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平成 26 年度予算及び各施設事業計画が 3 月 27 日理事会で承認されました。
１

平成 26 年度予算編成について
京都市からの旧法施設に対する補助金は、平成 25 年度は１０％減額されましたが、更に 26 年度か
らは毎年 15％減額（H25:90%、H26:75%、H27:60%、H28:45%、H29:30%、H30:15%、）となり、６年目の
31 年度には全廃の方針が示されました。このため、新年度についても引き続き支援学校や関係機関と
の連携を強めて利用者増や通所率の向上に努めて支援費収入の増加を図り、経常収入では昨年度ほぼ
同程度を見込んでいます。
一方、経常費用は、利用者増を図っていることに伴って配置職員を増やす必要もあり、人件費負担
が５千万円程度増加するなど費用が増えるため、経常収支差額では、その分黒字幅が減少することと
なりました。
今後は、京都市補助金の減額に対応した施設運営ができるように経営体質を強化することが喫緊の
課題であるため、24 年度から実施している５カ年の中長期経営計画を着実に実施して経営基盤を強化
し、充実した支援と安定した施設運営が出来るように努めてまいります。
区

分

25 年度執行見込

26 年度予算

差引（増△減）

経常収入

766,213

754,761

△21,452

経常費用

645,953

684,672

38,719

差引（増△減）

130,260

70,089

△60,171

経常収入

546,578

559,027

12,449

就労支援

経常費用

515,410

536,453

21,043

会計

差引（増△減）

31,168

22,574

△ 8,594

経常収入

37,652

37,897

245

経常費用

33,004

35,055

2,051

4,648

2,842

△1,806

経常収入

1,360,443

1,351,685

△8,758

経常費用

1,194,367

1,256,180

61,813

166,076

95,505

一般会計

公益会計

差引（増△減）

法人合計

差引（増△減）

△ 70,571
（単位：千円）

２

放課後等デイサービス「らいと」の事業開始について

放課後等デイサービスとは、学校通学の障害児が、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能
力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進すると
ともに、放課後等の居場所づくりを行うもので、法人では伏見総合福祉センター斜め向かいの桝形町に
新築中の建物の 1 階において定員 10 名で 5 月から開所する予定です。
月曜日から土曜日まで営業し日曜日と年末年始は休所。学校やご自宅への送迎サービス（主に伏見区
内が対象で、醍醐・石田・小栗栖地区は除く）も行います。只今、新規利用者を受付け中です。

３

京都府「きょうと福祉人材育成認証制度」の認証取得の準備について

京都府では、介護・福祉業界に若者が就職できるよう様々な取組を推進されていますが、介護・福祉
現場の実際が、学生や保護者、学校関係者に伝わっていないことが判ったため、福祉業界が安心して働
ける業界であることを、根拠を持って説明できるよう「福祉人材育成認証制度」を創設されました。
この制度が平成２５年度に発足してから半年間で京都府下の 200 法人が福祉人材育成事業所を宣言し、
うち３１法人が認証取得（10 月末日現在）されています。法人でも今後の新卒者採用を効果的に進める
ため、この度「福祉人材育成宣言」をしました。今後、審査を受けて、認証を得るよう準備を進めてま
いります。
１

