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２０１７年の年頭に当たって 
 

穏やかな天候に恵まれた正月三が日、皆様に

はお健やかに新年をお迎え頂けましたでしょ

うか。 

昨年は、３月末にやっと成立した社会福祉法

の改正に基づく政省令や通知の発出が、予想し

ていたとおり年末ぎりぎりになり、定款変更を

始め諸規定の新設・改正準備に法人本部として

は極めて短時間での事務処理に追われました

が、法人本来の業務として進めなければならな

い多くの事務・事業に関して、各施設長を始め

職員の皆さんに多大のご協力を頂いたことに

心より感謝申し上げます。 

 

平成２８年は、法人にとって大切な節目の年でありました。 

まず、法人が経営する中心的な諸施設は、京都市の施設であり、京都市から指定管理者として

管理運営を受託していますが、この期限が平成２９年３月末に満了することになり、引き続き受

託するための手続が必要でした。各施設から運営等に関わるデータを提供して頂き、本部でまと

めて応募書類を作成・提出しましたが、お陰で当法人の経営能力が認められて引き続き６年間の

委託を受けることが出来ました。これは職員の皆様の施設運営に対する情熱の賜であると思って

おります。 

もうひとつは、法人としては初めての借入金を施設建設資金の一部に充てるという取り組みで

す。 

それによって、長年懸案になっていました山科エリアの第２センター新設について、その用地

取得とともに「京都東野障害者福祉センター」として建設に着手することが出来ました。そして、

引き続き「だいご学園」の拡張を進めるため隣接地の取得に着手しています。 

法人経営の柱となります、「第１期中長期経営計画」も平成２８年度末で５年間の計画が満了し

ます。これに関しても各施設からご意見を頂きながら、現在、新しい「第２期中長期経営計画」

の策定に取り組んでいるところです。３月中に策定しておく必要がありますので、先ずは法人の

中長期ビジョンを策定し、それに沿って「だいご学園」の拡張、「いたはし学園」の移転、「伏見

センター」の分室の確保、「山科センター」及び「伏見センター」の設備改善等も盛り込んでおく

必要があると考えています。 

また、今回の社会福祉法人改革の目的は「組織ガバナンス」の強化にあると考えていますが、

平成２９年４月から、この目的に合わせた新しい法人定款が発効します。そしてその日までに、

評議員、理事・監事の役割に合わせて、それぞれを選任し、構成を確定する必要があります。 

更に、新年度当初には「京都東野障害者福祉センター」を開設することになり、そのための施

設長や職員の配置が必要となりますし、 今後ともご利用者の増大が見込まれますので、なお各施

設定員の増大や施設の増設を必要とすることでしょう。そのための人材の確保と育成は、法人と

して大切な役割であると考えます。 

今年も職員の皆様には、いろいろな場面でのご活躍を期待いたしております。  

（理事長：安田 行雄） 

 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 
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地域貢献の取り組みについて 
 

明けましておめでとうございます。 

 

 洛南授産所では中長期経営計画の一環である「地域貢献

の取り組み」として「あーる・じぇい」の発行や「ワンコ

インパソコン講座」を実施しております。 

昨年の１２月。寒さがひとしお身に染みる時期に、京都

市南区吉祥院より元気お届け便「あーる・じぇい」第１５

号を発刊いたしました。 

「あーる・じぇい」では施設近隣の地域のイベントや、

会社、飲食店などの紹介といった、地域に密着した取材を

行い、ご近所さんの知られざる魅力を届けています。取材

先の方々にも地域交流のきっかけとして好意的に受け入

れていただいており、地域の取り組みや商品の紹介などを

掲載すると共に、読者プレゼントやクーポン券を提供して

頂くことで読者の方からの反響も増えてきています。取材

先の確保や交渉など苦労することも多いのですが、発刊を

楽しみにされている方も多く、「次はいつですか？」と施

設に来られる方もいらっしゃるので、これからも発刊を続

けることで地域の皆さまに喜んで頂ければと思っており

ます。 

 

