部で創刊し10月に第２号を4000部、今年１月に第３号を5000部発刊し、今

年度は5月、8月、11月、2月に発行する予定です。 

体裁はＡ３版２つ折（Ａ４版×４ページ）のオールカラー印刷です。 

 

 サブタイトルは「吉祥院・唐橋の元気お届け

便」。吉祥院と唐橋両学区の旬のイベント情報

や話題のお店、活躍され注目されている個人や

団体など「吉祥院・唐橋の元気」を取材して地

域の皆さまにお届けし、地域の新たな魅力に触

れ、魅力を再発見していただき地域内の新たな

交流を願っています。 

 

 紙面は一般のフリーペーパーのクオリティ

ーと体裁を保ちつつ、収支バランスを保つため

の広告協賛を募り、営業面では順風満帆とはい

きませんでしたが、趣旨に賛同してくださる広告主さんを得ることもできました。企画・取材・編集は利

用者 3 名と職員１名の編集室を設けて会議で活動展開を決め、エッセイやコラム（囲み記事）では、地域

の方に積極的に執筆していただきました。号数が増すたびにクイズへの応募も増えています。 

 

 平成 25 年度も、パソコン講座の開講とコミュニティペーパー「あーる・じぇい」の発行により、 

『地域に開かれた施設』の実践を推し進めていく予定です。 
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福祉の絆事業の助成金を受け、3 月 24 日に山科障害

者授産所食堂で第２回目のワークショップを開催しま

した。広報期間が短かったにも関わらず、地域から 8
名の方に参加していただきました。 

１２月の第１回ワークショップではクリスマスタペ

ストリーを制作していただきましたが、第２回目とな

る今回はエコバッグを制作してもらいました。今回も

利用者の方に講師を務めていただき、シルクスクリー

ンの説明や工程の補助等をして貰いました。利用者の

デザインした木のイラストの絵をエコバッグにシルク

スクリーンでプリント、プレスした後、フエルトやボ

タン等で飾

り付けをし

てもらい、個

性豊かな絵本

の物語のようなメルヘン風なカバンが仕上がりました。第 1 回

目から参加されている方もおられ、「定期的に企画してほしい」

という嬉しいご意見も聞かせていただきました。平成２５年度

も定期的にワークショップを開催し、地域住民の方と交流でき

る機会を拡げていきたいと思っています。 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～福祉の絆作り助成金事業～ 

第 2 回シルクスクリーン・ワークショップ 

         

 
ブックカバーオーダーお受け致します。 （価格￥８００～￥２，０００） 

伊勢木綿の手拭いを用いてシルクスクリーンで授産所オリジナルブックカバーを作り販売

しています。また、伊勢木綿の反物で和風調のブックカバーも制作しています。 

文庫本、新書本、単庫本の３種類でご注文をお受けしています。 

使い込むと柔らかな手触りとなり、手に馴染んできます。 

読書の好きな方、おひとついかがでしょうか？    京都市山科障害者授産所 渡邊昭子 
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京都いたはし学園 

 

カフェ こぱん      新メニューのご紹介です！！ 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 オーガニックコーヒー豆を使用した濃厚エスプレッソにチョ

コの優しさをブレンド。もこもこ泡立てミルクにココアパウダ

ーが香ります！！ 

 カフェモカは、毎月『ココアアート』と題して、ココアパウ

ダーでその季節を表現して、提供しております。今月は『春よ

ぶ つくし』です！！ 

 是非、一度ご賞味ください！！        \３２０ 

“かりっかり”に焼き上げた酒かすくーぺパンにシナモンシュガ

ーをたっぷりふりかけました。 

 アイスクリームをのせてお召し上がりください！！ \２５０ 
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法人ニュース第１１３号の PR コーナーでご紹介させて頂きました「地域ふれあいコンサート＆販売会」

