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
だいご学園【ふらっと】が完成し、開所式を行いました。
だいご学園【ふらっと】新築工事は10月16日に（株）
高塚工務店と工事契約し、11月16日に地元自治会長の南
崎様にもご出席いただいて地鎮祭を執り行い、翌週の20
日から地盤改良工事や基礎工事に着手しました。工事は順
調に進捗して4月13日には竣工し、京都府補助金を得て京
都府産木材を使用した和風の木造二階建て、延べ床面積
392㎡（1階239㎡、2階153㎡）のだいご学園【ふらっ
と】が完成しました。
【ふらっと】では、木の暖かみを活かして地元の皆さん
が憩える場づくりを目指して、５月７日にはパン製造、店
舗直売や喫茶を営業する予定です。
オープンに先立って、4 月 24 日（火）に開所式を行い、理事長安田行雄の挨拶の後、地元の
村井信夫様（京都市社会福祉協議会会長）、三宅英和様（伏見区役所醍醐担当区長）、大西則嘉様
（保健福祉局障害保健福祉推進室社会参加促進課長）、加地宝治様（京都市立東総合支援学校校長）
からご祝辞をいただき、工事関係者に感謝状を贈呈し、
利用者代表４名と寺地園長からお礼と抱負を述べて、
最後にだいご学園にご縁のあるヴァイオリニスト・石
上真由子様に記念演奏をしていただきました。
また、27 日から３日間、内覧会を開催して地元の
皆さんを始め、大勢の方々に来ていただき、焼きたて
パン販売や学園紹介等で皆さんに楽しんでいただきま
した。
【ふらっと】は 5 月７日オープン予定で喫茶の開業
準備を進め、皆様のご期待に沿えるように頑張って取
り組んで参ります。

新人事評価制度の試行を、主任・副主任に拡大実施します。
従来の人事評価制度は、平成 26 年９月に制定して運用
してきましたが、運用面での体制づくりや評価スキル向上
が必要になったため、昨年９月から全国で 1,000 社以上
の人事評価運用支援の実績がある『㈱あしたのチーム』に
業務委託して、先ず管理職員間で新しい人事評価制度を試
行し、評価方法及び運用スキルの向上を目指してきました。
その結果を踏まえ、平成３０年４月からは主任・副主任
に拡大試行することとして、4 月 4 日に説明会を開催し、
９月までの間、3 ヶ月毎に評価試行を２回行います。その
結果を総括して、今後の人事評価の在り方や取組方法の改
善等を検討して、人材育成に繋げて参ります。
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洛南エリアＴＯＰＩＣＳ 【洛南会館】
地域に開かれた施設を目指して
昨年度、洛南身体障害者福祉会館では、地域における公益的
な取り組みとして、
「健康麻雀教室」
「大人のための頭塾」
「マッ
ト運動＆室内スポーツ」を開催しました。
「健康麻雀教室」は平成 29 年度、計 16 回開催、近隣の南
区老人福祉センターのご利用者や、地域にお住いの方、特に女
性を含む初心者の方にも多数ご参加頂き、楽しい時間を過ごし
て頂いています。また会館のご利用者の参加者もあり、地域の
方との交流の場にもなっています。
「大人のための頭塾」
「マット運動＆室内スポーツ」は、南区
社会福祉協議会が取り組まれている「地域の方の居場所づくり活動」に賛同し、当会館が持つハ
ード面、ソフト面を活用できないか協議する中で、南区地域介護予防推進センターと連携し、開
講に至りました。
「マット運動＆室内スポーツ」
では、マット運動を南区地域介護
予防推進センター指導員さんの
指導により参加者にストレッチ
をしていただいて、その後、体が
ほぐれたところで当会館のスポ
ーツ講師の指導の下、
「ボッチャ」
「卓球バレー」など障害者スポー
ツとして考案されたスポーツ種目で汗を流されています。毎回活
気にあふれ、楽しみながら障がい者スポーツへの理解を深めて頂
いています。
今年度も、これらの事業の継続に加え、昨年以上に地域の皆様
に参加して頂ける催しを企画し、地域の福祉施設としての使命を
果たしていきたいと思っています。

（京都市洛南身体障害者福祉会館：西村 文孝）
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伏見エリアＴＯＰＩＣＳ 【伏見デイ】
ようこそ！

