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平成 28 年度予算及び各施設事業計画が 3 月 24 日理事会で承認されました。 

１ 平成 28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が、28 年度は 45％分にまで減少し（H28:45%、H29:30%、H30:15%）、

31 年度には全廃されます。このため、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、支援費収入の増加を図ってまいります。一方、利用者増に対応するための職員増など

もあって人件費負担が大きく増加したので、経常収支差額では黒字幅が半減することとなりました。 

また、新年度からは、社会福祉法改正に伴い退職手当共済制度の見直しがされ、介護施設と同様に新

採職員からは公費助成が廃止されますので、今後は人件費負担が増加することになります（法人掛金

44,700 円/年人→134,100 円/年人、ただし、既加入職員は現行どおりです）。 

今後とも、厳しい状況が見込まれますので、中長期経営計画の着実な実施により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努めてまいります。 

なお、27 年度から新会計基準に移行しましたので、従来からの会計区分は①一般会計、②就労支援

会計、③公益会計でしたが、このうちの①と②は社会福祉事業として統合されました。また、③につい

ては、公益会計から公益事業に変更されましたが、内容は従前と同じです。 

【単位：千円】 

区    分 27 年度執行見込 28 年度予算 差引（増△減） 

  

社会福祉事業 

 

経常収入 1,275,075  1,273,957 △1,118 

経常費用 1,174,834 1,223,970 49,136 

差引（増△減） 100,241  49,987 △50,254 

  

公益事業 

  

経常収入 38,746   38,771 25 

経常費用  36,853 35,975 △878 

差引（増△減） 1,893 2,796 903 

  

法人合計 

  

経常収入 1,313,821 1,312,728 △1,093 

経常費用 1,211,687 1,259,945 48,258 

差引（増△減） 102,134 52,783 △ 49,351 
  

２ 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 
 

社会福祉法人制度は、昭和 26 年の社会福祉法成立以来となる大規模な改正がされ、経営組織の

ガバナンス、事業運営の透明性、財政規律の確立の３点を改革のポイントとする法律が本年４月

及び翌年４月の２段階で施行されます。平成 28年 4月からは「地域における公益的な取組を実施

する責務（弱者救済など）」ができ、社会福祉施設職員等退職共済制度の見直しがされます。また、

平成 29年 4月からは、理事・監事・評議員の役割や責務が大幅に見直しされ、会計監査人の選任

も義務化がされます。更に、法人の余裕資金が明確化される仕組みが作られ、社会福祉充実残額

を用いて法人の新たな社会福祉事業の実施が義務化されます。 

このため、当法人においても取り得る限りの準備を進め、これらに対応し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  
（主な取組内容） 

(1) 平成 29年度からの新中長期経営計画（５年間）の策定 

(2) 京都市公の施設の指定管理契約の更新 

現契約が 28年度末で終了するため、29年度からの契約更新ができるように取り組みます。 

(3) 利用者ニーズに応えるための施設の拡張等 

ア 山科区国道東野に敷地を確保し、山科第２センターを建設し、平成 29年 4月に開業予定 

①身体障がい者デイサービス新設（定員 20名）、②放課後等デイサービス新設（定員 10名）

 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 

http://www.kyofc.or.jp 

本部事務局からのお知らせ 
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③ケアホームつかもり荘は移転して拡張（定員４→８名）、④短期入所新設（定員２名）、 