を３月６日（土）、晴天の中行いました。 

去年は開所以来初めて学園を開放しての「地域販売会」を実施したところ、予想以上に多くのお客様に

ご来場頂いたにもかかわらず、商品が売り切れて何も買って頂けない方もあり申し訳なく思いました。 

今年の夏は、作業室の拡張工事のため、騒音や車両規制等で近隣の皆さまには大変ご迷惑をおかけした

こともあり、法人の地域振興助成金を使わせて頂き、土曜の昼下がり、ハープを聴きながら新作のケーキ

と珈琲で寛いで頂き、今年こそ欲しいものを欲しいだけ買って頂きたいと、今学園で生産できる商品の全

てを数多く揃えてお出迎えさせて頂きました。当日は地域の保育園の卒園式と重なったことも影響してか、

昨年ほどの来場者はありませんでしたが、地域の役員のみなさんをはじめ、近隣の事業所の職員の皆さん

やご近所の方々に足をお運び頂き、午後のひと時をみんなでハープの素敵な音色に酔いしれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３月６日、７日の両日、大阪マーチャンダイズ・マートで「２０１３年春の大阪国際ギフトショー」が

開催されました。だいご学園では昨年京都府のモデル事業所に選んで頂き、既存の「パックドーナツ」に

改良を加え、素材にもこだわり、パッケージも新しい感覚のものを取り入れ、味も見た目もブラッシュア

ップして、普段のおやつとしてだけでなく、ちょっとした集まりや何かの差し入れにも気軽に使って頂け

るような、美味しく、買いやすく、見た目にも可愛い、みんなが笑顔になれるような「ドーナツ」をコン

セプトに商品の改良に取り組んできました。そらさんが贈ってくれた「～みんなの夢をのせて～」という

言葉の通り、だいご学園のみんなが作るお菓子がお客様に喜ばれることで、みんながもっと誇りをもって

働けることを目指し、一丸となって取り組んできました。そんな中で京都府代表として出展依頼を頂き、

バージョンアップした「豆乳おからドーナツ」と今回のために新たに開発した京都らしいネーミングの「ほ

うじ茶ドーナツ」を携え、だいご学園の「新しいドーナツ」を出展させて頂きました。初日は本当に多く

の方にお立ち寄り頂き、様々な業界の方と名刺交換をさせて頂きました。ノベルティに使ってみたいと言

ってくださった方が多かったのが印象的でした。今回のモデル事業で、私達の想いをひとつの木というイ

メージにまとめてくださったデザイナーさんのパッケージデザインの力も大きかったと思います。ビジョ

ンをしっかり持ち商品に自信を持って進めて行くことの大切さをしっかりと吸収でき、とても貴重な体験

となりました。                      （京都市だいご学園 寺地ヒサ子） 
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京都市伏見デイサービスセンター 

絆づくり事業助成金事業「認知機能の学習会」 

 

2013 年 3 月 16 日（土）、講師に京都大学医学部人間健康科・准教授 加藤寿宏先生をお迎えして「み

んなで支える地域づくり～認知機能の学習会～」を京都市伏見社会福祉総合センター1 階食堂で開催しま

した。 

 認知機能を学習することで地域で暮らしている知的障がい、精神障がい、認知症の方々への理解を深め、

お互い、住みよい地域づくり、街づくりを目指す。をテーマに京都市社会福祉協議会の絆づくり事業助成

金を 受けて開催、当日は地元の皆さんをはじめ 53 名に参加していただき満員の盛況となりました。 

今回は「認知機能について」という内容で最新の研究成

果や情報も事例を多用して誰もが分かりやすいようにお話

してくださいました。 

認知機能とは脳の前頭葉部にあり人間らしい活動を掌る

機能を担っています。その部分が何らかの原因で機能しな

くなると、人間の行動にどの様な変化が現れるのかを様々

な実験映像や簡易テストなどを用いて解説して頂きました。

参加していただいた方々は皆さん楽しみながらも真剣にお

話に耳を傾けておられました。 

 

また我々職員も地域の方々と共に障がいのある人、また自分自身の認知機能について理解を深める、大

変有意義な時間を共有する事ができました。 

学習会終了後、広く地域の方に伏見障害者デイサービスセンターを知っていただく事を目的に施設を開

放し、日頃の活動内容や福祉機器等に付いて大変興味深く、関心を持って見学していただきました。 

 これからも、地域に根ざした施設として様々な事業を企画していきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（京都市伏見障害者デイサービスセンター 茗荷 真） 

 


