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理事会・評議員会からお知らせ        
 

＊平成２5 年度決算が承認されました。 

＊伏見センター西向い側の桝形町の新築建物（北棟、南棟）を基本財産に追加しました。 

ふしみ寮が新築建物の南棟に移転したので、旧ふしみ寮の土地・建物を基本財産から除外して運

用財産としました。 

＊役員（理事・監事・評議員）任期が 5 月末満了することに伴い、髙山弘様、廣瀬治雄様、岡久美

津子様が退任され、新役員は理事に木下
きのした

文男
ふ み お

様、評議員に佐治
さ じ

俊彦
としひこ

様と髙
たか

橋
はし

肇子
は つ こ

様が就任しまし

た。また、理事長には安田行雄理事（再任）、副理事長には木下文男理事（新任）、常務理事には

前田文男理事（再任）が就任しました。 

 ＊苦情解決のための第三者委員の廣瀬治雄様の退任に伴い、後任に髙橋肇子様に委嘱しました。 

 
（平成 25 年度決算について） 

平成 25 年度決算は、各施設が利用者増や経費削減に取り組んだ結

果、前年度より経常収支の黒字が 1.7 百万円増加し 181 百万円となり

ました。しかし伏見センター西向いの桝形町に土地 90 坪を購入し木

造 2 階建て２棟（北棟 180 ㎡、南棟 204 ㎡）を建設し、182 百万円を

施設整備費から支出したことや、23 年度から実施している単独施設へ

の修繕費積立で 30 百万円積立したこと等により当期末資金収支差額

は△52 百万円（※新築分を除くと 130 百万円の黒字）となりました。 

 決算の内部監査では、市村監事から「事業面では、各施設とも定員

を超える利用者受入れ等で、通所率の向上に努めた結果、福祉収入及

び事業活動収支差額が前年度比でプラスとなっています。また、就労

４施設で利用者１４名が就職し、就職後の職場定着支援も継続して行

っていること、就職による利用者欠員の補充も順調で高い通所率を維持できていることや、就労施設

の授産事業売上が大きく向上したことは特筆すべきことです。」とお褒めを頂きました。 

西田監事からは「財政面でも、昨年度に引き続き黒字化の努力が見られ成果も挙がり、安定した財

政状況で会計帳簿は法令や定款に従って収支及び財産状況が正しく示されており、会計処理も年々明

快で判りやすくなっています。」と評価して頂きました。 

 

（平成 25 年度決算：資金収支計算書による経常収支）               （単位 千円） 

区 分 平成 25 年度決算 平成 24 年度決算 差 引(増△減) 

 

一 般 会 計 

経常収入 667,723 635,945 31,778

経常費用 581,661 544,053 37,608

収支差額 86,062 91,892 5,830

 

就労支援会計 

経常収入 546,459 521,248 25.211

経常費用 456,546 435,747 20,799

収支差額 89,913 85,501 4,412

 

公 益 会 計 

経常収入 37,649 37,591 58

経常費用 31,970 35,017 △3,047

収支差額 5,679 2,574 3,105

 

合    計 

経常収入 1,251,831 1,194,784 57,047

経常費用 1,070,177 1,014,817 55,360

収支差額     181,654 179,967 1,687
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市村監事提供「今津の麦」
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学校別、学園別の生徒数

区分 小１小２小３小４小５小６中１中２中３高１高２高３ 計
教育大 2 3 1 1 1 2 1 11
呉　竹 1 1 1 2 1 1 7
板　橋 1 1
美　豆 1 1
住　吉 2 1 3
計 5 1 3 2 3 2 2 0 0 3 2 0 23