伏見デイへ！！

伏見授産所へ！！

平成３０年４月２日、伏見障害者デイサービスセンター及び、伏見障害者授産所合同の入所式
を行ないました。
今年度は、呉竹総合支援学校を 3 月に卒業され新社
会人となられた 3 名を咲き誇る桜とともにお迎えする
ことができました。伏見デイ 1 名、伏見授産 2 名の新
しい仲間を迎えて一層活気あふれた平成 30 年度のス
タートとなりました。
大勢の先輩や職員が拍手で迎える会場へ、少し緊張
しながらも笑みがあふれた 3 名の新社会人の皆さんと
ご家族の方が入場され、入所式は始まりました。
ご家族もあたたかく見守られている中、施設長の挨
拶に続いてデイと授産の先輩利用者の方から、お祝い
の挨拶がありました。数年前にご利用開始された方は
当時を振り返り、
「利用した初めはすごい緊張していたけど、気がつけば楽しい時間に変わってい
った。」と経験してきたことも話されており、入所式は新社会人を迎える喜びだけではなく、ご利
用者が日々成長されていることも改めて感じることができ、感慨深い式となりました。
最後に記念撮影をして終了しました。
これからも多くの方と出会い、様々な経験、体験を
通して成長していかれる姿を見守っていきたいと思っ
ております。そして私たち職員もサービスの質の向上
にむけて日々研鑽し、皆さまに喜んでいただける施設
を目指してまいります。

（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 【やましな学園】
『毘沙門市－最澄さん－』出店販売に参加しました！
4 月６日（金）
、７日（土）の 2 日間『毘沙門市－最澄さん－』が開催されました。やましな学
園からはヘアゴム、クリアファイルなどの自主製品と焼き芋を出店販売いたしました。
『毘沙門市－最澄さん－』は、「山科きずな支援事業補
助対象事業」として毘沙門市―最澄さんー実行委員会が主
催し、毘沙門堂門跡の協力のもと「山科」の観光及び福祉
事業として開催している手作り市・パフォーマンスの催し
です。春の桜と秋の紅葉のシーズンには、たくさんの観光
客が毘沙門堂を訪れ、賑わっています。その観光客の方々
に京都の「山科」と「毘沙門堂」を知ってもらい、山科区
内福祉施設の活動紹介や作品販売の促進をしながら、通所
利用者の自立の場の提供、地域住民の方との交流の場を提
供し、地域活性化を目的として催されています。京都市や
ましな学園では、毘沙門市―最澄さんー実行委員として、当初から参加しています。
出店当日は、例年なら桜の満開時期のはずが、3 月の気温の高さにすでに散りはじめていまし
たが、山科区内の福祉事業所などの手芸品や食べ物の屋台が出店されており、また、京炎そでふ
れ！京躍華さんの「ダンス」パフォーマンスで会場は賑わっていました。販売に参加したご利用
者は、季節外れの寒さにも負けず「いらっしゃいませ～！」と元気に呼び込みをされていました。
用意した焼き芋は全て完売し、自主製品の売れゆきも好評でした。観光客の方から「焼き芋美味
しかったよ！」との声もいただき、販売に関わったご利用者も接客にやりがいを感じられていま
した。
今年度も、沢山の出店販売があると思いますが、ご利用者と職員が一致団結して頑張っていき
たいと思います。早速、5 月 6 日（日）には、香東園やましなで「オレンジトライアングル 第３
回地域交流会」が行われ、参加します。このイベントは、近隣の西野学区にある「はなさんち」
「香
東園」
「洛和西野」の３つの高齢者施設が共に地域交流に向けて取り組めないかと協議を重ねられ
ました。今回から障がい者施設の方もご一緒にとお声をかけていただきました。やましな学園は、
自主製品・焼き芋・ソフトクリームの出店販売をしますので、是非お立ち寄りください。

（京都市やましな学園：小西 敦士）
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施設紹介コーナー㉔ 【共同ホームあんど】
祝！共同ホームあんど開所 1 周年！！
昨年 5 月に共同ホームあんどが開所して早や 1 年が経ちました。
今回は共同ホームあんどがどんなところなのか写真でご紹介したいと思います。
段差のない玄関