また、11 月２４日、２５日には京都新聞を通じて地

域の方に「ワンコインパソコン講座」の開講を PR しま

した。今回の講座のテーマは「Word で作る年賀状」。時

節に合わせたテーマが人気を呼び、予約もあっという間

に埋まることとなった今回講座も、従来同様大好評をい

ただいています。講義終了後にアンケートを取った結果、

両日合わせて受講された１６人の方全員が今回講座を

「良かった」と評価いただき、うち１５名の方は「次回

もまた受講したい」とお答えいただきました。（中には

欄外に「絶対来たい」と書き残してくださった方もいら

っしゃいました。）ワンコインパソコン講座では毎回２

名の利用者さんが講師役となり、講座に使うテキストも利用者さんが作成しています。このよう

な地域貢献の場を利用者さん自身も楽しみ、また、やりがいをもって取り組まれています。 

 

今年もこれらの活動を通し、地域と積極的に関わりを持ちながら、開かれた施設となれるよう

励んでいきたいと思います。 

 

今年もよろしくお願いします。洛南授産所でした。 

 

 

 （京都市洛南障害者授産所：石井 光児） 

 

 

 

 

 

 

洛南エリアＴＯＰＩＣＳ 【洛南授産所】 
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“クリスマス会”をしました！！ 

 

 

12 月 19 日～24 日の期間にクリスマス会を行い

ました。 

 

昨年は伏見センター内の大きな会場で大人数でし

たが、１日だけの開催だったので参加して頂けなかっ

た方も多く、今回は利用者の方を中心に職員も含めて

一体感のある会にしたいと思い、曜日ごとにいつもの

活動室でいつもの利用者の方と職員でクリスマス会

をしました。 

 

 

 

今回は職員が出し物をできればと思いギターとピア

ノを中心に、打楽器やリードボーカルも加えてクリスマ

スソングを演奏する事にしました。ギターもピアノも演

奏経験者でしたが、久しぶりに鍵盤や弦に触るので、演

奏していた頃の感覚を忘れ去っていました…。そこで業

務の合間を縫っては、自主練習をして音楽合わせを行い、

日々練習に励みました。 

 

本番では、「あわてんぼうのサンタクロース」「赤鼻の

トナカイ」「サンタが街にやってくる」「ジングルベル」

の 4 曲を演奏に合わせてみんなで合唱しました。そし

てクリスマスプレゼントとしてケーキを用意し、クリスマス会の最後にサンタクロースからのプ

レゼントを利用者の方々にお渡ししました。 

 

今回のクリスマス会を通して、大きな前進もありまし

た！いつもは別部屋で活動をしている利用者の方にも、本

番ではみんなと一緒に参加してほしいとの思いがありま

した。そこで、本番の１週間前に職員間であの手この手を

考え、クリスマス会の練習の時間に一緒に参加してもらお

うとしましたが、本番まで一緒にはできませんでした。し

かし、いざ本番では会場となる部屋の椅子に座って頂く事

ができ、みんなと一緒に歌を歌って最後まで楽しんでクリ

スマス会に参加していただく事ができました！ 

 

 

また、いつもの環境で普段と違う事をすると皆さん新鮮で楽しそうな笑顔を見せて頂けました。

立派な演奏はできませんでしたが、皆さんの元気な笑顔と歌声で最高のクリスマス会になりまし

た！ 

 

 

 

（放課後等デイサービス『らいと』：小山 竜） 
 

 

伏見エリアＴＯＰＩＣＳ 【放課後等デイらいと】 
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『福祉有償運送３０００件目到達！』 
 

 去る 12 月 1 日（木）、福祉有償運送（京都ラクシヨ

ーネ）の総運行回数が３０００件に達しました。27 年

4 月 1 日の運行開始以来、徐々に運行回数が増え、28

年度は 12 月現在で月平均１５０件となり、10 月の利

用件数は２００件を超えました。会館業務も兼ねなが

らの運行に当たるスタッフはもちろん、そうでない職

員も奮闘する毎日ですが、たくさんの方に利用して頂

き、ありがたく思っています。  

                   

１０００件、２０００件目の時と同様に、今回も３０ 

００件目に利用して頂いた方に、記念として、利用時 

に使って頂ける無料乗車券をお渡し致しました。受け 

取られたのは、当会館生活介護の利用者さんで大変喜 

ばれ、満面の笑みを見せられていました。 

 