(京都市若杉学園再整備の事業者募集は、応募を辞退しました。） 

京都市では若杉学園再整備についての事業者募集を 3 月 26 日から 5 月 15 日の間に行われました。

本部では様々な応募案を考え設計図まで作成して検討しましたが、いずれの案も経常収支では若干の

黒字確保ができますが、将来的な維持管理費、修繕費、建替費用に充てるための減価償却費分（10 百

万円～15 百万円）が赤字になること、更に土地使用料として７年目から 18 百万円の負担が生じると、

毎年 30 百万円を超える赤字となることから経営困難との結論を得て、京都市に説明して応募を辞退し

ました。 

その要因としては、敷地が 3800 ㎡と広い割に、障害施設以外の建設が認められないことや、広場と

桜の樹木を残すよう要望があり、更に募集要項以外の施設では国補助金の確保が難しいことなどに加

えて、法人の現行の利用者支援レベルの維持があります。この支援レベルを前提に考える限り、京都

市公の施設の指定管理制度によって運営していて建設費や維持管理費は全て京都市に負担していただ

いている状態で、どうにか施設運営ができている状況ですので、新規に大規模施設を建設するだけの

財政的余力が法人には未だないと言わざるを得ません。 

今後、法人としては経営基盤を強化して充実した支援と安定した施設運営が出来るように引き続き

経営改善等に取り組んでまいりますが、当面、各施設の利用者増加に伴って既存施設が手狭になって

いるため、施設拡張や各センター近辺への集約化が課題になっています。 

そのため、昨年度は伏見エリアにおいて懸案であったセンター外に分散していた分室等の借家を新

築建物に移転して一体化を図りましたが、山科エリアでも分室等がセンター外にあって距離的にも遠

く不便な状態にありますし、洛南エリアでも洛南会館の建物に本部と支援センターが同居していて会

館が狭く運営に不便を来たしています。先ずはこれらの課題について今後あらゆる機会を捉えて解消

に向けて取り組んで参ることといたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（放課後等デイサービス「らいと」が 5 月 13 日から営業開始しました。） 

学校通学の障害児の自立促進と放課後等の居場所づくりを行うため、放課後等デイサービス「ら

いと」が 5月 13 日から営業開始しました。利用者は定員 10 名に対して登録 23 名でのスタートです

が、初めての事業で職員の習熟も必要なため、当面 7 名/日ほどを目安に受け入れています。 

送迎が思っていた以上に大変で、ラッシュ渋滞で遅れ

たり、ジュニア体型に合わせシートベルトを工夫したり、

添乗員が不可欠なためパート職員を増員したりと成人

施設にはない苦労がありますが、日々活気があって職員

一同張り切っています。 
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「卓球バレー大会兼全国交流大会」Ｂゾーン優勝！！            
 

去る５月１１日（日）、京都市障害者教養文化・体育会館（オムロン

太陽の家）で開催の「第８回京都障害者施設卓球バレー大会兼全国交

流大会」に洛南授産所から利用者さん８名と職員２名で参加しました。  

 当日は爽やかな五月晴れとなり、昼頃には気温もどんどん上昇して

選手の皆さんの熱気も相まってアツい中での試合となりました。試合

結果は、午前の予選リーグでは、初戦を敗戦したものの、２戦目は緊

張もほぐれ１勝１敗の２位でＢゾーン決勝トーナメントへ進みました。

決勝トーナメントは、１セットも落とす事なく全勝で見事優勝を勝ち

取りました。今大会に初めて参加されたＴさんは、何とハートマーク

入りの愛妻弁当を持参。他の利用者さん達に冷やかされたりして照れ

ながらも、嬉しそうに食べていらっしゃいました。 

今回は大会名の通り、全国交流大会も兼ねており、山口県、和歌山

県、愛知県、徳島県と遠方からの参加チームもあり、お互いの親交を

深めることが出来ました。Ａゾーンで優勝された山口県チームの職員

の方とお話しさせていただく機会がありましたが、試合終了後の午後

３時から、７時間かけても山口まで戻り、翌日も休む事なく仕事をさ

れると聞いてびっくりしました。洛南授産所チームでは、６月に開催

される卓球バレー大会にも参加を予定しており、今回と同様に上位入

賞が果たせるよう、毎週月曜日の昼休みに行なっている練習にも力が

入ってきています。 

  （京都市洛南障害者授産所/西村 文孝） 

 

 

 

 

京都市動物園 動物パン納品再開しました！！                  
 

京都市動物園の改装に伴い、一時中断していた動物パンの納品が今年春より再開しました。株式会社キ

ッズプロモーションの運営する、ウッディー調のピカピカの店舗は、東出入り口（琵琶湖疏水噴水近く）

に新設されています。お店には、ぬいぐるみやキーホルダー等のカワイイお土産物が所せましと並ぶ中、

くーぺの動物パンたちもお客様をお待ちしています。店内には喫茶・軽食コーナーもあり、その場で飲み

物と一緒にパンもお召し上がり頂けます。販売中断の際は、お客様から「あの動物パンはもう売っていな

いの？」とのお声がお店に届いていたとの事で、お客様と動物パン再開にご尽力頂いた皆様に感謝、感謝

です!!・・・まだまだ改装途中の動物園、今後にますます期待です！ （京都いたはし学園/正岡 竜太郎） 
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ヤンマーミュージアムでの 1 コマ 

