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理事会・評議員会（１０月４日及び１０月３１日開催）からのお知らせ 
 

１ 定款一部改正して「ふしみ学園分室、らいと、ふしみ寮建設用地」を基本財産に組み入れました 

 

２ ふしみ学園分室、らいと、ふしみ寮の新築計画と工事契約及び補正予算を承認しました 

本年 5月 29 日に上記の土地を購入し、民家を賃借しているふしみ学園分室「あおぞら、ひまわ

り」及び伏見センター内の生活サポートセンター「らいと」が共に手狭になっていることや、老

朽化したケアホームふしみ寮の建て替えが必要なため、建物新築や新規事業を検討し、(株)大普

設計に委託して木造 2階建ての２棟を新築する計画にまとめました。 

この建築については、１０月２５日に建設会社５社による指名競争入札を実施した結果、(株)

末松工務店と契約することに決まりました。工事は１１月から着工して来年３月の竣工を目指し

ます。丹波橋通りに面した北棟（延べ床面積 １８０㎡）は、

ふしみ学園分室で１階は「ひまわり・女性１０名」、２階は「あ

おぞら・男性１０名」が入ります。併せて１階には地域の方が

集えるスペース用に店舗を併設します。南棟（延べ床面積 ２

０６㎡）は１階に「らいと」が入り新規事業の「放課後等デイ

サービス」を併設し、将来的にはショートステイ（2 名）も可

能にしています。２階は「ふしみ寮」で現在の利用者さん４名

にそのまま入居していただきます。 

 

完成予想図  「らいと・ふしみ寮」（南棟）      「ふしみ学園分室」（北棟）          

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 「組織と事務分掌規則」の新設、「職務基準表」の策定、「キャリアパス対応生涯研修テキスト」の配布 

法人では、昨年 5月に将来にわたって施設を維持存続させ、且つ

充実した利用者支援が行えるよう確固たる経営基盤を確立して法

人理念を実現していくため、５つの大項目と全 39 項目の具体的取

組項目からなる中長期経営計画を策定しました。その中で人材育成

はとりわけ重要との認識の下、５月から主任級職員によるワーキン

ググループを設置し、職務の等級毎に求められる職務内容を定めた

「職務基準表」を策定する作業を行っています。今回、この作業に

先立って法人組織の業務内容と配置職員の役職・役割を定めた「組

織と事務分掌規則」を新設しました。また、福祉職員に求められる職務の理解を深める自己研鑽用

の資料として、常勤職員全員に「キャリアパス対応生涯研修テキスト」を配布しました。 

これらにより、一層の人材育成に取り組んで参ります。 

京都市伏見区桝形町４３５番地１、所在の京都市ふしみ学園分室、生活サポートセンター「らいと」及び 

ケアホームふしみ寮敷地（３０６．０８㎡） 

 

編集：支援センター 

発行：本部事務局 

障がいのある人とその家族が 

地域の中で尊厳を保ちながら 

普通の暮らしが出来るよう支援する 
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本部事務局からのお知らせ                    
 

１ 平成 2５年度上半期経常収支について 
上半期収支は、前年度と比べて収入は利用者増

により増加しましたが、費用では職員数と給与単

価の増により人件費が大きく増加したため、経常

収支は前年同期に比べ黒字幅が減少しました。 

また、年間見込みの資金収支差額では、この度

の建物新築で１8０百万円の支出となる見込みの

ため、３５百万円の赤字となる見込みです。 

 

 

法人合計 前年度上半期 当年度上半期 差引（増減） 

経常収入 586,951 602,488 15,537

経常支出 482,239 507,466 25,227

差 引 104,712 95,022 △9,690

（単位:千円） 
２ 自己申告書について 

今年度も自己申告書調査を行いますので、提出期限までに所属長に提出してください。 

「職務適性の自己評価」項目は、所属長評価との差異を所属長面談を通じて自覚し改善に努め

自己成長に繋げていくことができます。自身の職務スキルを客観的に認識し、良い部分を伸ばし

て不足分を補うキッカケにしてください。 

 

