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「第 18 回 地域ふれあい夏まつり開催！」 
 
去る 7 月 29 日(日)、今年で第 18 回目となる「地域ふれあい夏まつり」を開催しました。 

何と今回、夏まつり当日近くにまさかの東から台風接近 ! 前日まで進路予想に一喜一憂して

いましたが、祭り当日の開催時間頃にはすっかり夏空となり、予定通り開催することが出来まし

た。 

祭りのスタートと同時に会場は大賑わいとなり、数年前からすっかり恒例となった「地元のお

店屋さんコーナー」では、地元の方おなじみの中華料理店手作りの餃子や人気食堂の冷やし麺、

いなり寿司、また会館近くのお肉屋さん特製の串カツ・コロッケに加え、今回初めて販売した東

寺の傍にある和菓子屋さんの「みたらし団子」「わらび餅」も大好評で、早い時間に完売となり

ました。 

また今年も昨年に引き続き、“ＪＲ西大路駅界隈を活性化させよう” と地元飲食店を中心に結

成された「西大路活性化プロジェクト」の皆さんが「この地域の活性化にお役に立てれば」と参

加して下さり、今回もすっかりお馴染みとなった甘口のワインをウイスキーと炭酸水で割ったオ

リジナルのご当地カクテル「西大路ハイボール」が大好評でした。 

ステージでは恒例となった地元の洛南中学校吹奏楽部の皆さんにオープニングを飾って頂き、

洛陽児童館の集団演舞、和太鼓演奏、ラストは昨年に続き、地元の吉祥院出身「にい じゅん」

さん率いる「にいじゅんＪＴ ＢＡＮＤ」の温かい歌声とパフォーマンスで祭りを締めくくって

頂きました。 

最後となりましたが、ご来場頂いた地域の方々に感謝すると共に、当法人の各事業所からも出

品、出店を賜り、祭りを大いに盛り上げて頂きました。この場をお借りし厚く御礼申し上げま

す。 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               （京都市洛南身体障害者福祉会館：西村 文孝） 

編集：支援センター 
発行：本部事務局 

 

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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洛南エリアＴＯＰＩＣＳ① 【洛南会館】 
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『ありがとう』＝『奇跡』 
 

こんにちは！洛南授産所受託班の守道です。受託班で仕事をさせていただき 2 年目に突入しま

した。今までは生活介護の施設で仕事をさせて頂いていたので、授産所に来た時、あまりの違い

に衝撃を受けました。身体介助より、仕事の段取り、業者とのやり取り、納期、数量の確認・経理

など初めての事ばかりで戸惑っていました。あっと言う間の 1 年で気付けば 2 年目になっていま

した。『あっという間』と感じるのはそれだけ仕事が充実している証拠なのかな、と思います。 

 

最近「ありがとうございます！！」ということばを、毎日何回も言っている事に気付きました。

納期に間に合って「ありがとうございます！！」報告して頂き「ありがとうございます！！」誰か

が誰かに「ありがとう！！」と言える環境に「ありがとう」と思いました。 

「ありがとう」を漢字で書くと『有り難い』：「めったにない」「めずらしい」という意味です。

漢字の通り「ある事が難しい」事＝『奇跡』。そう考えると、仕事を通して色々な人と関わる毎日

が奇跡の連続なんだと思います。 

 

家で娘と毎日楽しく格闘しながら過ごしている日々、授産所で笑いながら、悩みながら仕事を

させて頂いている日々、何気ない日常は奇跡の連続で成り立っているんだと。家族に感謝、職場

の仲間に感謝、利用者の皆様に感謝、私に関わってくださっている皆さんに感謝です。感謝の気

持ちを「ありがとう」と素直に伝えられるような自分でいられるように心がけていきたいと思い

ます。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（京都市洛南障害者授産所：守道 祥代） 

 

 

 
 
 

洛南エリアＴＯＰＩＣＳ② 【洛南授産所】 
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就労定着支援事業の指定を受けました 
 
 今年度の制度改正により創設された「就労定着支援事業」の指定を 7 月から受けました。これ

まで就職された方々の定着支援は、就労移行支援事業の範囲で行っていましたが、制度化された

ことにより報酬が得られ、手厚い

支援を行うことが可能となりまし

た。 

尚、本事業は、就労移行支援事業

等を経て就職された方が 6 ヵ月を

経過した後に、最大で 3 年間利用

できるサービスとなっています。

また、実際の支援は、月に 1 回以

上の職場訪問や、対面による相談

等の支援を行うことで請求できる

こととなっています。 

まだ本格的な運用は出来ていま

せんが、今後就職される方の安心

材料の一つにはなるかと思いま

す。うまく軌道に乗るよう進めて

いきたいと思います。 

 