 

 

チャリティーコンサート＆夏祭り 出店！！                   
だいご学園のこの時期の課題と言えば、暑くなるにつれて商

品の売上が低下していく事です。そんな折、今年もホテルグラ

ンヴィア京都様より夏祭りの出展のご案内を頂きました。これ

は８月４～６日の３日間通して行われる夏祭りですが、屋台が

ズラリと並んでいたり、大ステージではダンスショーやマグロ

の解体ショーが行われていたり

と盛大なお祭りです。だいご学園

では昨年もドーナツ、焼菓子を沢

山の方にお買い上げ頂きましたが、今年もまた皆さんに喜んで頂けるような

商品をたくさん用意して、夏祭りを盛り上げられるよう頑張りたいと思いま

す。また６月１日には、同志社大学の寒梅館にて行われるチャリティーコン

サートへ初めて出店させて頂ける事になりました。こちらのコンサートは今

年で９回目を迎え、だいご学園へ来て下さった方のご紹介がきっかけで出店

させて頂ける事になりました。当日は、だいご学園を含め６施設が出店予定

で、どの施設の商品も品質がとても高く売り上げも苦戦が予想されますが、

限定商品の開発等も頑張りながら、みんなで販売もコンサートも盛り上げて

いきたいと思います！         （京都市だいご学園/谷口 隆之） 

 

３日連続イベント開催!!               

１日目：春の外出レクリエーション実施！ 

 山科身体障害者福祉会館では、去る５月２９日（木）毎年恒例の「春

レク」に行ってきました。今回の行き先は、滋賀県の長浜方面。昨年１

１月から運航が始まったダックツアー（水陸両用車によるクルージン

グ）をレクリエーションのメインに、昨年３月にオープンしたヤンマー

ミュージアムにも足を運び、施設体験やミュージアム見学を楽しみまし

た。昼食は北ビワコホテルグラツィエでの和食ランチ。こちらも大変ご

好評で皆さん和やかな時間を過ごされていました。お天気にも恵まれ、

利用者さん職員それぞれが交流を深め合う楽しい一日となりました。     

（京都市山科身体障害者福祉会館/南 勝之）     

２日目：消費生活センター「出前講座」開催！ 

 連続イベント２日目、５月３０日（金）には、京都府消費生活安

全センター専門員による出張講座、「知って役立つ消費者トラブル

対処法」を開催しました。振り込め詐欺や悪質商法、インターネッ

トサイトによるフィッシング詐欺など、様々な事例への対処方法を

資料や映像、ロールプレイングなどを用いて、分かりやすく説明し

ていただきました。参加された皆さんからは、「大変参考になった」

「参加して良かった」との声を多数いただいており、自分の生活は

自分で守るという意識を新たにされていたようでした。   

（京都市山科身体障害者福祉会館/南 勝之） 

３日目：「やましなふれあい音楽広場」を開催しました 

 連続イベント 終日の５月３１日（土）は、音楽広場で盛り上がりました。今回のゲストは、山科区在

住の女性シンガー「シェリー」さん。アコースティックギターによる弾き語りに、参加された皆さんそれ

ぞれが熱心に耳を傾けられていました。当日は飛び入り参加のゲストもあり、シェリーさん作詞による「お

ー山科！」（オー・シャンゼリゼの替え歌）の全員での合唱もありで会場は大いに盛り上がりました。音楽

広場に参加していただく方も毎回増えてきており、地域との繋がりがより強くなってきているのを実感し

ています。              ☆次回の音楽広場は、６月８日（日）の実施を予定しています。 

（京都市山科身体障害者福祉会館/南出 陽） 
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京都市伏見障害者デイサービスセンター 

主任  山内 紀子  

 