 

 

 

須磨海浜水族園＆舞子公園（明石海峡大橋）に行ってきました 
 
１０月１３日の日曜日に会館行事で秋のレクリエーションに行

ってきました。午前９時に会館を出発して、名神、阪神高速を通り

１時間程で若宮出口、国道 2号線から潮風を感じながら走ること３

０分、左前方に明石海峡大橋が現れました。世界一のつり橋、先端

の淡路島の風景はいつまでも眺めていられます。 

昼食は「シーパル」にて瀬戸内海を眺めながら海の幸を頂きまし

た。その後移動して須磨海浜水族園に到着しました。当日は三連休

だったため大勢の人で賑わっていました。参加された皆さんは、思

い思いに水族園を探索されました。アシカやラッコの姿はとても可

愛く、海ガメの水中を泳ぐさま

は後をつければ竜宮城に行け

そうな…。アマゾン館は海中ト

ンネルのような作りです。トン

ネルの中から見上げると、巨大

な淡水魚の王者「アロワナ」が

悠々と泳いでいます。その大き

なウロコが光を反射する姿は、まさに古代魚の神秘。この生物はい

つからこの姿なのだろうか？と考えてしまいました。 

後にお土産をいっぱい買いました。おすすめと聞いていた甲羅

の模様がステキな「うみがめメロンパン」は残念ながら売り切れで

したが、みなさんには秋の楽しい 1 日を過ごしていただきました。 

 

（京都市洛南身体障害者福祉会館：簱谷 衛） 

 
 

 

 