４

中長期経営計画の着実な実施について

(1) 人事評価制度の策定と試行実施
平成 24 年度に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んでいます
が、25 年度は、職階毎に求められる能力レベルを表した職務基準表を取り纏めました。
26 年度は、この職務基準表に基づく職員育成に取り組むこととし、職員の職務能力を正しく評価して、
優れた能力や不足する部分を職員が自己認識でき、育成に繋がる人事評価制度を策定し、今秋からの試
行実施に向けて取り組んでまいります。
この制度の目的は職員育成であり、職員が今の自分の強みや弱みを知り、より良い支援と働くための
目標を明確にできるようにして、成長とモチベーション向上に繋げるようにします。
評価は、職員が職務を遂行するに当たって発揮した能力を見る「能力評価」と、中長期計画の施設実
行計画において本人が挙げた業績を見る「業績評価」 の２つで構成します。いずれも 本人の自己申告
に基づいて、評価期間中の職務行動や業務の達成状況を基準に照らして評価者が評価し、その結果を本
人との面談で開示して育成に繋げていくようにするものです。
(2) 第三者評価の受診
24 年度から受診開始し、先ず洛南身障会館、山科身障会館及びふしみ学園の３施設（生活介護事業）
が受診、25 年度は伏見デイ、山科デイ、やましな学園及び山科授産所が受診しました。26 年度は洛南授
産所、伏見授産所、いたはし学園及びだいご学園が受診する予定です。
(3) フィジカルケア・チーム（旧：医療的ケア・プロジェクトチーム）の取組
24 年度からフィジカルケア・チーム（旧：医療的ケア・プロジェクトチーム）を新設し、柔道整復師
の資格を持つ主任が各施設を訪問して、機能訓練ニーズのある利用者に、個別あるいはグループでの機
能訓練プログラムを提供し大好評でした。
26 年度は従来の取組に加えて職員向けに腰痛予防方法の指導を行い、会館利用者向けには東洋医学等
の講習会を行って健康増進に取り組んでまいります。
(4) 支援ツールとして iPad Air を導入
NPO 法人支援機器普及促進協会（代表・高松理事長）では iPad＋支援アプリを活用して、市内の支援
学校において障害児支援活動に取り組まれていますが、生徒のコミニュケーション・ツールとしても大
変効果があり、従来は困難だった意思疎通や発達支援等に大変役立っていること等を伺い、身障・知的
のいずれの障がい者支援にも大変有用なことが判りました。そのため、高松様のご指導で法人でも会館
や施設で活用するため 36 台導入し、利用者支援ツールとして活用していくこととしました。 NPO 法人
の支援内容は、http://npo-atds.org/ をご覧ください。

4 月１日付の人事発令
(1) 採 用
洛南会館
支援員 鮫島 和寛 （新卒採用）
同
支援員 北原 侑華 （新卒採用）
山科デイ
支援員 奧村 尚人 （新卒採用）
放課後デイ
支援員 中山 諒亮 （新卒採用）
洛南授産所
支援員 松井 明子 （新卒採用）
山科授産所
支援員 田中 梓
（山科授産所・嘱託より）
いたはし学園 支援員 松木 亮
（新卒採用）
ふしみ学園
支援員 牧
歩実 （新卒採用）
だいご学園
支援員 吉田 麻実 （新卒採用）
らいと
支援員 小西 敦士 （らいと・嘱託より）
（2）昇 任
らいと
副所長 北川 貴啓 （生活サポートらいと・所長代理より）
洛南会館
副主任 九里 健一 （洛南会館・支援員より）
洛南授産所
副主任 小出 将也 （洛南授産所・支援員より）
やましな学園 副主任 角
良子 （やましな学園・支援員より）
(3) 異 動
本部事務局
次 長 藤原 義和 （伏見授産所・所長より）
放課後等デイ 支援員 奥野 千絵 （伏見授産所・支援員より）
(4) 兼 務
放課後等デイ所長、伏見授産所長 時任 百子 （伏見デイ、らいと及びふしみ寮所長）
２

今年も開催されました。
伏見障害者デイサービスセンターでは、毎年恒例の年度末ミニコンサートを開催いたしました。今年度
を締めくくるに相応しい行事で今年も多くの方に参加していただくことが出来ました。
参加者はこの日が来るまでに出演者の応援グッズやウェルカムボード、壁面装飾の制作を活動中に行い
大変楽しみにされていました。
今年は、
「いわさきるかさん」と「たるたにさとしさん」に
よるステージで、利用者さんに親しみのある楽曲からオリジ
ナル曲とアンコールと大変充実した内容でした。
アンコールで
は秋のふれあい
まつりのステー
ジで披露した、い
きものがかりの「ありがとう」とゆずの「また会える日まで」
を出演者、参加者全員で合唱し同じ時間を全員で共有すること
が出来ました。
終演後には利用者からの感謝のあいさつと花束贈呈で感動
の内に終了、演者の方も利用者さんの準備や熱心に聞き入る様
子に大変感動されていました。
来年度以降もライブ感あふれるイベントを計画していきた
いと考えています。
出演者の情報：「いわさきるか」さん
www.geocities.jp/rucca320/official/
「たるたにさとし」さん papabox.info/profile
（京都市伏見障害者デイサービスセンター：茗荷 真）

