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

編集：支援センター
発行：本部事務局
http://www.kyofc.or.jp

本部からのお知らせ
平成２７年度予算及び各施設事業計画が３月２６日理事会で承認されました
１

平成 27 年度予算編成について

新年度からの報酬単価改定により給食加算単価減で減収となるほか、生活介護施設は減収
幅が大きくなります。また、京都市からの旧法施設に対する補助金が、新年度は 60％相当ま
で減少（H28:45%、H29:30%、H30:15%、）し 31 年度には全廃されます。このため、引き続き総
合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を図り、支援収入の増加に
努めますが、一方で利用者増に対応するための職員増により人件費負担が大きく増加するた
め、経常収支差額では黒字幅が減少します。
今後とも、厳しい状況が見込まれるため、24 年度から実施している５カ年の中長期経営計
画の着実な実施により経営基盤を強化し、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
一般会計

就労支援会計

公益会計

法人合計

２

分
経常収入
経常費用
収支差額
経常収入
経常費用
収支差額
経常収入
経常費用
収支差額
経常収入
経常費用
収支差額

26 年度執行見込
766,213
645,953
130,260
546,578
515,410
31,168
37,652
33,004
4,648
1,360,443
1,194,367
166,076

27 年度予算
754,761
684,672
70,089
559,027
536,453
22,574
37,897
35,055
2,842
1,351,685
1,256,180
95,505

国における社会福祉法人制度改革の動きへの対応について

差引（増△減）
△21,452
38,719
△60,171
12,449
21,043
△ 8,594
245
2,051
△1,806
△8,758
61,813
△ 70,571

（単位:千円）

昨年 8 月から国において社会保障審議会福祉部会が開催され、今年２月に報告書が取り纏め
られました。これに沿って社会福祉法人については、ガバナンス、透明性、財政規律の確立の
３点を改革のポイントとする法律案が今国会中の成立、平成 29 年 4 月施行が予定されています。
なお、
「地域における公益的な取組を実施する責務」と「社会福祉施設職員等退職共済制度の
見直し」等は、平成 28 年 4 月施行となるほか、一部は公布日施行とされています。
いずれも法人にとっては大きな影響を受けることとなりますので、これに対処できるよう、
出来る限りの事前準備と対応を進めていくこととします。

３

法人の経営体質強化のための中長期経営計画の着実な実施

法人では平成 24 年度に策定した５年間の中長期経営計画に基づき、経営の透明性とコンプラ
イアンスの確保、支援サービス向上や地域貢献の取組、経済性の発揮と経営意識の強化を図る
ことによって、法人の経営基盤を強化し、充実した支援と安定した施設運営が出来るように、
引き続き中長期経営計画の達成に努めます。
(1) 就業及び生活相談支援の充実

就労系施設の授産所や学園では、毎年 10 名ほどの利用者就職に繋げていますが、就職先企業
の開拓や実習先の確保、関係機関との連携や就職後の企業及び利用者へのアフターケア等は、
習熟と専門性が必要とされ煩雑で手間が掛かりますので、法人として対応できる効果的、効率
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的な方策を検討していくこととします。
(2) 利用者増に伴う施設の拡張等

利用者数の増加に伴って各施設とも活動室が手狭になっていることや、身体・知的・精神の
利用者混在や重度障がい利用者の増加もあって、より広い活動室スペースが必要になっていま
す。各施設では従前から賃貸住宅を借りるなどして対処まいりましたが、場所が離れているな
どの不便さや課題も大きいため、平成 24 年度から各センター近隣に順次土地を取得して施設
を拡張してまいりました。引き続き伏見センターの 1 階、山科センターの 1 階・２階・３階の
拡張等が必要になっていますので、可能な対応を進めてまいります。
施設の拡張・新設
① 京都いたはし学園・菓子工房新築（H24.6.9）
② 生活サポートセンター「らいと」
、ケアホームふしみ寮、放課後等デイサービス「らいと」新築（ H26.3.28）
③ 京都市ふしみ学園分室（あおぞら、ひまわり）新築（H26.3.28）
④ 洛南障害者デイサービスセンターあすなろ新築（H27.10 開設予定）
(3) 第三者評価・２巡目の受診