⑤地域交流スペースを設置し、障がいのある人も無い人も共に利用し集える場を提供します。 

⑥やましな学園分室とぶらんこ分室は一体化して併設します。 

イ 今後の課題 

・いたはし学園は土地・建物が賃貸のため、将来に向けた施設の安定運営・維持を目指します。 

・だいご学園は建物が手狭なため、対策を検討します。 

(4) 効率的な運営を目指す経営改善の取組を推進します。 

山科第２センター建設に当たっては、巨額の融資を受けることとなりますので、借入金返済の

ため従前にも増して効率的な事業運営が必要です。このため、事業目標や運営指標を明確に示し、

職員が目的意識を持って一丸となって経営改善に取り組めるよう対策を実施することとします。 

・施設間の運営効率格差を分析し、月々の施設運営目標を明示して改善を目指します。 

・運営手法について比較分析し、長所は取り入れ、短所を直す「カイゼン」運動に取り組みます。 

・職員の人事異動を促進することで、人材育成と施設活性化を図ります。 

  (5) 職員の資質向上のための人事評価制度を活用しています。 

(6) 地域貢献への更なる取組みを図っていきます。 

(7) 支援記録ソフト LOOKⅢのサポート終了に伴う新ソフトへの切り替えを検討します。 

 

4 月１日付の人事発令 
(1) 採 用 

   本部事務局        事務局長 山口 昌巳（京都市 OB採用） 

    山科授産所         支援員  林  安積（嘱託より） 

   ふしみ学園        支援員  吉川 文恵（嘱託より） 

放課後等デイ       支援員   小山   竜（嘱託より） 

洛南授産所         支援員  石井 光児（新卒採用） 
(2) 昇 任 

洛南エリア         センター長  竹内 竜也（洛南授産所・所長より、 
※洛南身障会館長及び洛南授産所長兼職） 

    放課後等デイ       所 長    北川 貴啓（副所長より） 

   支援センターらくとう     副所長    中村 嘉男（所長代理より） 

洛南授産所         副所長    長原 一博（所長代理より） 

いたはし学園       副園長    河村 剛士（主任より） 

洛南身障会館       主  任    九里 健一（副主任より） 

伏見授産所         主  任    大槻 晶彦（副主任より） 

(3) 異 動 

ふしみ学園         主  任    小林 千里（洛南身障会館より） 

洛南身障会館       副主任    小出 将也（洛南授産所より） 

   山科デイ           副主任  井上 光典（生活サポート「ほっと」より、※「ほっと」副主任兼職） 

  洛南身障会館       支援員    大西 里美（ふしみ学園より） 

   洛南身障会館       支援員    浦川 留美（生活サポート「らいと」より） 

やましな学園       支援員    小倉 智憲（洛南身障会館より） 

   やましな学園    支援員   奥村 尚人（山科デイより） 

生活サポートらいと 支援員  尾髙 駿平（山科授産所より、※放課後等デイ兼職） 

(4)  兼職発令   

山科第 2 センター開設準備室に兼職 

            室 長  髙橋 憲二（山科デイ・所長） 

副室長  松原 直之（山科身障会館・館長） 

副室長  寺地 ヒサ子（だいご学園・園長） 

生活介護事業担当   国領   英世  （山科身障会館・主任） 

グループホーム担当   田中   豪 （生活サポート「ほっと」・副主任） 

放課後等デイ担当   小島 幸三 （山科デイ・支援員） 

(5)  兼職解除   

本部事務局         常務理事  前田 文男（事務局長の兼職解除） 

伏見デイ         所  長   時任 百子（放課後等デイ所長の兼職解除） 

(6) 退職 （平成 28 年 3月 31 日付） 

洛南エリア       センター長 久保田 惠美子（洛南身障会館・館長兼職） 

   やましな学園    主 任  森   優子 

   洛南身障会館      支援員  滝川  数美 

（本部事務局：前田 文男） 
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地域の身近な生活相談窓口です！ 
 