洛南エリアＴＯＰＩＣＳ 

市村監事提供『広沢池』
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ヘルパー研修を実施しています                  
 

生活サポートセンター『らいと』では、法人中長期計画

の一つに｢ヘルパー研修｣を掲げています。日頃『らいと』

の事業を支えて下さっているヘルパーの皆さんが、やりが

いや達成感を感じられるような手だての確立や、支援に関

する話し合いの場などを設けていこうと計画しています。

これまで普通救命講習や、テーマを決めての学習会等を実

施してきましたが、今年度はさらに一歩進めて取り組みの

定例化を視野に入れています。 

 第一回の研修は、９月１７日(火)に実施し１０名のヘル

パーが参加しました。テーマは｢支援の均一化をはかる一歩

として ～連絡・報告についての確認～｣としました。 

 普段の業務においては、支援終了後に行うメールでの｢終了報告｣が基本となっていますが、何かし

らのトラブルがあった場合には、出来るだけ早く報告して頂けることで、より迅速に対応が可能にな

ります。『らいと』だけでなく他事業所とも連携して支援しているご利用者も多く、速やかな連絡・報

告がより良い支援、ひいては信頼に繋がること、新たな気づきにも通じることなどをお伝えしました。 

 この他『らいと』のサービスは、法人の基本理念『障がいのある人とその家族が地域のなかで尊厳

を保ちながら普通の暮らしができるように支援する』にとても近いものであること、故にやりがいを

持って支援にあたってほしいこと、今後さらに研修の機会を増やしていきたいと考えていること等も

お伝えしました。 

１０月１０日(木)には第２回目の研修として、ふしみ寮の世話人対象の研修を行いました。掃除、

洗濯、片付け等の受け入れ準備～夕食作りを担当している方や、夕方から翌朝までの支援を担当して

いる方など６名が参加されました。こちらの研修では、まず普段の寮業務の中で起きたヒヤリハット

から振り返り、業務内容の確認等を行いました。次に、この半年の振り返りや個々のご利用者への支

援方針などを再確認しました。研修内容を考え計画するスタッフとしては、｢何を伝えたいか｣｢どのよ

うに、どうやって伝えるか｣という点に少なからず苦労しました。例えば、文言ひとつ少し違うだけで

受け取る意味が変わってしまったり、｢この表現で伝わるかな？｣と悩んだり…。一つひとつのことを

２０人を超えるヘルパーさんにきちんと「伝わるように」するのは思っていたよりも大変なことだと

折に触れて感じています。また研修準備をする中で、自らの支援についてもあらためて振り返り、細

やかな気づきの大切さを再確認する機会ともなりました。今後は中長期計画として、もう少し長い期

間で実施計画を立てて回数を重ねていきたいと考えています。 

一人ひとり思いや目的は違えど、縁あって『らいと』の一員であることは同じです。一人ひとりが

気持ちよく働きやすくなるような手だてを創ることが、より良い支援に、さらには個人個人の力を高

めていくことにも繋がるように思います。     （生活サポートセンター「らいと」：浦川 留美） 

 

 「陶芸絵付け体験」の開催について               
 今年度、ふしみ学園では法人の「地域振興助成事業」を活用し

て、１１月３０日（土）に『陶芸絵付け体験』を行います。チラ

シにも掲載しているように、１４cm×２４cmの素焼きのお皿に、

思い思いに筆をめぐらせてオリジナルのお皿を作っていただき

ます。当日は講師による「筆の動かし方」の説明を行ったり、ア

トリエやっほぅ!!の作品やグッズを紹介したりと、アートな午後

のひと時を過ごしていただく機会を予定しています。 

先立って、伏見エリアで開催した「ふれあいまつり」の時にチ

ラシと見本のお皿を用意して、ご来場いただいた方に配布いたし

ましたが、反響も上々でお申込みやお問い合わせを頂いておりま

す。また、利用者と近隣へポスティングによるチラシを配布を行

うなど、、助成金事業を活用して地域の方とふしみ学園・アトリ

エやっほぅ!!が結び付けられるきっかけになればと思います。 

 

（京都市ふしみ学園：松井 崇）             

伏見エリアＴＯＰＩＣＳ 
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秋まつりが開催されます                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■今年は京都市山科合同福祉センター開所・京都市山科図書館移転開館から２０周年の節目の年で、

記念式典も催されます。 

■式典は秋まつり開始前の午前１０時からを予定しています。 

当日は『第１２回ぐるっとふれ愛♡まちフェスタ in 山科』も同時開催！ 

■山科のマスコット、もてなす君も各所をめぐります♪ 

■みなさんのご来場をお待ちしております！ 

山科エリアＴＯＰＩＣＳ
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 私がこの法人に勤めて２０年がたちました。就職したのはちょうど山科合同福祉センターができた

年です。その真っ新な建物に足を踏み入れ、わくわくしながら皆で事務室に机を運び並べていったこ

とを思い出します。 

まず 初の仕事は、入所されるご利用者の面接でした。新人職員の私も、いきなりご本人やご家族

の前で面接官となり、質問したり、まだ自分でもよく知らない施設の説明をしたりもしていました。

今から思えば未熟な職員集団でしたが、その後、手探りでいろいろな事に取り組み、ご利用者やご家

族のニーズに応えるため、思いつくまま、できることは何でもやってきたと思います。 

ご家族が付き添えないご利用者への通院支援。「一晩だけでもゆっくり眠りたい」という親の声に

応え、宿泊訓練を始めました。ご要望があれば、時間外や休日の支援も行っていました。楽しい行事

もいろいろありました。通所の時間外で料理教室を行ったり、夕方から集まってのカラオケは、皆で

夜遊びの気分でした。地域の企業労働組合と合同のお花見会や、小学校の体育館を借りての合同運動

会。毎日遅くまで残って準備をし、終電で帰る事も度々でした。ボランティア約１４０名を集めて実

施した秋まつり等等…。 

これまで実施してきたことのいくつかが基になり、制度の中で形になったものもたくさんあります。

ケアホームや支援センター、居宅介護事業所などが、法人内の施設として現在あるのも、これらの取

り組みが、きっかけの一つになったのではないかと思います。 

 