平成 30 年度京都市就労移行支援事業所説明会 
 
 7 月 25 日みやこめっせで開催された「平成 30 年度京都市就労移行支援事業所説明会」に参

加しました。この説明会は市内の就労移行支援事業所が一堂に会し、総合支援学校の保護者や教

員、各関係機関の方々に事業所の PR を行い、事業所を利用して貰おうというものです。就労移

行支援は次々とご利用者が就職されていく事業のため、その後の利用者確保が切実です。この日

は 15 分の事業所説明を計 5 回行い、多くの方にいたはし学園のことを知ってもらえたかと思い

ます。（真後ろだった、だいご学園のブースも大盛況でした） 

 最近はオフィス型と言われる就労移行支援事業所の参入

も多く、事業所のカラーをしっかり出していくことが重要

になっています。事業所の生き残りや事業維持も大変な時

代となってきていますが、何とか頑張っていきたいと思い

ます。 

 

 

 

（京都いたはし学園：河村 剛士） 

 
 
 
 

 
 
 

伏見エリアＴＯＰＩＣＳ 【いたはし学園】 

 
（※厚労省障害福祉サービス等報酬改定検討会 2017 年 5 月 31 日開催分資料より） 
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一日外出 報告 
 

今年も 6 月下旬から 8 月上旬にかけ、恒例の第 1 回目の一日外出を行っています。 

 

今回は、京都市青少年科学センター、宇治市植物公園、高野スポーツセンタープール、カラオケ

の４か所の中から、アンケートを取り、みなさんのご希望にあわせて実施しています。 

 

今年は異例の猛暑続きで、宇治市植物公園の散策から、琵琶湖博物館に行き先を変更すること

もありましたが、現地では水族展示室で大きな水槽の魚を見たり、水中トンネルを通ったりして、

ほんの少し暑さを忘れる時間となりました。 

また、久しぶりに（7 年ぶり？）にプールに入られるご利用者の方も。当日は笑顔一杯に、身体

で水の感覚を感じられながら楽しまれておられたようです。 

カラオケでは、音楽が大好きなメンバーが集まり、事前に職員で準備した変装なりきりグッズ

で大いに盛り上がりました。 

 

 9 月からは、「ティータイム週間」（半日外出）が始まります。 

これからも一緒に「楽しいこと」を見つけていけたらと思います。 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（京都市山科障害者デイサービスセンター：関 裕士） 
 
 

 
 
 

山科エリアＴＯＰＩＣＳ① 【山科デイ】 
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祝日レクリエーション 手作りカレーでスタミナアップ！ 
 

京都市山科障害者授産所では、本年度より、祝祭日にレクリエーションを行うことにしました。

記念すべき第一回目として、山科身障会館の調理室でのカレー作りを行いました。 

記録的な大雨が降った翌週の大変な暑さの中、9 名のご利用者が参加されました。 

 

山科身障会館の調理室で、エプロンをしてキャップをかぶり、手袋をはめたらすっかりシェフ

気分で、皆さんのやる気が一気に高まりました。 

 
グループに分かれ、普段包丁やピーラーを持たない方にも、職

員がしっかりサポートして、危なくないように材料を剥いたり切

ったりちぎったりしました。玉ねぎを切って涙が出てしまった方

も笑顔のまま頑張りました。 

具材の用意ができたら、それらを炒め、火が通ったら、水を入

れ、煮込みました。 

待っている間に、ゴミ捨てや洗い物も済ませました。さすがに

皆さん、毎日の仕事を通して協働作業に慣れておられました。 

いよいよカレールーの投入です。火を止めてルーを溶いたら、

焦げないように混ぜながらとろ火で完成を待ちます。 

 

そして待つこと 20 分、カレーが

完成しました。 

 
授産所の食堂に戻って「いただき

ます」。おかわりをする人は、他のグ

ループのルーを試したり、混ぜてみ

たりといろんなカレーの味を楽し

みました。 

 

デザートのお菓子も食べ、みんなお腹いっぱいになりました。 

手作りカレーで暑さに負けないスタミナがついたような気がします。 

 

（京都市山科障害者授産所：布施 敬之） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山科エリアＴＯＰＩＣＳ② 【山科授産所】 
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はぐくみ支え合うまち・京都ほほえみプランについて  
  