◆支援センター「らくなん」とは… 

  正式名称は、京都市中部障害者地域生活支援センター「らく

なん」です。京都市より委託を受けて相談支援事業を行ってい

ます。 

  「らくなん」では、京都市中部圏域（上京区・中京区・下京

区・南区）にお住まいの障がいがある方を対象としています。

障がいといっても幅広く、身体・知的・精神障がいの方だけでなく、発達障がい、高次脳機能

障がい、難病の方など様々です。年齢も児童から高齢者まで、ライフステージに応じた相談に

のっています。 

事務所は京都市洛南身体障害者福祉会館の２階にあり、法人本部事務局と同室にあります。

洛南身障会館に来られた方が「らくなん」の相談につながり、またその逆もあります。 

◆「らくなん」の主な事業内容 

障がいのある方が、生活の中での困りごとや、福祉サービス

について知りたいことを相談できる地域の総合窓口としての機

能を担っています。「制度のことが分からない」「一人暮らしが

したい」「ヘルパーさんを利用したい」「デイサービス等、どこ

かに通いたい」「お仕事を探したい」等それぞれの相談内容に応

じて情報を提供したり、具体的な福祉サービスの利用につなが

るよう手続き面のお手伝いをしています。時には各種専門機関

を紹介したり、必要に応じて関連機関と連携して支援をします。 

最近は、ご本人やご家族だけでなく、様々な関係機関からの相談も増えてきました。障がい

のある方が、自分らしく地域生活が楽しめるよう、お手伝いができるようにと考えていますし、

必要な方に必要な支援がつながる架け橋のような役割になることができればと思っています。 

また、平成 24年度より始めた計画相談支援事業は、福祉サービスの定着しにくい方や複数の

福祉サービスを利用されている方、高齢のご家族の介護保険サービス利用との兼ね合い等で包

括的な支援が必要な方などのご利用が中心になっています。 

そして、地域生活を支える身近な組織として、地域のネットワークも重要です。圏域内の様々

なネットワーク会議等に参加したり、ネットワーク構築に向けて各種機関と顔の見える関係が

築けるよう活動しています。また、中部障害者自立支援協議会には事務局として関わり、地域

の様々な課題を共有・解決する場を持っています。 

 

 ◆ピアサポートサロンの開催 

   毎週木曜日午後１時～３時まで、洛南身障会館２階のサークル室 

をお借りして開催しています。障がい当事者の職員を中心に、集ま   

ったメンバーとお茶を飲みながら、日常に起こったこと、時には福  

祉サービスのことなど、色々な話をしたり、トランプやテレビゲー   

ムをして楽しんだりしています。自由参加にできるということもあ   

り、昨年度は１～２名の時もあれば、１０名近く来られる時もあり 

ました。 

ピアサポートサロンは、京都市内の支援センターでは「らく

なん」のみの独自事業です。以前は身体障がいのあるメンバー

が中心でしたが、最近は、知的・精神に障がいのある方の参加

が増えています。これからも楽しい交流の場として、また、地

域での居場所づくり、仲間づくりの場として、皆さまに活用頂

ければと思っています。 
ピアとは？：仲間（障がいのある人）どうし、同じ立場の人 

 という意味です。 
 

（京都市中部障害者地域生活支援センター「らくなん」：矢野 響子・安江 朋香） 

施設紹介コーナー① 【支援センターらくなん】 

 新企画！! 
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 会館ＰＣ教室のパソコン：全部入替！「Windows１０」になりました！ 
４月開講のＩＴ就労講座・会館パソコン教室は新しい：Windows１０パソコンではじまります。 

ＩＴ講座・会館ＰＣ（パソコン）教室は以下の内容で募集中です。 

★ＰＣ教室 第Ⅰ期★ △就労ＩＴ講座 第Ⅰ期△ 
（月）iＰad（生活に役立つアプリ）【10回】 

  募集終了 

（水）パソコン入門【10 回】あと 2 名 

  午後 1時 30分～3 時 4月 20日より 

（月）パソコン超入門【10回】あと 3 名  

   午後 4時～5時 30 分 4月 11日より 

（水）Excel入門【10回】 あと 2 名 

  午後 4時～5時 30 分 4月 20日より 

（木）Excel初級【10回】あと 3 名 

    午後 1時 30分～3時 4月 14日より 

（金）もっと word【10 回】あと 2 名 

 午後 1 時 30 分～3 時 30分 4 月 22 日より 

（木）Word・Excelで作る作品(初級)【10回】あと 4名 

   午後 4時～5時 30 分 4月 14日より 

（金）もっと Excel【10 回】あと 2 名 

   午後４時～６時 4月 22 日より 

 

 

 

 

 

 