 その笑顔にふれ、心豊かになった私たちは、これか

らも安心かつ安全で充実した福祉有償運送の運行体制

に務め、スタッフ一同、利用者様の移動ニーズに応え

ていきたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（京都市山科身体障害者福祉会館：南 勝之） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山科エリアＴＯＰＩＣＳ 【山科身障会館①】 
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『Ｘｍａｓジャズコンサート 2016 開催!!』 
                         

去る１２月２３日（金・祝）、山科身障会館で

は昨年に続いてＸｍａｓジャズコンサートを

開催しました！今年も演奏は「アドニス・ジ

ャズ・オーケストラ」の皆さん。総勢１７名

のメンバーで迫力ある、優雅な演奏を奏でて

いただきました。当日は時折雨の降るあいに

くの天気となりましたが、山科合同福祉セン

ター各施設の利用者さんを含む地域の方々が

開場前から続々と集まって来られ、演奏開始

時には会場はお客さんでギッシリの状態にな

っていました。 

 会場の来場者数を数えてみると、なんと約１００名！ 

（一旦９７名でカウントを取ったのですが、もしかするとその後に入場された方もあるかしれま

せん…）。たくさんの方々にご来場いただき、コンサート鑑賞を楽しまれている姿を見て、皆様が

このコンサートを本当に楽しみにされていたのだということを強く実感することができました。 

 演奏していただきましたアドニス・ジャズ・オーケストラの皆様、本当にありがとうございま

した。この場を借りて厚く御礼申し上げます。そして来年も演奏していただけることを熱く期待

しております！ 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ガラ～ンとした 
 この会場が… 
 

リハーサルを経て… 

 

 

 

 

         こ～んなにギッシリ！ 

 

（京都市山科身体障害者福祉会館：南出
みなみで

 陽
あきら

） 

山科エリアＴＯＰＩＣＳ 【山科身障会館②】 

【総勢１７名の壮観な演奏風景】 

【ソロパートも決まってます！】 
【ホーンセクションもスタンドアップ！】 
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生活サポートセンター『らいと』紹介 
 

生活サポートセンター「らいと」は平成 17 年 8 月 1 日に開設された、居宅介護等事業所で、

ご自宅にヘルパーが訪問し、支援を行っています。現在、男性 47 名、女性 33 名の計 80 名の

ご利用者が登録されており、1 日の支援は平均 22 件ほどあります。 

障がいのある人たちが住み慣れた地域で暮らし続けられるのを支えるための支援なので、1 年

365 日対応しています。支援は主に朝夕に集中するのでヘルパー派遣の調整が大変になります。

また支援が早い時は朝の 7 時台から、遅い時は 21 時近くにまでなるので勤務時間が不規則な職

場です。 

 

具体的には、次のような生活上の支援をしています。 

 

◇身体介護  ：食事・排せつ・衣類着脱・入浴の介助などを行います。 

◇家事援助  ：ご自宅に訪問し、料理・洗濯・掃除・整理整頓・買い物等を行います。 

◇重度訪問介護：重度の肢体不自由者で常時介助が必要な方に、入浴・排せつ・食事の介助や

外出等の支援を行います。 

◇同行援護  ：視覚障がいのある方に外出時や外出先において必要な代筆や代読などの視覚

的情報の支援や外出中の介助等の支援を行います。 

◇行動援護  ：主には行動障がいのある方たちの外出の支援です。不安を感じたり不適切な

行動を起こしたりすることなく安心して外出できるように、それぞれの障が

い特性に気を配った支援を行います。 

◇移動支援  ：一人での外出が困難な方に対し、外出時の支援を行います。 

 

また、より良い支援の提供とヘルパーのスキルアップを目指し、ヘルパー研修を実施していま

す。今年度は 12 月 15 日(木)に“メディケア・リハビリ訪問看護ステーション京都”と“京都市

伏見障害者デイサービスセンター”共催で実施された「第 4 回メディケア・リハビリ地域講座」

に参加させて頂きました。当日は「失語症の種類や症状について」と、「薬の在宅管理」について、

薬剤師が家庭訪問をして問題点を洗い出し、改善・解決した方策等を写真も交えてお話して頂き

ました。3 月には第 2 回ヘルパー研修として普通救命講習を行う予定です。 

 