平成 24 年度から３年間で「京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構」に委託して第
三者評価を受診し、概ね全項目で A 評価を得ました。また受診に伴い業務再点検やマニュア
ル再整備等に取組みましたので、職員の支援業務への自覚が更に高まる効果もありました。
平成 27 年度からは２巡目の受診に取り組んで利用者支援に活かしてまいります。
(4) 職員の資質向上のための人事評価制度の実施

平成 26 年度は職員育成を図るための人事評価制度を策定し、27 年度は本格実施に取り組み
ます。この制度のポイントは、評価者と被評価者が面談によって相互理解と意思疎通を図り、
共に育ち合う関係をつくることにあり、これによって安定した活力ある職場風土を育んで、
利用者の安心・安全と職員のスキルアップを目指し人材育成に活用してまいります。
(5) マイナンバー法施行に伴う体制整備

国民一人一人に番号を割り振って医療や社会保障に関する個人情報を１つの番号で管理す
る共通番号「マイナンバー」制度の運用が来年 1 月から始まります。法人でも職員の健康保
険、雇用保険、年金などの書類や源泉徴収票発行にはマイナンバーを記載して手続きするこ
とになるほか、利用者支援においても必要になりますので、マイナンバー取扱いができるよ
う、組織・業務プロセス・システム・情報管理という４つの視点から対応を進めてまいりま
す。

4 月１日付の人事発令
(1)

採 用
本 部
洛南身障会館
洛南身障会館
山科授産所
山科デイ
伏見デイ
伏見デイ
放課後等デイ
ふしみ学園
ふしみ学園
ふしみ学園
やましな学園
ほっと
ほっと
（2）昇 任
山科身障会館
山科デイ
支援センターらくなん

事務員
支援員
支援員
支援員
支援員
支援員
支援員
支援員
支援員
支援員
支援員
支援員
支援員
支援員

河野
水田
岩腰
尾髙
青山
奈佐
山下
濱田
辻
三野
粒崎
柳澤
藤井
田淵

潤子 （時短より）
章一 （嘱託より）
稜
（新卒採用）
駿平 （新卒採用）
有子 （嘱託より）
健司 （嘱託より）
玄一郎 （時短より）
紀子 （時短より）
和夫 （嘱託より）
晃
（新卒採用）
美沙 （新卒採用）
康博 （嘱託より）
一範 （嘱託より）
広恵 （嘱託より）

市村監事提供写真『白川橋』

主 任 国領 英世 （山科身障会館・副主任より）
主 任 関
裕士 （山科デイ・副主任より）
副主任 矢野 響子 （支援センターらくなん・相談員より）
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(3)

(4)

支援センターらくなん
副主任
支援センターらくとう
副主任
山科身障会館
副主任
異 動
洛南身障会館
主 任
洛南授産所
副主任
山科身障会館
副主任
山科身障会館
副主任
山科デイ
副主任
やましな学園
副主任
洛南身障会館
支援員
山科身障会館
支援員
ふしみ学園
支援員
ふしみ学園
支援員
やましな学園
支援員
生活サポートらいと
支援員
兼 務
洛南身障会館副館長兼務
洛南デイあすなろ開設準備室長兼務

安江 朋香 （支援センターらくなん・相談員より）
大塚 秀樹 （支援センターらくとう・相談員より）
粟崎 宏昭 （山科身障会館・支援員より）
小林 千里
松井 崇
塚本太一郎
上長 智子
久保田晶子
東 真理子
小倉 智憲
中川 友文
古川 智章
三宅 康美
小西 敦士
大久保直樹

（山科デイ・主任より）
（ふしみ学園・副主任より）
（山科授産所・副主任より）
（やましな学園・副主任より）
（山科身障会館・副主任より）
（山科デイ・副主任より）
（本部・支援員より）
（伏見授産所・支援員より）
（山科身障会館・支援員より）
（やましな学園・支援員より）
（生活サポートらいと・支援員より）
（伏見デイ・支援員より）