（土）HTML5と CSS3入門【10回】あと 3 名 

  午後 1時 30分～3時  4月 23日より 

（土）Excel実用関数（基礎）【10回】募集終了 

  午後 3時 30分～5時 4月 23日より 

（土）日商 PC検定（データ活用 2級）【20回】 

あと 1 名 

  午後 5時 30分～7時 4月 23日より 
ＩＴ就労講座の締め切りは 4 月 13 日となっております。 

 

洛陽工業高校の生徒の皆様より 

“利用者カウンター”と“トイレの入室者感知器”を贈呈いただきました！ 
平成２７年４月に洛陽工業高校の方より「あったら便利だと思う機械はないですか、僕たちが

造らせていただきます」とお申し出がありました。 

会館では、来館された利用者の方に利用者番号を記入して頂き来館者のデータを取っているの

ですが、記入して下さらない方が多いので、簡単な操作でカウンターがあればいい、また、トイ

レに人が入っているかどうか、分からないときがあるので感知器があるといいです。と職員から

の希望をお伝えしました。そして… 

平成２８年３月に完成！会館トイレに「感知器」を設置しました。また、玄関に置く「利用者

カウンター」も頂きました。 

こんな機械が全部手作りで…とびっくり。設置に来て下さった生徒さん達も、卒業式が終わっ

たというのに駆けつけてくださいました。 

4月より会館利用者の方々に利用していただきたいと思います。ありがとうございました。 

 

 

 

 

（京都市洛南身体障害者福祉会館：松浦 浩美） 

洛南エリアＴＯＰＩＣＳ① 【洛南身障会館】 

来館者カウンター機 洛陽工業高校の先生、生徒さんより贈呈 
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第３回春のお楽しみ劇場『マンモスのいた地球（ほし）』を

開催しました！ 
 

３月３０日（水）、法人の地域振興事業助成金

を活用し、人形劇を開催しました。毎年洛南身障

会館で主催され、抜群の！！集客力を誇る人形劇

講演のお力を借り、「障がいのある方の働く場」

である授産所の啓発に努めたいとの思いで開催

に至りました。 

 

当日はその目論見通り、隣接する洛陽児童館の

子供たちや、近所のご家族連れなど１００人もの

方が集まって下さいました。冒頭、「授産所って

何をしているところ？」から始まり、写真等のス

ライドで日々の活動の様子を紹介しました。近所にありながら、授産所の存在や内容等初めて知

ったという方も多く、良い啓発の機会になったと思います。 

 

 

その後はお待ちかね「らせん＆むむのこ」のユニッ

トによる人形劇を開催し、笑いあり、涙ありと大いに

盛り上がり、来場者の方に喜んでいただけたと思いま

す。 

地域との繋がりは法人の中長期計画にも取り入れ、

広報誌「あーる・じぇい」やワンコインパソコン講座

等で取り組んでいますが、今後も取り組みを続け、地

域にとって存在価値のある事業所となれる事を目標と

していきたいと思います。 

 
 

 

 

  

 

 

（京都市洛南障害者授産所：長原 一博） 

洛南エリアＴＯＰＩＣＳ② 【洛南授産所】 
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次頁に続く… 

伏見エリアＴＯＰＩＣＳ 【 伏見デイ 】 

会場入り口 

兄弟ユニット「ゆる」 

カフェコーナー 

体操コーナー 

作品展示 
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２月２０日(土)、お楽しみ会が行われました。伏見

デイでは、室内行事として年１回お楽しみ会があり、

今年で４回目の開催となりました。毎年、平日に開催

していたお楽しみ会ですが、今年はより多くの地域の

方々に参加していただき、利用者さんとの交流の場と

もなるよう土曜日に開催！ 

廊下やデイルームには、利用者さんの作品を展示し、

賑やかな会場を用意しました。 

 