あれから２０年がたちました。ここ数年、ぶらんこのご利用者の主な介助者であるご家族が病気や、

怪我をして入院されたりする出来事が続いています。その後数名のご利用者は施設へ入所されました。 

 改めて、法人理念を考えます。「地域の中で暮らすとはどういうこと？普通の暮らしって何？尊厳

を保って生活するにはどうすればいい？」 

 支援者として、常にこの言葉と向き合い考え続けなければならないと思っています。答えは障がい

のある方お一人おひとり違うでしょうし、 終的にはご本人が決めるべきことです。今、目の前にお

られるぶらんこのご利用者については、ご本人の意思を確認するのは難しいことかもしれません。け

れど毎日ご利用者と向き合うなかで、その思いを汲み取り、感じられることがあると思います。２０

年前にご利用者、ご家族のニーズに応えようと様々なことに取り組んだあの時の気持ちを改めて思い

だし、少しでもご本人の希望や思いに近づけるよう、これからも日々の支援を積み重ねていきたいと

思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リレー寄稿 「法人理念に寄せる随想」 ⑳    

京都市山科障害者デイサービスセンター

主  任     小  林  千  里  

次回は、京都市やましな学園 永田憲男 主任です 
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他機関・他職種との連携について                
 

今年９月に入り、京都市障害保健福祉推進室から「障害福祉サービスにおける、サービス等利用計

画の取り扱い」が示され、いよいよ京都市でも計画相談支援業務が動き出すことになりました。そこ

で重要になってくる、他機関・他職種との連携について改めて考えてみたいと思います。 

 ネットワークや他機関との連携の重要性については、よく議論されますが実際本当に有用なネット

ワーク構築ができているのかについては、私自身よく自問するところです。それらを意味のあるもの

にするための一番の方法としては、①個別支援を通して一緒に仕事をする、②同じ目的で何かを作り

上げる工程を共にする、この二つが特に大切だと思っています。(ただ何某ネットワーク会議に参加す

るだけでは正直難しいと思います…) 

 計画相談支援業務とはまさに、個別支援を通して、他機関と関わり、全体をコーディネートしてい

く仕事です。そこで大切だと考えるのは、支援目標・目的の統一(同意)をしっかり確立すること、各

機関の方法論の独自性を尊重すること、支援が上手くいっていない時は悪者探しは程々にして、その

責任をこちらが引き受けること。それらを通して「安心」して役割を担っていただくこと…。挙げて

みると何だかとても当たり前のことですが、やはり実際業務においては、いろいろ気も遣いますし(笑)、

難しい場面も沢山あります。困難も多いですが、一度信頼関係ができれば本当に意味のあるネットワ

ークが出来上がる一番の近道だと思いますし、その時の達成感は大きく嬉しいものです。 

 次に、前述②の『同じ目的で、何かを作り上げる工程を共にする』ことに関して、 近の取り組み

から感じたことがあります。今年東部エリアにおいて、東総合支援学校、山科青少年活動センター、

支援センターだいごと共に、「東部性教育ネットワーク」を作りました。近々障がいのある方対象の講

座を行う予定です（左記ＰＲチラシ）。

この間、講義内容について関係機関で協

議しているのですが、そこで改めてそれ

ぞれの持つ文化の違いを感じています。

例えば、性表現について。直接的な表現

にすべきか(その方がしっかり伝わりま

す)、比喩的な要素を強めるか…。また、

講義に参加された方へ避妊具をお土産

にする案も出たり…。これらの議論を重

ね「講座」を作り上げる工程を通して、

おそらくネットワークは強化されてい

くのだと感じています 

 同様に、京都市東部障害者地域自立支

援協議会の触法障害者専門部会におい

ても、これまで行っていた勉強会から一

歩前進して、弁護士さんと協働して触法

障がい者への刑事弁護時の対応マニュ

アルを作成するという案も出ています。

これが実現すれば、その共同作業を通し

てますます連携は強くなるでしょう。 

 こうした例からも分かるように、関係

機関との連携構築のためには、通常業務

に＋αの仕事が必要になります。業務が

増えることは大変なことですが、その見

返りは何倍もあると思っています(実際

あります！)。第一に仕事へのモチベー

ションが上がります。それは結果として、

自然とご利用者にいい支援が届けられ

ることが多くなるからだと思います。 

   