竹内 竜也 （洛南授産所長）
小林 勇
（洛南身障会館副館長）

「きょうと福祉人材育成認証制度」の認証を受けました。
去る 3 月 23 日に京都平安ホテルにおいて、第 4 回きょうと福祉人材育
成認証制度・認証式が開催され、今回は 43 事業者が認証され、当法人も
認証を受けました。
「きょうと福祉人材育成認証制度」は、福祉業界の求人難を改善する
ため京都府が創設した制度で、4 分野 17 項目の審査に通って認証されま
すので、認証事業所は安心して働ける職場を示すものです。現在までに
133 事業者が認証事業所となっています。

伏見エリアＴＯＰＩＣＳ
板橋地域防災訓練に参加しました
少し前になりますが、2 月 8 日（日）板橋地域防災訓練
に参加しました。大規模災害に備え地域全体で行う訓練で
いたはし学園としては初めて参加させて頂きました。施設
で行う避難訓練では施設外に避難し、人命確保を基本に訓
練を行っていますが、
今回はその後の地域避難場所への移
動、避難所の運営など学ぶことができ大変勉強になりまし
た。実際に使用する簡易トイレや避難テントの紹介があり、
段ボールで間仕切りをする経験をして、
テレビで見る避難
所生活は大変なご苦労をされているものと感じました。ま
た、困難な状況でこそ地域内の助け合いが重要と感じまし
た。
今回は自治会長の方と行動を共にし、施設のことなどたくさんお話をさせて頂く良い機会とな
りました。地域との繋がりを強めていき、互いに協力し合う関係作りをより一層進めていきたい
と思います。
（京都いたはし学園：岡田 健右）
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山科エリアＴＯＰＩＣＳ
京ことば講習会 人気です！
3 月 19 日、
「京ことば講習会」を実施しました。地域交流
事業として一昨年、昨年と 2 年連続で開催し、好評を得て
きた同講座。今回は第 3 回目ということでこれまでとは少
し内容を変えて実施しました。
「京ことばの会」2 名の講師
による京ことばでのやりとりや、京ことばクイズ、山科ゆ
かりの小野小町にちなんだお話など、受講者の方々も興味
を持って聞き入ってもらえる内容となりました。参加者は
26 名で、内 20 名が一般の受講者、地域交流としての役割も
しっかりと果たすことができています。受講者アンケート
にも「やさしい気分になれました。」「はんなりとした講習
会 参考になりました。」
「勉強になりました、またお願いし
ます。」「京ことばは母の言葉です。とても懐かしかったで
す。」と講座を楽しんだ様子が感じられ、盛況の内に終了す
ることができました。

日本財団福祉車両お披露目式
3 月 26 日、日本財団様より助成いただいた生活介護の送
迎に使用する福祉車両のお披露目式を行いました。当日は
清々しく晴れ渡り、絶好の式典日和となりました。助成い
ただいた車両は日産キャラバンＮＶ350 チェアキャブ、車椅
子のまま 4 名まで乗れるようになっています。車体横には
カラフルなイラス
トも入れられてお
り、楽しい雰囲気
に溢れています。
式典は理事長を始めとする法人役員、施設長、生活介護
ご利用者など数多くの方々ご参加いただき、大変賑やか
に行うことができました。皆様にはこの場を借りてお礼
申し上げます。今後ますます地域福祉の発展のために邁
進していくとともに、今回助成をいただきました日本財
団様には厚く御礼申し上げます。
（京都市山科身体障害者福祉会館：南出 陽）