今回は、アーティストライブとして大阪出身の兄弟

ユニット「ゆる」のお二人をお招きしました。お二人

によると、障がい者施設でのライブは初めてとのこと

でしたが、素敵な歌声、楽しいトークで会場は大盛り

上がり！！ 

終演後にはサイン入りＣ

Ｄを手に取り、握手や写真

撮影を行われる方もおられ

ました。 

 ライブの後は、柔道整復

師による『体操コーナー』

と、どれみふぁ荘の利用者

さんが中心となって開いた

『カフェコーナー』を実施し

ました。（どれみふぁ荘とは、今年度から開始した取り組みで、調理や掃除などの生活技能訓練を

中心に行っている場所です。）『体操コーナー』では、本部より、フィジカルケア班の奥村主任が

協力してくださり、椅子に座って行えるストレッチを実施。中には、個別に相談に来られる地域

の方もおられ、「来てよかった」と笑顔で帰られる姿も見えました。『カフェコーナー』では、飲

み物と手作りクッキーを用意し、どれみふぁ荘で調理やカフェの練習をされている利用者さんが、

初めて地域の方へお披露目する場となりました。 

利用者さん同士が助け合う姿や、「紅茶はどうですか」

と、自らお客様へ呼びかける姿も印象的でした。 

土曜日の開催は初めての試みで、当日来られる人数の把

握ができないことなどへの不安な面もありましたが、７０

名ほどの地域の方々が参加してくださり、伏見デイでの生

活や様子を知っていただけるよい機会となりました。 

 

最近では、デイでの活動中に「ゆるの曲が聞きたい」と

言われる方もいらっしゃって、音楽を聞いたり映像を見た

りして楽しまれています。 

 

今後も、利用者さんと地域の方々が触れ合えるよう、地域の方が参加したいと思われる内容を

企画し、一人ひとりの心に残るお楽しみ会を実施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：大谷 絵美） 



8 

 

 

 

つかもり荘入居者のお誕生日会 
 

 

 

去る３月初めにケアホーム「つかもり荘」で、

入居者の方のお誕生日会がありました。今回の

お誕生日会は参加者の日程調整で少し日をず

らしての開催となりましたが、たくさんの人が

集まりました。 

 

当日はお料理が上手な世話人さんが入居者

の皆さんの大好きなちらし寿司、鶏のから揚げ、

ケーキ等、腕を振るってたくさんのご馳走を作

ってくださいました。いつもは体調管理の為、

食事のバランスや食事量に気を配ってもらっ

ていますが、特別な日なので好きな物を存分に

食べてもらい、皆さんご満悦でした。 

 

 

お誕生日プレゼントは「魔女の宅急便」に出てくるキャラクターのハンドタオル。お渡しする

と、「可愛い！」と仰って喜んで頂けました。 

 

お誕生日会を通して、入居者、世話人さん、ヘルパーさん、職員の親睦も深まっているように

感じます。入居者の皆さん一人ひとりの大事な節目のお誕生日なので、これからも記憶に残る一

日にできればと思います。 

 

 

 

（生活サポートセンター「ほっと」・ケアホーム「つかもり荘」：田淵 広恵） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山科エリアＴＯＰＩＣＳ①【生活サポートセンターほっと】 
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『ラテアートワークショップ開催しました♪』 
 

 

２月２９日に、京都市北区の「ラテアートジャンキーズ」店長でバリスタ

の大西氏を講師に迎え、最近カフェでよく見かける「ラテアート」の体験講

座を開催しました。 

 

当日は、お店で使用されている本格的な珈琲マシーンを持

参され、最初にコーヒーの上にミルクでラテアートが描け

る仕組みについての説明（エスプレッソで作るクレマ※の

下に、機械でクレマととろみの近い状態に泡立てたフォー

ムミルクをピッチャーで注いで高さをかさ上げし、横から

注いでアートを描く）を行いました。 

（※クレマとは？：イタリア語でクリームという意味。エ

スプレッソの液面に浮く泡のこと。） 

 

まず、講師によるエスプレッソ抽出からフォームミルク

づくり注ぎ作業など一連の動きをデモンストレーションし、

お手本のアート「ねこ」を描き、いよいよ実践！ 

 

 

