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
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本部事務局からのお知らせ
１

新評議員の選任

評議員の山下治雄様と水井美智子様が共に体調不良のため退任されましたので、3 月 23 日に
評議員選任・解任委員会を開催し、理事会が推薦した井上直樹様と大河内清子様が後任に就任さ
れました。
なお、井上様には、山下様に代わって「苦情解決ための第三者委員」も兼任していただきます。

２

平成 30 年度予算及び各施設事業計画等が３月 19 日理事会で承認されました。

(1)

平成 30 年度予算編成について

30 年度は、３年毎の国報酬改定があり、報酬単価や加算の大きな見直しがされました。今回
は、概ね重度障がい支援には手厚く、軽度障がい支援には厳しい改定となりました。当法人の影
響では、当初、廃止が懸念されていた食事提供加算は当面は存続が決まって安堵しましたが、就
労支援事業では目標工賃達成加算が廃止されたため、各事業とも数百万円の収入減が見込まれま
す。生活介護事業では、重度障がい者支援が多いため報酬的には微増となります。また、居宅事
業や放課後等デイサービスは、利用者の支援区分によって大きく明暗が分かれました。
一方、費用面では、職員の正職化や増員などの処遇改善を進めてきたこともあって、人件費負
担が大きく増加することや、東野センター建設借入金４.３億円、だいご学園「ふらっと」建設
借入金２億円、伏見センター及び山科センターのエアコン更新借入金８千万円の返済が始まるこ
ともあって、経常収支差額では黒字幅が半減することとなります。
今後とも、厳しい状況が見込まれるため「中期経営計画 2021」の取組を進める中で、長期
的な視点で経営基盤を強化し、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いくこと
とします。
平成 30 年度の予算案（経常収支）は、次のとおりです。
（単位 千円）
区
分
29 年度執行見込
30 年度予算
差引（増△減）
経常収入
1,431,692
1,456,684
29,992
社会福祉
経常費用
1,356,720
1,420,164
63,444
事
業
差引（増△減）
74,972
36,520
△38,452
経常収入
38,842
38,859
17
経常費用
37,153
33,377
△3,776
公益事業
差引（増△減）
1,689
5,482
3,793
経常収入
1,470,534
1,495,543
25,009
経常費用
1,393,873
1,453,541
59,668
法人合計
差引（増△減）
76,661
42,002
△34,659

(2) 就業規則等の一部改正
① 放課後等デイサービス「らいと」及び「すてーじ」の勤務時間を実態に合わせて 30 分繰
り上げました。
＜現：午前 10 時 15 分～午後 7 時 ⇒ 改正後：午前 9 時 45 分～午後 6 時 30 分＞
② 非常勤職員の勤務条件改善
ア 妊娠、出産及び育児休務において正職員と同じ有給の承認休務が取得出来るよう改善しま
した。
イ 平成30年4月1日以降、雇用契約が通算５年を超える職員から申出があった場合は、期間
の定めのない雇用契約（無期雇用契約）に転換されます。
1

これは、
「労働契約法の一部を改正する法律」が施行されたためで、法人では厚生労働省の
「パートタイム労働者就業規則の規定例」に基づいて非常勤職員就業規則を一部改正しまし
た。また、申出があった職員の定年は65歳と定めました。ただし、この職員が65歳を超え
た場合には、継続雇用の高齢者の無期転換ルールの特例認定を受けて、従来どおりの1年契
約とします。
なお、法人の非常勤職員は164名で、うち雇用契約が通算5年以上の職員は62名で、65
歳以上の職員は37名です。

(3) 地域貢献への更なる取組
当法人は、「主として施設・事業所の経営を目的としていない法人等の特例」が適用され、福
祉充実残額を保有していないことになりますが、引き続き「地域における公益的な取組」を実施
するため、従来から実施してきた各施設における地域貢献の取組や福祉有償運送の充実を図り、
併せて、東野センター内の地域交流スペースや、新設するだいご学園「分園ふらっと」を地域交
流スペースとして活用していきます。
また、京都府社会福祉法人経営者協議会で取り組まれている「わっかプロジェクト」（既存の
社会福祉制度だけでは対応が困難なケースへの対応や、地域福祉の推進、制度の狭間の課題に取
り組むため、社会福祉法人が協働して支援する取組）へ引き続き参画するとともに、今年度から
「わっかプロジェクト活動」検討会に職員 1 名を参画させて積極的に取り組んで参ります。

