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理事会からのお知らせ（８月１７日開催） 
 

１ 平成２９年度第２次補正予算が承認されました。 
平成２９年度当初予算で計上されていなかった、収入では主に寄付金(５施設)、伏見・山科セ

ンターのエアコン改修工事借入金(本部)等で８７百万円を補正し、支出では送迎車購入費５台

分(５施設)、洛南会館及び洛南授産所照明の LED 照明工事費、東野センター開設準備品費、伏

見・山科センターのエアコン改修工事費等で 112 百万円を補正しました。 

 

２ 業務用ソフトの変更と新規導入を実施します。 

（１）支援記録ソフトの変更について 
   現在使用している ND ソフトウェア(株)の支援記録ソフト「LOOKⅢ」が、平成 29 年度

末でサポートが終了するため、次期支援記録ソフトの導入検討を進めてきましたが、使い勝

手の良さとサーバーを用いないクラウド型で、長期的には費用が安価となる富士システムサ

ービス㈱の支援記録ソフト「クレヨン」を導入することにしました。 

   「クレヨン」は iPad を用いていつでもどこでも迅速に記録入力でき、支援状況等をリアル

タイムに確認できるため、情報共有がはかどりますので支援の質向上が可能となります。 

今後、各事業種別にヒアリングを実施して、入力項目や帳票等について法人仕様にカスタ

マイズを行い、年明けから試用して平成３０年４月からは本格使用します。 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）財務会計ソフトの変更について  
   現在使用している ND ソフトウェア㈱の財務会計ソフト「ほのぼの」は、平成２９年度末

には５年間のライセンス更新とサーバーの更新に多額の費用負担が発生すること、また処理

速度が遅く機能も万全でないため、クラウド型で処理スピードも速く使い勝手も良い応研㈱

の「福祉大臣」を導入することにしました。ただ今、平成３０年４月からの稼働に向けて準備

作業を進めています。 
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（３）人事管理ソフトの新規導入について 
   法人の職員が、パート・登

録ヘルパーを加えると３００

名に達する規模になって紙ベ

ースでの管理が難しくなって

おり、電子データ化による効

率的な管理を行うため、現在

使用している応研㈱の給与計算ソフト「給与大臣」との連携が可能で、利便性の向上が期待

できる同社の人事管理ソフト「人事大臣」を導入します。 

 

３ 新人事評価制度の導入と運用支援の業務委託について 
  現行の人事評価制度は、平成２６年

９月に制定して運用してきましたが、

運用面でのチェック体制改善や評価

スキル向上が必要なため、この度、

「評価者の育成」を柱の一つにして、

全国で 1,000 社以上の人事評価運

用の支援実績がある『㈱あしたのチ

ーム』に業務委託し、平成 29 年 10

月から先ず管理職員間で新しい人事

評価制度を試行し、評価及び運用スキルの向上を目指すこととしました。その後、平成３０年

４月からは、主任・副主任まで拡大し、管理職員が評価者となり人事評価の習熟に努めます。

また、評価制度の理解と運用が進む平成３０年１０月からは、法人の自主運用により一般職員

まで拡大実施する予定です。 

 

４ 伏見センター及び山科センターのエアコン改修工事の進捗状況について 
  山科センターについては、８月６日

に予定どおり工事完了しました。 

  伏見センターについては、ガス式か

ら電気式に切り替えることから、電気

容量の増加に伴い変圧器を交換して

から順次ガス式を撤去するために時

間を要していますが、10 月中頃には

完了する予定です。皆さんには工事中

大変ご迷惑をお掛けしていますが、今しばらくご辛抱願います。 
 

５ 平成２９年度の処遇改善一時金支給を増額します。 
  平成２９年４月から、より加算の高い新区分『(新)加算Ⅰ』が新設され、月額平均１万円相当

の増額となったので、法人では新区分による加算申請を行っています。これにより、年２回支給

している一時金を、本年度は、1 人当たり１０万円／回を１４万円／回に増額します。また、登

録ヘルパーと世話人については、国が特に手厚い加算を行っていることを考慮し、フルタイム換

算で 10 万円／回を１８万円／回に増額して支給します。 
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第 17 回ふれあいまつりを開催しました！ 
 

８月２６日（土）伏見社会福祉総合センター 第１７回ふれあいまつりを開催しました。 

心配しておりました天候も早朝に少し雨が降った程度で、まつりの開催時は影響がなく、多く

の方々にご来場いただき成功裏に終えることができました。 

今回は本部より「地域振興事業」の助成金で地域の障がい者、高齢者と地域住民の交流を目的

として、なつかしい縁日コーナーを設けて楽しんで頂き、最後まで順番待ちの行列が途切れるこ

となく大盛況でした。 

ステージも京都市消防音楽隊の演奏から始まり、合わせて色々なサークル・団体の７ステージ

で盛り上がり、最後は抽選会で締めくくることが出来ました。 

また、今回はじめての試みとして地域の飲食店（焼き鳥店）にご協力いただき、早々に完売と

なりました。 

当日ご来場いただきました皆様、またご協力いただきました皆様、心よりお礼を申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （京都市伏見障害者授産所：安藤 武） 
  