シルクスクリーン・ワークショップ
山科障害者授産所では３月２１日（金・祝）にワークショップを開催し、小学 1 年生を含
む地域の７名の方にご参加いただきました。使えば使うほど風合いが出る伊勢木綿の生地を
使用した、マトリョーシカ柄のオリジナル・ラグドール作りです。昨年度もシルクスクリー
ンのワークショップを開催してきましたが、今回は初めて２色刷りに挑戦していただき、そ
の後縫製加工とフェルトやレース等でのデコレーションをしていただきました。
シルクスクリーンの体験では、１版目を刷
った段階ではまだマトリョーシカの柄とは
わからないので、２版目を刷り終えて柄が完
成するとこんなふうになるんだ！」と感心さ
れていた様子が印象的でした。
また、フェルトやレースを使ったデコレーションでは、
レースをどこに配置するか・どんな色のフェルトを選ぶか
など、参加された方それぞれの感性が光るものとなりまし
た。他の方が作られたラグドールをみて、
「ここがかわいいですね。」
とお話しされるなど、参加された方同士の交流もありなごやかで楽
しいワークショップとなりました。
完成したラグドールを手に持って帰られる頃には、「また開催し
てください。」と嬉しい声かけをたくさんいただきました。今後さ
らに多くの方に楽しんでいただけるワークショップを企画してい
きたいと思います。（京都市山科障害者授産所：田中 梓）
３

３

虐待防止研修＆避難訓練
洛南エリアでは 3 月 17 日、今年度最後のエリア研修を行
いました。
研修のテーマは「虐待防止」で、最初に支援センターらく
なんの谷本所長代理から障害者総合支援法の概要と障害者
虐待防止の関連施策について説明があり、その後グループワ
ークを行いました。今回の研修でのグループ分けは、経験年
数別により大きく A、B、C の３グループに分け、それぞれの
グループに管理職がスーパーバイザーという形で、まとめ役
に入っていただきました。そのグループの経験年数に準じた
事例について意見を出し合いましたが、
「虐待防止」という非常に身近で個々の施設で明日にでも起こりう
るテーマのため各グループ共に活発な意見を出し合いました。また経験年数の浅いグループのテーマにつ
いて、経験年数の長いグループからも意見を頂くなど経験年数の浅い職員にとって非常に参考になる研修
となりました。
次に、洛南エリアでは 3 月 17 日、京都市洛陽児童館、京都市南老人センターと合同で避難訓練を行いま
した。過去の避難訓練で思い出すのが、3 年前の避難訓練です。その日は東日本大震災が発生した 3 月 11
日。ちょうど洛南会館の機能訓練室で消防署の方からお話を聞いているまさしくその時、地震の揺れを感
じ、間もなく消防署の方に無線連絡が頻繁に入った事を思い出します。
今回の訓練は、京都市に震度６の地震が発生した後、洛南身体障害者福祉会館から出火という設定で行
いました。今回の訓練では洛南授産所の利用者、職員の避難はありませんでしたが、職員が指示するまで
も無く利用者の皆さんは身の安全確保に努められ、真剣に参加されていました。
京都市周辺には、東山断層、花折断層、黄檗断層、西山断層と京都盆地を取り囲むように活断層が走っ
ており、京都市南部を中心に今後３０年以内に震度６弱以上の揺れに見舞われる可能性があるとの警告も
あります。
東日本大震災の際、ある保育園で子供たちの人命を救うため無我夢中で取った行動が、日頃の訓練の賜
物であったという事例も報告されています。今後起こりうる自然災害に対し、訓練を繰り返すことにより
緊急時に迅速かつ冷静な行動が取れるようし、普段からしっかりと防災の意識を持つように心掛けたいと
思います。
（京都市洛南障害者授産所：西村 文孝）