法人施設に就職して１か月が経ったかという時でした。あ

る利用者さんの食事介助が終わり歯みがきの介助をしてい

た時、周りをよく見ていたある利用者さんが私の方を向いて

何か伝えてこられました。間違ったことをしていると。実は

違う利用者さんの歯ブラシだと気づかず使ってしまってい

たのです。就職直後の緊張していた時期からは、少し慣れて

確認が不十分になっていたのだと思います。就職して間もな

い時期でもあり、どう対応していいのかも分からず、私はご

本人たちに謝ることしかできませんでした。ご家庭には上司

から謝罪をしていただきましたが、その日の業務が終わって

も私の心のモヤモヤが消えず、自分から謝罪に伺いたい事を

上司に伝えました。そして次の日、上司と同行してご家族に謝罪に行きました。帰りの車中で上司が言わ

れたこと、「失敗はしない方がいいけれど、きっとある事と思う。その時に誠意をもって行動（謝罪や対応）

することが大切、ピンチだけれども反対に信頼していただけるチャンスでもある」－この言葉がいつも私

の心の中にあり大切に思っています。よく考えてみれば、一人の人間としてごく当たり前の事であるとも

言えますが、謝罪に限らず、こういった自発的（積極的）行動について、その時までの私はあまり意識し

ていなかったように思います。 

利用者や家族の中には、支援が届くことを待っていらっしゃる方や、困りごとを抱えていながらもどう

解決するのか分からない方など、往々にして受け身になる方がいらっしゃいます。それらの方には働きか

けが必要で、積極的アプローチ、アウトリーチ的な介入が必要だと考えています。そうした働きかけが、

法人の基本理念である「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」を実現する事にも繋がっていくのだと思います。目の前の利用者のみならず、地域では困

りごとを抱えていても福祉サービスに繋がっていない方々がおられます。そういった方に支援が届くため

には一定の手続きが必要ですが、その手続きを取って下さる人が居なかったり、或いはその方にも支援が

必要であるという場合も多く、支援が届かないため社会的に引きこもってしまい、地域で普通に当たり前

に暮らすという事が出来なくなっている方もおられます。一見して困っていないように見える事もありま

すが、多くの選択肢や情報を持たないが故に、今の生活を続けている方も多く、正確な情報や選択肢を提

供された上で、ご本人が判断し決める事が普通に地域で暮らすという事ではないでしょうか、良いことも

良くないことも踏まえてご本人が納得される事を大切にしたいと思います。 

近では、新生児医療や救命救急技術の進歩、様々な医療支援によって日常生活を送ることができるよ

うになった重症児、超重症児が増えている一方で、自閉症・発達障がいのある人たちも多く、双方が生涯

にわたる包括的な支援システムの構築を考える上で、早期介入、早期診断、早期療育が大きな課題となっ

ています。このように、ニーズの変化や多様化に気づき、いかに拾い上げていくのかが支援をする者にと

っては重要になってくるのではないかと思います。 

 今の制度やサービスによって全てが解決する訳ではありませんし、まして制度を変えていくこと、新し

いサービスを創造し更に安定的に継続させる事はそう容易ではありません。しかし地域における福祉課題

の解決というのは社会福祉法人の社会的役割において大きな責任と思いますので、夢をもって少しずつ進

んでいきたいと思います。 

「ストレングス視点での支援を」と言われて久しいですが、利用者さん一人ひとりに役割を持ってもら

うことに重点を置いて、私たちが取り組んでいるプログラムがあります。初めは「これ、出来はるかなあ」

と少々心配しながらも、少しずつお願いしていた事ですが、自分の役割を理解し、達成感を感じておられ

たのでしょう。その後の利用者さんの自発的行動に繋がり、「これも出来はったんだ」と驚くことや、今ま

で“できる”ことに気づけていなかった自分たちを反省する事が度々あります。でもそれは嬉しい発見で、

私たちのやり甲斐にも繋がっています。利用者さんだけでなく、誰もがストレングスを生かして、そして

生かされて普通に当たり前の暮らしが出来るそんな社会の実現に向けて進んでいきたいと思います。 

 

 

次回は、京都市東部障害者地域生活支援センター「らくとう」中野 友香 副主任です。

市村監事提供：高ボッチのレンゲつつじ 



6 
 

  

 

障害程度区分から障害支援区分への見直しについて             
 
 先の法人ニュースでも取り上げましたが、本年度から障害支援区分の認定が本格的に実施されるにあた

り、京都市においても認定調査員を対象とした研修が行われ、我々も参加してきました。そこで今回は、

障害支援区分の概要や配慮事項についてお伝えしたいと思います。 

 

【障害支援区分の基本的な考え方】 

① 身体障がい、知的障がい、精神障がい、難病等の特性を反映できるよう客観的な基準とする事 

② 認定調査員や市町村審査会委員の主観に左右されにくい客観的基準とする事 

③ 審査判定プロセスと審査判定にあたっての考慮事項を明確化する事 

 