(4) 法人名称変更の検討について
法人は障がいのある全ての人を広く支援していますが、法人名称で誤解を招くこともあるため、
「身体」の文字を削除して「社会福祉法人 京都障害者福祉センター」に改称するための準備を
進めていきます。併せて、30 年 1 月に新設した法人ロゴマークの普及にも努めてまいります。

３

だいご学園「ふらっと」新築工事の進捗状況と開所式開催について

3 月中に建物は完成し、4 月上旬には各種完成検査を受けて 4 月 13 日竣工・引き渡し予定で
す。また、4 月 24 日（火）には開所式を行い、27 日から３日間で内覧会を行い、５月連休明け
には喫茶をオープンする予定です。
H30.03.20 建物遠景

H30.03.20 建物東面（喫茶側）

H30.03.22 建物南面側と外構工事

イラストレーターそらさん作：だいご学園「ふらっと」看板
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３月３１日付退職発令、４月１日付人事発令

(1) 退 職
ふしみ学園
本部事務局
支援センターらくなん
伏見授産所
いたはし学園
(2) 採 用
本部事務局
本部事務局
放課後等デイすてーじ
生活サポートとらい
洛南授産所
洛南授産所
伏見授産所
ふしみ学園
ふしみ学園
ふしみ学園
ふしみ学園
ふしみ学園
いたはし学園
いたはし学園
やましな学園
(3) 昇 任
洛南授産所
洛南身障会館
生活サポートほっと
本部事務局
山科デイ（ぶらんこ）
ふしみ学園
(4) 異 動
伏見エリア
放課後等デイらいと
だいご学園
洛南身障会館デイ
洛南身障会館デイ
洛南デイあすなろ
洛南デイあすなろ
伏見デイ
やましな学園
だいご学園
(5) 兼 職
洛南エリア
洛南身障会館
生活サポートとらい
伏見センター管理
(6) 兼職解除
生活サポートとらい

園 長
次 長
副所長
支援員
支援員

寺本
藤原
江村
中田
松木

真澄（60 歳定年）
義和（65 歳再雇用定年）
裕之（65 歳再雇用定年、嘱託に雇用替え）
翔 （依願退職）
亮 （依願退職）

次 長
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

真下
浦山
内田
西村
守道
平嶋
北本
濱中
近藤
中島
蒔田
萱原
杉森
長濱
太田

清 （京都市 OB より）
晴恵（嘱託より）
有美（新卒採用）
和子（嘱託より）
祥代（嘱託より）
麻由（新卒採用）
香里（嘱託より）
優希（洛南授産所嘱託より）
加菜子（新卒採用）
慎也（嘱託より）
かをり（嘱託より）
大貴（嘱託より）
雅樹（新卒採用）
琴乃（新卒採用）
文一（嘱託より）

所 長
副館長
主 任
副主任
副主任
副主任

長原
九里
田中
下井
南出
竹口

一博（副所長より）
健一（主任より）
豪 （副主任より）
修司（事務員より）
陽子（支援員より）
純子（だいご学園 支援員より）

センター長、竹内 竜也 ふしみ学園長、いたはし学園長兼職
（洛南センター長、兼洛南身障会館長、兼洛南授産所長より）
副主任 茗荷 真 （伏見デイより）
副主任 濱田 紀子（放課後等デイらいとより）
支援員 岩腰 綾 （洛南デイあすなろより）
支援員 加藤 侑 （いたはし学園より）
支援員 水田 章一（洛南身障会館より）
支援員 石井 光児（洛南授産所より）
支援員 寺田 耕平（放課後等デイらいとより）
支援員 粒﨑 美沙（ふしみ学園より）
支援員 藤井 一範（生活サポートほっとより）
センター長
館 長
所 長
責任者