最初はどんな絵にするか決めかねて「お手本のままで

いい」など遠慮気味でされていましたが、何人か描くう

ちに「孫に写メ送りたいから、アンパンマン描きたい！」

とか「キティラーなのでキティちゃん描きたい」など思

い思いの図柄が決まり、講師の手を少し借りながら満足

のいく作品に仕上がりました。 

 

ラテアートはコーヒ

ーだけでなく、市販のス

ティックココアや抹茶

ラテを使っても描ける

のでコーヒーが苦手な

方にも楽しんで頂くこ

とができました。 

 

仕上がったラテアート作品は、しばらくみんなで撮影

会を行った後、美味しくいただきました。飲んでもしば

らくは「絵柄」が消えずに残っているので「すご～い、

これどこまで残ってるかな？」などと言いながら飲んで

いる方もいらっしゃいました。 

 

 

あっという間に予定の２時間が終わり、終始ワイワイと和やかな雰囲気のなか講座を終える

ことができました。 

好評だったこの講座、今後も継続して開催していこうと思います。 

 

（京都市山科身体障害者福祉会館：西岡 容子） 

 

山科エリアＴＯＰＩＣＳ② 【山科身障会館】 
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障害保健福祉主管課長会議について              

今回は、去る３月８日に開催された障害保健福祉主管課長会議の中で、今回の目玉である「障

害者総合支援法３年後の見直し」について、会議資料で示された主な改正点をご紹介いたします。 

 

１．障害者の望む地域生活の支援 

(1) 施設入所支援や共同生活援助を利用していた方等を対象として、定期的な巡回訪問や随時の 

  対応により、円滑な地域生活に向けた相談・助言等を行うサービスを新設する（自立生活援 

助） 

(2) 就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を行うサー 

ビスを新設する（就労定着支援） 

(3) 重度訪問介護について、医療機関への入院時も一定の支援を可能とする 

(4) 65 歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用してきた低所得の高齢障害者 

が引き続き障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用する場合に、障害者の所得 

の状況や障害の程度等の事情を勘案し、当該介護保険サービスの利用者負担を障害福祉制度 

により軽減（償還）できる仕組みを設ける 

 

２．障害児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応 

(1) 重度の障害等により外出が著しく困難な障害児に対し、居宅を訪問して発達支援を提供する 

サービスを新設する 

(2) 保育所等の障害児に発達支援を提供する保育所等訪問支援について、乳児院・児童養護施設 

の障害児に対象を拡大する 

(3) 医療的ケアを要する障害児が適切な支援を受けられるよう、自治体において保健・医療・福 

祉等の連携促進に努めるものとする 

(4) 障害児のサービスに係る提供体制の計画的な構築を推進するため、自治体において障害児福 

祉計画を策定するものとする 

 

３．サービスの質の確保・向上に向けた環境整備 

(1) 補装具費について、成長に伴い短期間で取り替える必要のある障害児の場合等に貸与の活用 

も可能とする 

(2) 都道府県がサービス事業所の事業内容等の情報を公表する制度を設けるとともに、自治体の 

事務の効率化を図るため、所要の規定を整備する 

 

 なお、これらの施行日は平成３０年４月となっています。これは、次回の報酬改定とタイミン

グが同じであるため、次回の報酬改定では改正総合支援法の新設サービスなども含めて大きな動

きが出てくると思われます。 

 

企画課の資料では、他に「生活のしづらさに関する調査（全国在宅障害児・者等実態調査）」が

５年ぶりに実施されることが示されました。この調査は、障がいのある人の施策を検討する際に

基礎となるもので、前回より精神障がいのある方や難病等で生活上の困難さを抱えている人も対

象として加えられており、今回 5年ぶりに実施するものです。 

 

【課長会議資料（全体）】 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_

shiryou/ 

【課長会議資料（企画課）】 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukush

ibu/0000115298.pdf 

 

（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） 

支援センターＮＥＷＳ 【支援センターらくなん】 
 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000115298.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000115298.pdf
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PR コーナー 【山科エリア】 
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