「法人地域振興事業」助成金をいただいて

春の人形劇公演＆ふしぎな科学実験広場を 3/28 に開催しました！
隣接する児童館や地域の子供達の豊かな情緒の育成に
貢献するために人形劇公演とワークショップを春休みに
企画しました。人形劇は会館人形劇サークル出身でプロ
として活躍中の「らせんくらぶ」中村昌剛氏に、科学実
験については子供たちへの指導実績がある NPO 法人やま
しろきっづサイエンス理事長の佐々木先生にお願いしま
した。
募集案内についても、児童館、町内会の方や新聞折り
込みにてお願いしました。
当日は児童館の 45 名の子供たちや地域の子供たちと
保護者を含む約 70 名もの方にご参加をいただきました。
人形劇公演「ゴリ、ゴリ、ゴリくん！」では前日からの
準備をいただきました。黒いカーテンでまるで映画館の
ように真っ暗になった当館２階の訓練室？ そこに広が
る人形劇ステージ。スポットライトをあびたゴリラやいさむ君人形のコミカルな動きに子どもたちの熱い
まなざしが釘づけ！なんとバナナの匂いの演出も。
科学実験広場では、まず〈紫外線で色が変わる忍者スライム〉をのりと水とふしぎな液体を小さな手で
一生懸命混ぜること 200 回。完成したふにゃふにゃスライムを触って「気持ちいい！」と大喜び。 紫外
線をあてるとなんとネオンのように・・・次なる〈カチャカチャライト〉は LED を使った実験は時間の都
合で説明を聞いてスライムと一緒にお土産に。最後の〈空気砲のふしぎ〉では煙のような空気の輪が回転
しながら飛んでいきます。みんながポカーンと口を開けて天井を見上げていました。大きな歓声が湧き、
参加いただいた多くの子どもたち、保護者、出演者の方にもとても喜んで頂きました。
４

（京都市洛南身体障害者福祉会館：簱谷 衛）

フィジカルケアチーム
主任 奥村 栄浩
昨年度（Ｈ２５年度）より医療的ケア（今年度からフィジカルケア）の機能訓練事業の担当者として各
事業所に訪問させて頂いています。最初、この業務の拝命を受けた時は、全事業所のほぼ全利用者の方に
接する事になり、どのように対応して行けばよいのかと若干の迷いがありましたが、各施設の全利用者の
方に会える事は素晴らしいことですと、上司の方よりアドバイスを頂き、できる事をできるだけやって行
こうと４月から機能訓練実施概要を作成し始め、各施設の施設長の方から職員の方まで皆様のご協力を頂
き５月より訓練を開始させて頂きました。機能訓練の内容については、昨年の法人ニュース７月号（117
号）に「運動機能の向上や回復を主目的として行う訓練」と少しお話しをさせて頂いております。
当法人での勤務当初は、福祉施設での支援業務の経験がなかった為、対応力があるか若干の不安があり
ましたが、以前より医療現場での患
者さんへの治療、処置、リハビリ等
を行っていたことで、身体に障害を
もっておられる方への応対経験や
企業での勤務経験等で従来からの、
何とかするし何とかなる的な、性格
もあり不安を払拭しながら仕事を
進めていきました。最初に教えて頂
いた法人理念の「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」という項目の「普通
洛南身障会館にて
の暮らし」については利用者の方の
思いも様々だと思います。その中で
利用者の方の選択肢が少しでも増えて頂けるのではと、医療系職員であるがゆえに医療的治療内容を意識
し運動器機能が向上されることでＡＤＬの幅が広がる方がよいのではと思いがちになることが多かったの
も事実です。機能訓練で理学療法的な事や作業療法的な運動器機能の向上のみの事ばかりではなく、リラ
クゼーション、ゲーム、ダンス、体についての講和等、利用者の方の身心が少しでもハッピーになって頂
ける事を大切にしながら、利用者の方の思いに沿った支援方法を、常に学んでいく必要性を感じています。
この４月より機能訓練事業も２年目になります。法人ニュースへ寄稿しながらこの１年間、多くの利用
者の方と接することができ、学園系や就労系施設の利用者の方は、運動の日として多くの利用者の方に参
加して頂けている事、授産所系、生活介護系施設の利用者の方には、リハビリ方法や運動方法を練習し実
践して頂けている事など、機能訓練を実施出来て良かったと思える事が沢山ありました。これからも利用
者の方の身心が、更にベストコンディションになって頂ける事を、利用者の方、また職員の方と一緒に見
つけていく事に注力し、２年目をスタートできればと思っております。
次回は、京都市中部障害者地域生活支援センター「らくなん」谷本 豪 所長代理です

障害者総合支援法について
障害者自立支援法の改正法として、平成２５年４月１日から施行された障害者総合支援法ですが、１年
後の平成２６年４月１日を期日として段階的に施行する項目、さらに３年後をめどとした検討規定を設け
ています。そこで今回は、今年の４月施行の内容も含めて、この法律についておさらいをしておきたいと
思います。
５