酒伊
小林
北川
時任

良行
勇
貴啓
百子

本部次長、支援センターらくなん・らくとう所長兼職
洛南デイあすなろ所長兼職
放課後等デイらいと所長兼職
伏見デイ所長、伏見授産所長、ふしみ寮所長兼職

所 長 時任 百子（とらいコーディネーターとして兼務）
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伏見エリアＴＯＰＩＣＳ 【伏見デイ】
【おたのしみ会】熱いライブで寒さを吹っ飛ばせ!!
伏見障害者デイサービスセンターで、毎年開催している『おたのしみ会』で、シンガーソング
ライターの大督（だいとく）さんにお越し頂き、約 40 分のライブを行って頂きました。
大督さんは宇治市出身。2013 年に自身初とな
る単独ライブの成功をかわきりに関西を飛出し、
全国各地で音楽活動を展開されています。ここ近
年では、元 虎舞竜のメンバー、本間 敏之 さん
と共演されたり、一方では東日本大震災の被災地、
福島県を幾度も慰問されて、メディアへの出演も
数々・・そんな忙しいスケジュールの合間を調整
して頂き、今回の公演となりました。
会場となったデイスペースは、当初、予定していた来場者よりもたくさんの方々にお越し頂き、
本来、通路として設けていたスペースにも、椅子を置くことになるほどの大盛況となりました。
そして午後１時３０分、おたのしみ会開始。時任所長の挨拶の後、大督さんのライブが始まりま
した。
ライブではご自身の代表曲『あの日の香り』や、東日本大震災で被災した福島県いわき市のフ
ラ・タヒティアンダンスチーム「ハーラウ ラウラーナニ」と、いわき市立錦小学校吹奏楽部
「SUNSHINE MARINES」のコラボレーションシングル『そして笑顔で』などのオリジナル曲
を披露されました。また、デイのご利用者が知っている曲を一緒に唄う場面もあり、会場は熱気
で最高潮を迎えました。

大督です！

全ての曲を唄い終えられ、利用者代表からお礼の手紙と、花束贈呈で、みなさん楽しいひとと
きを過ごされていました。
（京都市伏見障害者デイサービスセンター：畑谷 宏幸）
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山科エリアＴＯＰＩＣＳ 【山科会館デイ】
「たこ焼き・ベビーカステラ Cooking ！！」
２月２８日（水）
、山科身障会館 生活介護では調理実習を実施しました。今回のメニューは利
用者の皆様と話し合った結果、
「たこ焼き・ベビーカステラ」を作ってみようとなりました。
まず午前中は生地の準備から始めました。たこ焼きに
は市販のたこ焼き粉に玉子や紅ショウガなどを混ぜ混
ぜ・・・ベビーカステラはホットケーキミックスを用
意し、玉子や牛乳、隠し味にハチミツなどを混ぜ混
ぜ・・・混ぜれば混ぜるだけ美味しいかも！という情
報を信じ、みなさん必死でかき混ぜてくれました。

生地の準備が整い、午後からいよいよ「焼」の行程に入ります。
たこ焼きには主役のタコはもちろん、竹輪やチーズも用意しました。
みなさんジーッと鉄板を見つめ、「今だ！」とタイミングを逃さず
クルクル器用に焼いておられました。たこ焼き、ベビーカステラと
もに美味しく食べておられる姿を見てとても安心しました。

生活介護では利用者ミーティングを２９年度から月に 1 回実施しており、そこでは行事や活動内
容など、利用者と職員一緒になって考えています。今回の調理実習も皆で考えたメニューになり
ます。こうして共に考えアイデアを出し合っていき、素敵なイベントを実施していきたいと考え
ています。
（京都市山科身体障害者福祉会館 生活介護：奥村
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友章）