洛南エリアＴＯＰＩＣＳ
3 月 2 日、平成 26 年度最後となるエリア研修では京都市消
防局南消防署から２名の講師をお招きし、普通救急救命講習
会を行いました。今回の講習会では、胸骨圧迫、AED の使用法
等に加え、施設内、送迎時等、実際の場面を想定した救命救
急の実技演習を行いました。ここでは 3 名を１グループとし、
役割を決めずに緊急時にいかに迅速に対応できるかという演
習で、現実に起こりうる場面設定ということもあり、緊張感
を持って取り組みました。今回の講習で講師からは、心肺停
止されている人を見つけた時は一刻も早い救命措置を実行す
ると共に、倒れて出血している人の血液による感染症にの 2 次災害の防止も強調されていまし
た。前回に洛南エリアで行った救急救命講習会から１年以上経っており、心肺蘇生法の手順、
AED の扱い方等、記憶をたどる場面もあり、緊急時に即座に対応できるよう定期的な受講の必要
性を強く感じました。
（京都市洛南障害者授産所：西村 文孝）
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リレー寄稿 「法人理念に寄せる随想」 37
理念を理念で終わらせないために・・・

法人理念

京都いたはし学園
副主任 正岡 竜太郎

「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できるように
支援する。
」

―広く社会福祉の掲げるノーマライゼーションの理念と言えると思います。
では「障がい」とは何だろうか？「地域」とはどんな範囲を指すのか？「普通の暮らし」とはどん
な暮らしだろうか？
色々な場で繰り返し問われ、繰り返し考えてきたことでもあります。
・・・・日々の支援の中で、生活の中で、私たちは様々な答えを目にしてきました。
そしてその答えは、必ずしも一つではありませんでした。そして、それらは時代背景と共に常に変
化していくものでもあります。また、
「普通」であることと、個人のニーズが必ずしも一致するとは限
りません。
いたはし学園は就労継続支援Ｂ型と就労移行支援事業所として、
製パン・製菓、喫茶、清掃事業等を実践してきました。たった定
員 20 名の施設の中で、この 10 年弱の間に私たちはどれだけの個
性と出会い、その希望と向かい合い、送り出し、悩み、困り、笑
い、乗り越え、そして挫折してきたことでしょうか・・・。
利用者それぞれに様々な特性やニーズがあり、それにうまく応
える事ができた時と、残念ながら力及ばず、或いは事業内容が適
応せず、支援が続けられなかったこともあります。

市村監事提供写真『背割堤』

就労継続支援Ｂ型としては、工賃向上を目指し毎年工賃アップ
をしていくよう、努力してきました。多くの工賃をもらって、欲しかった物を手に入れたり、家族か
ら評価してもらえた方、休日には工賃を使って好きな歌手のライブに出かける方がいる一方で、
「工賃
アップ」がニーズになっていない利用者も少なくありません。工賃って何？何に使うの？どんな価値
があるの？といったことを、保護者を交えて話し合い、生活につなげていかなければ意味を成さない
場合もあります。また、労働そのものに、やりがいや健康といったニーズ・価値が付随してくること
もあります。休みが続くとたちまち太ってしまう方もいれば、パンを作る・売るといった労働そのも
のに自分の役割を見出し、楽しんでいる方もいらっしゃいます。
就労移行支援としては、一般就労に向けて関係機関とも連携して様々な取り組みをしていく訳です
が、誰一人として「同じ方法」はとれないように思います。
着実にステップ・バイ・ステップで力をつけ、就職につながる方もいれば、
「とにかく就職活動」か
ら入らないといけない方、おもいっきり失敗をしたからこそ家族皆で理解し合い前を向けた方、失敗
経験をできる限り避けた方が良い方・・・。それぞれにかける声や設定するステップの大きさ、その
方法も違ってきます。
理念を理念だけで終わらせないこと。常に頭を柔軟に、その人にとって「何が必要か」を聴き出し、
皆で話し合っていくこと。
それぞれの「障がい」を理解し、それぞれの「地域」や「普通」を丹念に探っていくこと。
そしてその方に合った具体的な方策を見つけ出して支援していくこと。理念を理念で終わらせるか、
それぞれの幸せに繋げられるかは現場の職員にかかっていると思います。
そして自分はまだまだできてないことばかりやな・・・という反省に行き着くのですが・・・。
「人間が人間として人間と向き合い影響し合い、そしてお互いに成長していく」
福祉に関わりながら生きているというのはそういうことなのかな？と、自分なりの理念を考えてみ
たりしています。
パンをこねながら、皆と話し合いながら、これからも現場にいて、日々勉強していきたいと願って
います。
次回は、京都市山科身体障害者福祉会館
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西岡 容子 副主任です。