平成２５年４月施行

① 障がい者の範囲に難病等を追加。
難病の範囲は１３０疾患となっています。利用できるサービスは、障がい福祉サービス（介護給付・
訓練等給付）、補装具（車いすや歩行器などの購入・修理費用の支給等）、日常生活用具（特殊寝台、
電動式痰吸引機等の給付等）となります。※世帯の収入により費用負担あり。
平成２６年４月施行

① 重度訪問介護の対象拡大
重度訪問介護とは。
「入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関
する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行
う」サービスとされています。つまり生活全般の支援をトータルに提供するサービスとなるため、１
回当たりの派遣時間数も長時間にわたります。これまで利用対象者は「重度の肢体不自由者（障害程
度区分４以上）であって常時介護を要する障がい者」だったため、知的障がいや発達障がい、精神障
がいのある人は含まれていませんでしたが、今回の改正により重度の知的障がいのある方や、精神障
がいのある方へ対象が拡大されます。ただしこれまで行動障がいのある知的障がいのある方が利用し
ていた行動援護との兼ね合いもあるため、利用にあたってはサービス等利用計画の作成におけるサー
ビス担当者会議の中で、行動援護事業者等によるアセスメントや環境調整を行いつつ、行動援護や他
のサービスとの組み合わせの中で必要に応じて利用されることとなっています。

② 共同生活介護（ケアホーム）と共同生活援助（グループホーム）の一元化
介護給付サービスのケアホームと、訓練等給付サービスのグループホームの名称が統一されます。こ
れにより対象区分の設定はなくなりますが、設置基準や利用者の障がいの程度、サービス提供範囲や
人員配置、報酬単価等がそれぞれ異なるため、
「介護サービス包括型（現行ケアホームと同様）と、外
部サービス利用型（現行グループホームと同様）」を選択する仕組みで検討されています。また早期に
単身生活を見込まれる方に対し、利用期限を設けて本体施設近辺等で職員が巡回支援等を行うサテラ
イト型住居についても検討されています。

③ 地域移行支援の対象拡大
現行では、施設入所されている方や精神科病院に入院されている精神障がいのある方が対象でしたが、
改正により保護施設や矯正施設等を退所される方へも対象が拡大されます。

④ 障害程度区分から障害支援区分への変更
名称が「障害程度区分」から「障害支援区分」に変わります。また障がいの程度（重さ）ではなく、
標準的な支援の必要度合いを表すようになっています。障害程度区分では、高齢者の要介護認定の項
目をベースとしているため、知的障がいや精神障がいのある方の特徴が反映されにくい事が指摘され
ていましたが、障害支援区分では、質問項目や回答方法の見直し等により、あらゆる特性に応じた認
定が出るように工夫されています。
法施行後３年（平成２８年４月）をめどとした見直し（附則）

① 常時介護を要する障がい者等に対する支援、障がい者等の移動の支援、障がい者等の就
労の支援その他の障がい福祉サービスの在り方
介護給付・訓練等給付・地域生活支援事業等の区分け、程度区分のあり方、支援事業所の整備や利用
期限、移動支援や地域活動支援センターの取扱いや統合補助金のあり方等の検討が見込まれます。

② 障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方
障害支援区分の判定基準の見直し、相談支援のあり方、聞き取り項目の見直し、二次判定での変更の
改善策、相談支援専門員の計画的増員、ピアカウンセリングの制度化等の検討が見込まれます。

③ 障がい者の意思決定支援のあり方、障がい福祉サービスの利用の観点からの成年後見制
度の利用促進の在り方
意思決定支援の「定義」の明確化、意思決定の際に必要な支援等、後見類型の人の意思決定の尊重等
に関する検討が見込まれます。

④ 手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのための
意思疎通を図ることに支障がある障がい者等に対する支援の在り方
派遣要請に応じた人材育成、手話通訳者も含めた計画的な養成、派遣体制の構築等の検討が見込まれ
ます。

⑤ 精神障碍者及び高齢の障がい者に対する支援の在り方
精神科病院への入院に関するルール設定、介護保険サービスとの関係性、支援特性に応じたサービス
継続性の担保、介護保険併設型事業所の整備等に関する検討が見込まれます。
（京都市中部障害者地域生活支援センターらくなん：谷本豪）
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