洛南エリアＴＯＰＩＣＳ 【洛南授産所】
To look back（ふりかえり）
～１年を振り返る～
【印刷班に所属】
洛南障害者授産所へ異動してきて早一年がたちました。ワークライフバランスが推奨されてい
ることもありワーク３ライフ７の割合で働いてきたので、まだわからないことが多いのはたしか
です。とはいえ、福祉的なことでの悩みはございません。印刷物、ちょっとしたデザインも編集
ができないので苦労します。インデザインやフォトショプは今後手に入れなくはならないスキル
です。 あとはとてもリスキーです印刷物は！一箇所間違えて印刷してしまったときの損失の大
きさは、うんじゅう万円にのぼります。注文ボタンはまだ慣れません。
３月は駆け込み印刷やらで日々追われることになりますが、普段から軽いジョグでみんなが動
いてる感じなんで忙しさには慣れました。そんな中でも如何に定時で終わるか、
“残業の申告もお
昼には報告しましょう”という流れ、３月は難しいですが、かなり良い線をついて残業も減少に
は転じたようです。最近、運転者さんがお一人辞められて送迎業務が増えたので朝礼や終礼に出
られないこともあっていろいろと情報が制約されたと思いますが、コミュニケーションと関心さ
を忘れなければたいした問題ではないです。
【虐待研修】
2 月末にエリアで虐待防止研修を行いました。第１部の講義では、支援センターらくとうの中
村副所長より実体験を交えた我々自身の心構えや振舞い方などを示していただきました。第２部
ではセルフチェックリストを付けてみて、それを基にグループワークを行いました。まとめると
情報共有やコミュニケーションの話題は付きませんが、それを少しでも有意義なものにするため
に、それぞれの価値観を認めあうこと、受け手のことを思ったコミュニケーションを意識するこ
と、価値観の押し付けになっていないか考えること、健やかに過ごせる体調管理を行うこと、さ
さくれないこと！などが挙がってました。

【第三者評価】
そして３月６日には第三者評価の受診日でした。前の職場でも受診を経験して異動先でも受診、
3 年のうちに 2 度目なので、第三者評価慣れしてきました。生活介護から B 型ということで多少
違いがありますが一番困るのはそこの歴史を知らないことでしょう。受診の最中に記載した内容
以外にも質問が及ぶわけですが、歴史を知っているとすーっと出てくることも出てこないわけで
す。とはいえ、施設で取り組んできた頑張りを振り返るには最良の機会です、結果は５月くらい、
楽しみですねー。
【気付き・提案制度】
みなさんのところではどんな気付きが提案されているのでしょうね。当施設で実施されたもの
を紹介します。
・ガレージ内の事故が多いのでガレージを別に確保した。結果、事故は減少。
・作業場に電話がなかったので内線を取り付けた。おそらく作業効率はあがった、でも高くつい
た。
・受託班用のＰＣを設置→請求書や納品書をご利用者に作ってもらえるようになったり、簡単な
事務作業はそれで可能に。
・整理整頓に関することがたくさんあって→月一回の大掃除の日ができたり、男性ロッカーが広
くなったり、物の置場所を視覚的に分かるようにしたりなどです。
6

・法人内部で運動部を作る。→ということで 3/22 卓球大会を開催。集客？は数名でしたが、楽
し過ぎました！第二回目は 4/19（木）予定に、洛南にあなたのチョレイを轟かせてーーー

and future
今後、印刷業務も受託の軽作業も売上を維持していくことは難しいと考えてます。
印刷はほとんどがカラーになってきて外注に頼ることが多く、軽作業も業者と直接取引を行っ
ていますが単価は高くはありません、場所も手詰まりです。そんな中、第三の柱を作ろうという
ことになっています。あるご利用者からはクリーニング屋さんは？や厨房があるので子ども食堂
をしようかなど、ご利用者も交えて考えていけるのでとても楽しいです。個人的にはこの建物を
５階建てにして、地下にはシェルター、室内野菜を育てて、ご利用者も住めて、究極の地産地消
拠点を作りたいです。独居老人世帯や子どもの居る貧困世帯、福祉的な要素も視野に入れながら
取組んでいかなくてはなりません。
（京都市洛南障害者授産所：八木 証）
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施設紹介コーナー㉓ 【放課後等デイすてーじ】
開所して 2 年目を迎えます！
放課後等デイサービス「すてーじ」は、医療的ケアが必要な方も受け入れる放課後デイサービ
スとして平成２９年３月３１日に開所しました。ご家族や関係機関、ご利用者の協力があったお
かげで、無事に２年目を迎えることが出来ました。
障がいの程度に関わらず一緒に楽しい時間を過ごせるよう支援を行っています。
☆すてーじで行っている活動について、いくつかご紹介します☆
【創作】
季節を感じられる創作を行っています。ご利用者の強みや好み、成長が良く感じられるプログラ
ムの一つです。