支援センターＮＥＷＳ
平成２７年度 京都市予算（障害保健福祉関係）の概要が示されました
前年度予算に引き続き、一般会計全体の 38.6％を占める予算確保がされています。障害者福祉予算
においても、年々増加傾向にある障害者自立支援給付（法定給付）などの予算確保を優先し、458 億 2
百万円（前年度比 1.0％増）となっています。
項 目
平成 26 年度
平成 27 年度
増 減
伸び率
一般会計
739,507
750,432
10,925
1.5％
保健福祉局
285,579
289,739
4,160
1.5％
（単位:百万円）
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0

その他（裁量的経費）
障害者自立支援給付（義務的経費）

H19

H23

H24

H25

H26

H27

京都市における障害者福祉予算の推移を見ても年々増加傾向にあり、平成 27 年度は、平成 19 年度
の約 1.6 倍の増加となっています。平成 27 年度実施予定の新規・充実事業等の重要事務事業は以下の
通りです。

①障害者 24 時間相談支援体制構築モデル事業（障害者地域生活支援拠点の設置）
【新規】5,500 千円
…市内の障害者地域生活支援センター1 カ所を「障害者地域生活支援拠点」とし、土日祝日等の開所を
行う。また深夜・早朝等の時間帯に相談体制を確保するため 24 時間相談受付の専用電話を設置する。
（27 年度はモデル事業）

②障害者差別解消法の周知・啓発事業

【新規】2,000 千円

…行政機関や民間事業者による障がいを理由とする不当な差別的扱いを禁止し、障がい者に対する合
理的配慮を義務付ける※。 障害者差別解消法が平成 28 年 4 月 1 日から施行されるにあたり、京都市
における対応マニュアルの策定、および行政機関や民間事業者・市民への内容や周知、障がいに対す
る正しい知識の普及啓発事業を行う。※民間事業者に対する合理的配慮は努力義務

③京都市こころの健康づくりに関する意識調査

【新規】3,000 千円

…市民のこころの健康や自殺に関する意識を明らかにし、自殺予防に有効な事柄を把握し、これまで
の計画の実施状況を評価するため、
市内在住の 20 歳以上の市民 3000 人を対象に意識調査を実施する。

④地域リハビリテーションの推進及び高次脳機能障がい者支援の実施
（京都市地域リハビリテーション推進センターの開設） 【新規】3,000 千円
…市身体障害者リハビリテーションセンターの再編に伴い、地域リハビリテーションの推進のため相
談事業や障がい福祉サービス事業所等への技術的支援や研修の実施を行う。また高次脳機能障がい相
談窓口を設置し、現在の障がい者支援施設を高次脳機能障がいに特化した施設に転換する。

⑤重度障害者等利用事業所支援事業

【充実】161,300 千円（充実分 79,400 千円）

…重度障がい者や視覚・聴覚言語機能障がいのある方を国の人員配置体制加算の基準以上を配置する
障がい者支援施設に対し、人件費相当額の補助を行うとともに京都市独自の補助制度の補助単価上限
の増額等を行う。

⑥京都市若杉学園再整備事業

【新規】160,200 千円

…京都市若杉学園の民営化に伴い、再整備事業として（社福）京都ライフサポート協会が設置する障
がい福祉サービス事業所（生活会議（55 名）
）に対し整備補助を行う。

⑧障がい児・者福祉サービス利用支援策「新京都方式」 【継続】242,684 千円
…平成 22 年 4 月から低所得者（市民税非課税）の障がい福祉サービスや補装具等の利用者負担無
料の措置に加え、京都市独自に行ってきた「新京都方式」としての自立支援医療等の負担軽減策
を継続する。
（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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