伏見エリアＴＯＰＩＣＳ① 【伏見授産所】 
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ふれあいまつりで「ひだまり」のイベントを開催しました！ 
 

 「ひだまり」は地域の人が誰でも気軽に利用できる休憩所・交流スペースです。約 4 年前に京

都市ふしみ学園の分室として開設しました。地域での認知度も少しずつ高まり、利用していただ

く方も年々増えてきました。しかし、もっと多くの人に知ってもらいたいと思い、今年のふれあ

いまつりで法人の地域振興事業として「ひだまり」のイベントを開催しました。 

 

何人の方が来てくれるかな～…って正直ドキドキ

でしたが、お子さんから年配の方まで思っていた以

上にたくさんの方が来てくださいました。 

今回のイベントでは、分室で活動されている利用

者さんの作品展示、地域のニーズ調査のためのアン

ケートを行いました。作品展示では、お祭りにむけ

みんなで作った豪華なお御輿や陶芸作品、S さん作

品集も展示しました。日頃の

活動の成果を披露できてよ

かったです。とっても好評で

した(^○^)。 

アンケートにもみなさん

快くご協力下さいました。来

場された方には、ひだまりで

使えるドリンク引換券や、子

供たちには風船や綿菓子を

プレゼント！どれも大大大

好評でした＼(^o^)／☆☆。

たくさんの笑顔を見ること

ができよかったです！ 

 

これからも「ひだまり」は地域の中の身近な休憩、活動スペースとして、地域住民の方たちと

の交流を大切にしていきたいと思います。アンケートは今後の活動の参考にさせていただきます。

お暑い中、お越しいただいたみなさま本当にありがとうございました。またいつでもお立ち寄り

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（京都市ふしみ学園：蒔田 かをり） 
 

 

 

  

伏見エリアＴＯＰＩＣＳ② 【ふしみ学園】 
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毎月第３土曜日は『調理の日』です！ 
 
 洛南会館の生活介護事業と就労継続 B型事業では、第３土曜日を「調理の日」と決めて、昼食

づくりを行っています。 

 8 月 19 日は生活介護事業のメンバーさんが担当の月。2週間前には希望者を募り、事前に打

ち合わせをしてメニュー（今回はビビンバ丼・たまごとわかめの中

華スープ・会館で収穫したきゅうりのたたき・オレンジゼリー）を

決め、調理工程を考え、ご利用者と職員分、合わせて 30 名分の分

量を計算して頂きました。 

 当日はそれぞれの役割ごとに作業を進めます。野菜を切る班では、

手指に障がいのある方はユニバーサルデザインの包丁を使われて、

みなさん慣れた手つきで野菜を切り進めていらっしゃいました。 

 

  

1 時間 30 分ほどで、全てのメニューが完成しました。皆さん「おいしい！」と好評で、いつ

もは少食の方も残さず召し上がられました。 

「調理の日」を昨年度から定期的に続けていることもあり、段取りや分量の検討、買い出し、

当日の動きも回を重ねるごとにスムーズになってきています。 

 

これからも皆さんの日常生活に取り入れられるような生活訓練も兼ねて、楽しくおいしく調理

をしていけたらなと考えています。 

 

（京都市洛南身体障害者福祉会館 生活介護事業・就労継続支援 B 型事業：安江 朋香） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洛南エリアＴＯＰＩＣＳ 【洛南会館：生活介護】 
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【5000件目のご利用者様とご家族】 

 

 

 

 

福祉有償運送フル回転、5000 件達成！ 
  

福祉有償運送京都ラクシヨーネでは、去る 7 月 29 日（土）に延べ運行回数 5000 件を達成い

たしました。5000 件目のご利用者様に対して、1 回無料乗車券をお渡ししてご利用いただくと

ともに、記念写真の撮影をさせていただきました。 

 

事業開始から 2 年 4 ヶ月での 5000 件運行は、計算してみると、1 ヶ月あたり平均で約 17

８.5 件の運行をしていることになります。ですが、この数字は事業開始当初の１ヶ月２０件程度

しか利用のなかった時期も含まれているため、現在

の利用状況とは大きく異なります。現在は 1ヶ月に

30０件以上、1 日当たりにすると 10 件以上、多い

日には 20 件もの運行数があり、限られた職員・ス

タッフ数、限られた車両台数で何とかやりくりして

いる状況となっています。 

 事業開始から 2年が経過した現在でも利用数がこ

れだけ増えてきているのは、裏を返してみると、地

域の中に移動に対するニーズがそれだけ存在してい

たということ。そして、未だに移動ニーズの満たさ

れない方がたくさんいらっしゃるということなのだ

と思います。 

 

 一方で、福祉有償運送を運営していく上では、

新規送迎スタッフの確保や会館事業運営との

バランスのとり方、休館日・祝日等の出勤職

員・スタッフの確保など、多くの課題が存在し

ているのが現状です。 

 

 