【障害支援区分の審査判定基準】 

過去の認定データ（障害程度区分）から申請者と同じ状態群にある障がい者の二次判定結果を抽出。 も

確率の高い区分(二次判定結果)を障害支援区分の一次判定結果とすることで。今まで二次判定にて区分を

引き上げることの多かった知的障がい、精神障がいのある方に対して、一次判定でより適切な区分が出せ

るようになりました。 

 

【障害支援区分の審査判定プロセス】 

・一次判定(コンピュータ判定)：認定調査項目（80 項目）＋医師意見書（24 項目） 

・二次判定（市町村審査会）：特記事項＋医師意見書（一次判定項目以外） 

障害程度区分（一次判定）より 26 項目少なく、医師意見書の一部が一次判定に反映されました。 

 

【障害程度区分からの主な変更点（一次判定）】 

追加         6 項目 

評価の見直し      4 項目 

統合         6 項目 

削除           15 項目 

※麻痺、拘縮項目は医師意見書の記載内容を採用。 

判定基準の見直し 「出来たり出来なかったりする場合」の「出来ない場合」の判断基準 

「より頻回な状況」→「出来ない状況」で判断する 

※意欲低下、多動、易疲労感、筋力低下、慣れない場所等の限定であっても評価する。 

 

【選択肢の統一】 

身体介助関連 

１．支援が必要  ２．見守り等の支援が必要  ３．部分的な支援が必要  ４．全面的な支援が必要 

見守りや声掛け等の支援によって行為・行動が出来る場合も評価 

日常生活関連 

１．支援が必要  ２．部分的ない支援が必要  ３．全面的な支援が必要 

普段過ごしている環境ではなく「自宅・単身」の生活を想定 

行動障がい関連 

１．支援が必要  ２．希に支援が必要  ３．月に 1 回以上の支援が必要  

４．週に 1回以上の支援が必要   ５．ほぼ毎日（週 5 日以上の）支援が必要 

行動上の障がいが生じないための支援や配慮、投薬も評価 

 

（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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よつ葉ホームデリバリー様にてプチ・ポッシェの「国産小麦のケーキ台」の販売を開始しています！利

用者の方が１つ１つの工程を丁寧に取り組むことで、きめの細かい、スポンジだけで食べても上品な甘味

がある、本格的なケーキ台ができあがっています。とても人気のある商品で、よつ葉デリバリーを利用さ

れているお客様からも多くのご注文をいただいています。 
自分たちで楽しみながらトッピングをし、世界に一つだけのオリジナルケーキを作ってみませんか！？ 
6 号サイズで価格が 450 円。通常の販売では売っていませんので、ご入用の際はいたはし学園プチ・ポ

ッシェまでご注文をお待ちしております。 
また、今後は無添加タルト台も 4 枚セット 880 円で販売を行っていく予定ですのでご期待下さい！！ 

 
・国産小麦のタルト台 約 12cm ４枚セット 880 円 
いちごやベリーを載せて生クリームでデコレーションするだけでもとってもおいしくなりますよ！！カ

スタードクリームやチョコレートとの相性も抜群！！ 

           

 

 

 

 

 

・国産小麦のケーキ台 6 号サイズ 450 円 
マンゴーやバナナと生クリームをトッピングするだけで、夏らしいトロピカルなケーキができます

よ！！ 

            

 

 

 

 

 

     

真夏の誘惑♪～食べ過ぎにご注意を！～ 
新緑も鮮やかな季節となり、夏に向けて暑さも加速してきましたね。 

さて、やましな学園就労継続支援Ｂ型では、皆様から好評を頂いております「焼き芋」の販売に次ぐ、目

玉商品として、「ソフトクリーム」の販売を５月１３日より開

始しました。 

種類はフレンチバニラ、チョコレート、ストロベリー等のオ

ーソドックスな味から、チーズビスケット、抹茶、黒ゴマ、マ

ンゴー等各種フレーバーがあります。今後も皆さんの意見を取

り入れて、種類を増やしていければと思っています。 

１個２００円で販売していますので、やましな学園にお立ち

寄りの際はぜひご賞味ください。 

ソフトクリームのひんやりとした冷たさと甘さが、 

都会のオアシスのように皆様の身も心も癒してくれるはずです。 ぼくは 

これがお勧めです！ 
やましな学園 河野唯