 

   

 

 

        （生活サポートセンター『らいと』：尾高 駿平） 

 

 
 

 

 

施設紹介コーナー⑩ 【生活サポートセンター『らいと』】 
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医療的ケアが必要な児童への支援について 
 

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。 

 

医療的ケア児の通園や通学の問題については、昨年１２月 NHK のニュースでも取り上げられ

たりして、最近やっと大きな課題として認識されつつあります。 

そして近年、新生児医療の発達により、医療的ケアが必要な子どもが急増している状況です。

これに伴い、特別支援学校でも医療的ケア児が増加しています。 

 

 

ただ地域の保育園や小学校、中学校での受け入れはとてもハードルが高い状況です。なぜなら

医療的ケアに対応できるスタッフ（主に看護師）が充分に配置できないからです。 

（次頁に続く…） 

 

支援センターニュース① 【支援センターらくとう】 
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障がい福祉サービスにしても、未就学児を対象とした児童発達支援事業所でも、受け入れ施設

は限定的で、結果として、本来の通園エリアを飛び越えて、遠くまで通園している方も多くいま

す。そうなると…送り迎えの保護者の負担が大になり、保護者に何かあった時（例えば母の妊娠・

出産など）、たちまち通園さえできないような状況になってしまう…そんな相談が支援センターに

何件もよせられます。また、保護者の代わりとなる障害福祉サービス（例えば、ヘルパーさん）

も特に未就学児に関しては、支給決定に多くのハードルがあり、また支給決定がおりたとしても、 

対応できる事業所の少なさも課題です。 

保護者の介護負担については厚労省の調査でも、約８割の保護者が負担感があると回答してお

り、主な介護者の睡眠時間の取り方では、約２６％の方が断続的にしか睡眠が取れていないと回

答しています。 

 

このような現状ではありますが、少しずつ状況も変わってきています。（当法人の放課後デイ『す

てーじ』も、このような現状を少しでも打開すべく、医療的ケア児を受け入れる市内でも数少な

い放課後等デイサービス事業所として４月に立ち上がります！） 

昨年１２月に厚生労働省において、「平成２８年度医療的ケア児の地域支援体制構築に係る担当

者合同会議について」が開催されました。議事録はまだホームページにアップされていませんが、

その場において、医療的ケア児であってもしっかり地域の保育園・学校で受け入れていく方向性

が確認されたと聞いております。 

 

今年、少しずつではあると思いますが制度・施策面で前進があることを期待しつつ、私たち相

談支援の場でも、今現に困っている医療的ケア児やその家族が少しでも安心して地域で過ごせる

ように、あれやこれや考えながら頑張っていきたいと思います。 

 

（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） 
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洛南エリアの悲願！JR 西大路駅にエレベーターが設置されます！ 
  

これまで（現状も）洛南身障会館の最寄り駅である JR 西大路駅にはエレベーターがなく、ホ

ームへの移動は階段のみでした。駅員さんにお願いをすれば階段昇降の介助はして頂けますが、

多くの車いすユーザーの方には、西大路駅は利用が難しい駅となっていました。 

 遡ること 20 数年前には、洛南身体障害者福祉会館生活介護事業の「あすなろ」グループ（現：

洛南身体障害者デイサービスセンター「あすなろ」）の電動車いすユーザーの利用者さん数名と職

員で、西大路駅に直接エレベーター設置の嘆願に行かれたと聞いています。その際は「工事は構

造上難しい」という返答でしたが、それから時は流れ昨年 9 月、京都市では平成 32 年度を目標

とする、JR 西大路駅のエレベーター設置を含むバリアフリー化重点整備構想の策定準備が始まり

ました。 

 現在、京都市の意見募集（パブリックコメント）が始まっています。詳細は下記やインターネ

ットでご照会ください。パンフレットは支援センター「らくなん」と洛南身障会館にあります。

閲覧希望の方は、お気軽にお声かけください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（京都市中部障害者地域生活支援センター「らくなん」：安江 朋香） 

支援センターニュース② 【支援センターらくなん】 