 そのような中ではありますが、地域の中にある移動ニーズに少しでも応えられるよう、また、「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支援する」

という法人理念の実現に向けて、職員・スタッフ一丸となって頑張っています！ 

 

（京都市山科身体障害者福祉会館：南出 陽） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山科エリアＴＯＰＩＣＳ 【山科授産所】 
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☆新製品☆ オリジナル羊毛フェルトブローチ 
 

山科障害者授産所では下請け作業、印刷業務、自主製品の制作が主な作業内容です。 

 

自主製品の部門では日々新商品の

開発を進めています。どのような商品

を作ればお客様に喜んでいただける

のか、どのような商品が作れるのか、

試行錯誤を繰り返しています。 

 

 

写真はみんなのイラストを元に羊毛フェルトで布

地にキャラクターを描き、ブローチに仕上げたもので

す。 

 

布地にニードルで羊毛をチクチクさして形を作って

いくのはとても根気のいる作業ですが、かわいらしく

仕上がり、販売でのお客様の反応が楽しみです。 

 

これからもひきつづきお客様に喜んでいただける商

品を作っていきたいと思います。 

 

 

 

 （京都市山科障害者授産所：林 安積） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設紹介コーナー⑯ 【山科授産所】 
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課題への取り組み 
 

 厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームは、平成 30 年度の報酬改定に向けて議

論を進めています。この報酬改定は 3 年に一度行われているもので、介護保険制度と同時期に行

われます。前回の報酬改定は平成 27 年度で、障害福祉サービスの改定率は±０％でした。ちな

みに介護保険は▲2.27％のマイナス改定となり、様々な混乱が起きた年でもありました。 

 報酬改定の議論の過程には、関係団体 47 団体へのヒアリングが盛り込まれ、6 月から開始さ

れています。この検討チームでは各サービスの報酬の在り方について議論され、考え方を整理し

取りまとめ、来年 2 月頃までに報酬改定（案）を決定する事になります。 

（※報酬改定検討チームの資料は、厚労省 HP→政策について→審議会・研究会等→障害保健福祉

部が実施する検討会等→障害福祉サービス等報酬改定検討チーム…と辿って下さい。） 

 

 7 月 31 日に開催されました第 6 回、ヒアリング資料と出されていた熊本県の資料には、次の

意見が述べられています。 

「医療的ケア児の通学。保護者が週 1 回以上登下校や学校生活に付きそうという状況がある。教

育で必要な体制を取るべきであるという前提のもと、それまでの間、訪問介護サービスで対応で

きるように要望する。」 

 また同じ第６回に提出された「難病の子ども支援全国ネットワーク」からの意見も同様に、通

学保障されていない現状を指摘し、重度訪問や移動支援の柔軟な利用や、ヘルパー自身が運転す

る事による通学支援を要望しています。 

 他にも、通学保障に限らず様々な課題があり様々な視点での要望が出ていますが、同じような

課題は京都市でも生じています。 

  

 これまで京都市自立支援協議会では、地域（圏域）協議会から上げられた課題（広域課題）に

対して、部会等を作り解決に向けての取り組みを実施してきました。しかしまだまだ解決に至ら

ない課題が山積している状況です。 

 この状況に対して、京都市と委託相談支援事業所で開催されている障害者地域生活支援センタ

ー連絡会議の中で、支援センター共同による「広域課題解決のためのワーキンググループ」が提

案され、実施される事になりました。 

 課題については、上述した医療的ケアの送迎支援の問題、パーソナリティ障害等、支援者が難

しく感じてしまう困難ケースについての対応、ヘルパーの人材不足の問題、親なき後の居住の問

題、災害時の対応等々です。 

 これらの課題に対して複数の支援センターで

グループを作り、「解決策の具体的アイデア」、

「アイデアの実現に向けて具体的アプローチ」

を検討していきます。 

 10 年前と比較して制度は整備され、地域生活

支援としては格段に進んできていますが、まだ

まだ様々な課題があることを痛感させられます。 

 

 この「ワーキンググループ」、これまでにない

取り組みですが、ネットワークを形成して課題

解決に取り組む事は支援センター機能の一部分

であり、本領が試される部分でもあります。た

だより良いものにするには他の方のお知恵も必

要になりますので、課題解決に向けてご協力をお願い致します！ 

 

（京都市東部障害者地域生活支援センター「らくとう」：大塚秀樹） 

 

支援センターＮＥＷＳ 【支援センターらくとう】 

<市村監事提供写真：亀岡＞ 

 



9 

 

 

 

 
 

 

 

 

          当法人の監事であり、法人ニュースに写真の提供を  

いただいている市村理一氏の第 25 回 グループ写惑 

写真展｢山野逍遥｣がギャラリー古都(三条サクラヤビル） 

で 9 月 7 日(木) ～ 12 日(火)まで開催されます。 

       市村氏は、写真展開催中の 9 日(土) 13 時から 18 時、 

10 日(日) 11 時から 18 時まで会場に臨席されています。 
 

ＰＲコーナー 【本部より】 