【クッキング】
買い物、材料を切る、混ぜる、焼く等、役割を決めて行っています。色んな経験が自信にも繋が
ります。

【リクリエーション】
集団で遊べるリクリエーションを考えて行っています。車いすの方も一緒に遊べるよう環境設定
を行い、簡単なルールでなるべくみんなで楽しめるようにしています。
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【屋上遊び】
気候の良い時期はシャボン玉や鬼ごっこ、だるまさんが転んだなど身体を動かす活動をしていま
す。夏休みには、みんなが大好きなプールを出して水遊びを楽しんでいます。

【スヌーズレン】
バブルチューブの光やウォーターベットなどで思い思いの安らぎの時間を過ごしています。投影
機で手や足を動かしたり、プロジェクターの映像を楽しんだりと様々な過ごし方をしています。

【外出】
土曜日や長期休暇時には外出をしています。これまでに、びわこ博物館、科学センター、公園、
ショッピングモール、図書館などに出かけました。

その他にもフィジカルケア、大型遊具、音楽、夏祭りやハロウィン等の季節のイベントなどを
行っています。これからも充実した放課後や休日が過ごせるよう職員一同支援に努めていきます。
（放課後等デイサービス「すてーじ」：奥田 知奈津）
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支援センターニュース 【支援センターらくとう】
我が事・丸ごと

地域共生社会…

3 月 13 日に開催された「地域協働セミナー〜地域共生社会づくりについて〜」
（市社協・施設連絡
協議会主催）に参加しました。厚労省が推し進めている「我が事・丸ごと 地域共生社会」について
の講演（同社大学 永田祐先生）でしたので、情報提供としてお伝えさせて頂きます。
①地域課題が複雑化している…
・
「8050 問題」→高齢の親と 50 代くらいの子の家庭。親には介護が必要、子は引きこもっている
など障がいや虐待が疑われる。
・「ダブルケア」→子育て中だが、自分の親の介護も必要になっている。子どもは不登校になってい
るなど。
・
「セルフ・ネグレクト」→ゴミ屋敷に生活し、支援は必要ないと拒否する。
・若年性認知（高次脳機能障がい）で既存の介護サービスには合わない…等々。
②とくに…若者や中高年の稼働層の課題が顕在化
・15 歳〜34 歳のニート数は 2012 年で 63 万人。また雇用を占める非正規雇用者の割合は 25 歳
〜34 歳で 26.1％。過去最多。
・母子家庭の貧困率は OECD 諸国の中で最も高く、子どもの貧困率は先進国の中で最も高いグループ
に属している。貧困の再生産。
・15 歳〜39 歳の各年代では死因トップが「自死」
。
→日本型雇用形式で安心神話があり、この年代の支援が軽視されてきたという背景がある。
③そんな中現在の制度は…分野別・縦割り支援で限界が見えている
・各分野ともに相談を受け、支援につなぎ、課題を共有して計画的に推進する体制は整えられてきた
が、地域の課題として捉えた時に分野横断的な連携が不十分で対応しきれない事も多かった。
・高齢分野は「地域ケア会議」
、児童分野は「要保護児童対策地域協議会」、障がい分野は「地域自立
支援協議会」等、協議会バブルとなっている。話す内容は地域の課題であるが、分野を超えて課題を
共有する仕組みが今はない。
④そこで「我が事・丸ごと」というビジョン。
・我が事 → 住民の皆さんが頑張る。
・丸ごと → 丸投げではなく専門職も頑張る。
・全世代・全対象型の包括支援体制の構築。
・そこには包括的相談支援体制が必要＝ソーシャルワークの機能。
総合相談の基本ユニット…小学校区等の小地域（地域側の中核的な担い手。早期発見、早期対応、
地域住民との協働による課題解決）と地域エリア担当の専門職（住民活動の支援、地域で支える個別
支援）の連携体制が基本ユニット。
・重要なのは制度的な連携・協働の場。境界を超えた連携、そのような協働のプラットフォームを地
域で創る事が重要という考え方。
この講演で永田先生は、次のような事を話されていました。
「知り合いのケアマネが「これまで沢山の課題を埋め戻してきた」と話しをしていた。専門分野が進
み、自分の職務ではどうする事もできず、関わる事ができないケースに遭遇した時に「埋め戻す」と
いう言葉を使い、蓋をしていた。ケースが複雑化した昨今ではそのようなケースが多いのではないか。
何とかしたいと思っていてもそれに蓋をするという経験は対人援助の人にとってはとても辛い事。そ
のような事がないための仕組みとして、今回このような考え方が出来てきた。」
普段の私達のケースとしても、介護保険の父と障がい施策が必要な子というケースや、母子世帯で
児相や病院の保健師等と連携を図る事が多いものです。しかし、個々での連携となり仕組みとして制
度的な連携・協働の場というものはありません。
各圏域の自立支援協議会では災害部会等が立ち上がっていますが、災害時にはまさに地域と各分野
専門職の連携と協働が必要になってきます。
今後の自立支援協議会の在り方としてもこのような視点が必要なのではないかと考えたセミナーで
した。