明るい食卓

開放感のある広い廊下

洗面台 2 か所

広い浴室

トイレも 2 か所

ショートステイのお部屋

全室にスプリンクラー

共同ホームあんどの名前の由来は、生活サポートセンター『ほっと』の利用者の皆さんが集い
活動されていた余暇(よか)サークル「あんど」からいただきました。
「ほっとする」の「ほっと」、
「安堵(あんど)する」の「あんど」です。あんどの世話人、ヘルパーの方からは「家庭に居るよう
な温かい雰囲気」
「穏やかに過ごせるホーム」との声をいただいています。これから、入居者のみ
なさんが安堵(あんど)できる生活の場であることができるように、職員一同励んでいきたいと思っ
ています。
※ ショートステイ（空床型）のご利用も女性寮は昨年 10 月から、男性寮は今年の３月から受け付け
ています。関心のある方は生活サポートセンター『ほっと』までお問い合わせください。
電話（075）582-9810

（生活サポートセンター『ほっと』
：田中
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豪）

支援センターニュース 【支援センターらくなん】
平成 30 年度京都市障害保健福祉関係の予算が示されました
障害福祉関連予算は全国的に見ても平成 19 年度以降、増加傾向ですが、平成 30 年度の京都
市の障害者福祉予算においても、前年比 12.6％の 555 億円を確保されています。
項 目
平成 29 年度 平成 30 年度
増 減
伸び率
一般会計
7,669 億円
7,845 億円
176 億円 2.3％
保健福祉局
2,063 億円
2,086 億円
23 億円
1.1％
※人件費を除く
(26.9％)
(26.6％)
障害者福祉予算
493 億円
555 億円
62 億円
12.6％
( )内は障害者自立支援給付(義務的経費) (383 億円)
(425 億円)
(42 億円) (11.0％)

【平成 30 年度実施予定の新規・充実事業等の重要事務事業について】
① 「障害者芸術」の活性化を契機とした新たな文化芸術の魅力発信（1,000 万円）
【新規】
芸術文化活動を行う障がいのある人の拡大に繋げるため「障害者アート」活性化プロジェクト
を実施。
② 2020 年東京パラリンピックに向けた障害者スポーツ振興（610 万円）【新規】
２０２０年東京パラリンピックの開催を契機に、多くの障がいのある方にスポーツや体を動かす
ことの楽しさを知ってもらうことで、障がい者スポーツのすそ野拡大、ひいては障がい者の社会
参加の推進を目指すために、幅広く障害者スポーツを体験できる機会作り。
③ 難病対策総合推進事業（府市協調による難病相談支援センターの共同設置）（1,020 万円）
【新規】
平成３０年４月から難病患者に対する医療費助成事務が京都市に移管されるのを機に、京都府難
病・相談支援センターを府市共同設置。
④ 障害者２４時間相談支援体制等構築事業（1,662 万円）（充実分 1,080 万円）【充実】
モデル事業の実施結果を踏まえ、事業が充実されます。①休日・夜間相談相談受付センターの設
置、②休日・夜間夜間緊急対応支援事業の創設
⑤ あんしん生活緊急サポート事業（京都市重度障害者入院時支援員派遣事業）（618 万円）（充
実分 130 万円）
【充実】
国制度改正に合わせて、入院時のコミュニケーション支援を行うヘルパー派遣。
⑦ 重度障害者等利用事業所支援事業等（３億 3,680 万円（充実分 8,520 万円））【充実】
国の人員配置体制加算の基準以上の人員配置をしている事業所に、人件費相当額の補助を行う京
都市独自の補助制度。
⑧ 生活介護事業所等整備事業（8,560 万円）【新規】
新設施設への整備助成。
「HOLLYLAND（仮称）」
⑨ 3 施設一体化整備事業（2,140 万円）【新規】
地域リハビリテーション推進センター、こころの健康増進センター及び児童福祉センターの 3 施
設一体化にかかる整備事業。（埋蔵文化財等各種調査）
⑩ 障害児・者福祉サービス利用支援策「新京都方式」（3 億 3,550 万円※）【継続】
※子ども若者はぐくみ局事業（障害児関係）分 1 億 1,941 万円を含めた額

自立支援医療にかかる京都市独自の負担軽減策、及び「新京都方式」として実施してきた独自の
負担軽減策が国制度を上回る部分の継続。
（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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