 

（京都市東部障害者地域生活支援センター「らくとう」：中村 嘉男） 

支援センターＮＥＷＳ 
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京都市伏見障害者授産所では約 5 年前から新しい事業としてアンケートの入力・集計業務を行って

います。最初は手探り状態で失敗もありながら職員・利用者一体となって進め大きな事業として展開

できるまでに至りました。アンケートの入力はまだまだ可能性がありもっと広めていきたい！！と思

っていた折、こんなお話を頂いたのです。「今度、岡山県でアンケートを行う仕事があるのだけど岡山

で入力を出来る事業所はないかな？」「なければ、５年で得たノウハウを教えることは出来ない？」と

いう提案でした。 

都道府県の垣根を越え協働できる、またネットワークを大きく広げることができることは我々にと

って魅力的であり是非チャレンジしたいと思ったのです。 

しかしながら、岡山県の事業所でアンケートの入力をしているところは見つかりません。ならばと、

こちらのノウハウをお伝えし協働して頂ける事業所を探したところ「希望の会」という事業所様に名

乗りを上げて頂くことが出来ました。こちらの趣旨にもご理解頂き新しいことにチャレンジしていき

たいという熱い思いも伝わってきて俄然やる気がみなぎってきたのです。 

ただ、ノウハウをお伝えすると言っても電話でお伝えすることは難しく実際に岡山へ赴き講習会を

開くことにしました。その話が決まった時に大事にしたかったことは職員が主導で講習会を開くので

なく実際に携わって頂いている利用者の方が講師となって利用者の方々に伝えて行きたいという思い

でした。自分たちで築き上げてきた業務を利用者同士で広げていくことの意味と利用者の方のやりが

いの創造といった面でも重要な取組でした。 

利用者の方に今回の趣旨をお伝えしたところ、是非やってみたいというお返事を頂き、講習会へ向

けての準備を進めていくこととなりました。重度の障がいをお持ちの方ですので、かなり負担がかか

ったのですが当日までに素晴らしい資料を作成してもらい講習会に臨むこととなりました。 

当日は初めての出張、名刺交換、講師役、テレビ取材と初めて尽くしで緊張感みなぎる中、見事に

重責を果たして頂きました。こちらの拙い講義にも関らず「希望の会」の皆様が真剣に前向きに取り

組んで頂き最高の雰囲気の中で進めることが出来たことが大きな要因です。今回、大成功で終えたの

も「希望の会」の利用者の皆様方、職員の皆様方の協力があってのものだと心から強く思っておりま

す。 

また、講師を担当して頂いた利用者の方からも「やりがいもあったのでまた機会があればやってみ

たい」という言葉も頂き、今回がゴールではなくスタートなのだと改めて気を引き締め今後も機会が

あればチャレンジしていきたいという思いを強く抱きました。 

 

 

 

 

 

 

 

（当日の講習会の様子）    （講師の周藤さんを囲む希望の会の利用者の方々）



8 
 

「京都市やましな学園」では「焼き芋」を販売しています♪   
 

芋の販売は、土日祝日を除く、午後１２時～午後４時まで。 

1 週間日持ち可能なパック商品も新登場！ 

１１月４日（月・祝）の「やったね！秋まつり」でも販売します♪ 

ぜひ一度ご賞味ください！ 

  

Ｍサイズ １５０円 

Ｌサイズ ２００円 

  

 

京都市やましな学園 就労継続支援Ｂ型事業 

 

〒607-8086 京都市山科区竹鼻四丁野町 34-1 

山科合同福祉センター２階 
 

ＵＲＬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.normanet.ne.jp/~y-gakuen/ 
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