（京都市東部障害者地域生活支援センター「らくとう」：大塚
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秀樹）

PR コーナー①

【山科身障会館】

会議室の音響機器、更新しました！
去る１月２３日、公益財団法人 京遊連社会福祉基金様より助成を受け、山科身障会館会議室の
音響設備を更新することができました。
山科身障会館は、平成５年の開館から 25 年が経過し、あちこちの機材・備品に不具合が出て
きており、快適な利用環境の維持のため、機器・備品の修理や更新を順次行っています。しかし、
なかなか更新の手が回らない機器・備品もあり、中でも、音響機器については数年前より利用団
体の方々から更新の要望を受けていましたが、更新には多額の費用がかかるため、更新すること
ができないでいました。
この度、京遊連社会福祉基金様より助成をいただくことができ、念願の音響機器の更新を完了
することができました。機器が更新されたことで、これまでスピーカーから出ていた不快なノイ
ズや、左右バランスの悪さ、接点不良など様々な不具合が解消され、使い勝手も大きく向上しま
した。会議においてのマイク利用や、行事・イベント・講習会での BGM 利用など、様々な用途
で気持ち良く使用することができています。実際に使ってみて、音の良さと使い勝手の良さに感
激しています。
助成していただいた音響機器は保守点検をしっかり行い、長く大切に使用していきたいと思っ
ております。京遊連社会福祉基金様、この度の助成、本当にありがとうございました。
みなみで あきら

（京都市山科身体障害者福祉会館：南出 陽 ）
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PR コーナー②

【山科身障会館】

『ヒアリングループ』
ご存知ですか？
山科身障会館のＡ会議室にはヒアリングループ(常
設型)が設置してあります。
この度、会議室の音響機器の入れ替えに伴い、ヒア
リングループ設備も使いやすくブラッシュアップしま
した。ぜひ、ご活用ください。

【ヒアリングループマーク】
ヒアリングループが設置して
あることを示すマークです。

「ヒアリングループ」ってなに？
(京都市 ヒアリングループ チラシ掲載文より)
ヒアリングループは，補聴器等を使用されている方の「聞こえ」を支
援する設備です。
補聴器を使用されている方にとって，周囲が騒がしい場所などでは人
の話す音声の聞き取りが難しい場合があります。「ヒアリングループ」
（磁気誘導ループ，磁気ループとも呼ばれます）を用いると，マイクを
通した音声を直接補聴器や人工内耳へ伝えることができますので，講演
や会議の場で，講師や発言者の声をクリアに聞くことができます。
ヒアリングループには，持ち運びが可能な「移動型」（携帯型）と，
あらかじめ床下などに埋設されている「常設型」
（設置型）があります。

ヒアリングループの音声を聞く場合は，お持ちの
補聴器等を「Ｔモード」に切り替えてご使用いた
だきます。（Ｔコイル（Ｔモード）の切り
替えスイッチ又はＴコイルを
利用できるプログラムが付
いている必要があります。）
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