京都市では，平成 25 年 3 月に策定した「支えあうまち・京都ほほえみプラン」及び平成 27

年 3 月に策定した「第 4 期障害福祉計画」の 2 つの計画期間が終了するため，平成 28 年 6 月

に改正された「児童福祉法」に基づき，策定が義務付けられた「第 1 期障害児福祉計画」と合わ

せて，「はぐくみ支え合うまち・京都ほほえみプラン」を策定しました。計画期間は、平成 30 年

度（2018 年度）から平成 35 年度（2023 年度）までの 6 年間で、3 年後の平成 33 年度（2021

年度）には改定を行い，それに併せて全体の中間見直しを行います。計画の概要は，現行計画を踏

襲しつつ、「障害のあるひともないひとも，すべてのひとが違いを認め合い，支え合うまちづくり

を推進する」を基本方針として，5 つの施策目標と、各施策を横断した 4 つの重点目標を新たに

定めています。 

冊子については、各保健福祉センター、市役所案内所、市役所情報公開コーナー、市立図書館等

で配布しています。また，京都市ホームページに、計画本冊及びわかりやすい版を掲載していま

す。（http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000235252.html） 

 

【施策目標ごとの施策体系】 

施策目標①：お互いに認め合い支え合って暮らすまちづくり 

     【啓発】 

      ●市民や障害者福祉に担い手に対する啓発 

      ●障害を理由とした差別解消への取り組み 

     【相談支援】 

      ●相談支援や専門相談機能の充実 

      ●切れ目のない支援の提供 ★新規 

     【意思疎通支援・情報保障】 

●意思疎通支援の充実 

●行政情報における合理的配慮の推進 

【手話】 

●手話への理解促進や普及 

●コミュニケーション手段として手話を選択しやすい環境整備 ★新規 

施策目標②：地域で自立して生活できる仕組みづくり 

【福祉サービス】 

●障害福祉サービスの質の向上や量などの充実 

     【住まい・暮らし】 

      ●グループホーム等の設置促進 

      ●地域での住まいの確保と住環境整備 

      ●地域生活移行の仕組みづくりと支援体制充実 

      ●住み慣れた地域での生活を支える仕組みの充実 ★新規 

     【地域交流】 

      ●地域とのつながりの構築 ★新規 

      ●地域活動を支える担い手の育成 

      ●市民交流の促進 

施策目標③：安心して生活できる社会環境の整備 

【健康・医療】 

      ●障害の原因となる疾病の早期発見、早期支援 

      ●障害に対する適切な保健医療体制の充実 

      ●いきいきと生活できるための健康づくりの推進 

      【こころの健康】 

      ●こころの病に対する理解促進 

      ●医療や相談支援体制充実 

      【難病支援】 

支援センターニュース 【支援センターらくなん】 
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      ●難病への理解促進 ★新規 

      ●難病患者への支援体制の構築 ★新規 

      ●難病患者への支援充実 

      【ユニバーサルデザイン】 

      ●ユニバーサルデザインへの理解促進と普及 

      ●人にやさしいまちづくりの推進 

      ●こころのバリアフリーの普及 

【災害対策】 

●地域における見守り活動の促進 

●コミュニケーション障害のある人への災害情報の確実な伝達 

●災害時における支援体制の充実 

【権利擁護】 

      ●障害者虐待防止の取り組みの浸透 

      ●成年後見制度の利用等促進 

施策目標④：生きがいや働きがいをもてるまちづくり 

【社会参加】 

      ●社会的活動への参加促進や参加しやすい環境整備 

      ●障害者自身による主体的な社会活動の支援 

     【文化・・スポーツ】 

      ●文化芸術活動の振興 ★新規 

      ●障害者スポーツの振興 ★新規 

      ●支援する担い手の育成 

     【就労】 

      ●一般就労の促進 ★新規 

      ●定着支援の充実 

      ●福祉的就労の底上げ 

施策目標⑤：障害や疾病等で支援が必要な子どもに対する福祉と教育の充実 

     【早期発見・早期支援】★新規 

      ●関係機関との連携による早期発見・早期支援 

      ●身近な地域で支援等を利用しやすい仕組みづくりの推進 

     【特性や状況に応じた支援の提供】 

      ●重症心身障害児・医療的ケア児の実態把握と支援の仕組みづくりの検討 

      ●様々な障害や特性に応じた支援体制の充実 

【相談・支援・連携体制の強化】 

 ●障害児相談支援の充実 

 ●教育と福祉の連携による切れ目のない取り組みの促進 

 ●「京都市未来こどもはぐくみプラン」と連携した取り組み推進 ★新規 

【一人ひとりのニーズに応じた教育の推進】 

 ●インクルーシブ養育の理念に基づく総合的な支援 

 ●一人ひとりのニーズに応じた教育の実施 

 

【重点目標】 

①「重複障害」や「はざま」への適切な対応など、総合的支援を充実します。 

②障害のある女性など複合的に困難な状況に置かれている人の権利を擁護するため。複合差別会

消の視点をもって施策を推進 

③地域移行に向けて、また、障害のある人がすべて地域で安心して自分らしく生活できるよう、

地域で理解促進など、市民みんなで支え合う体制の整備を推進します。 

④特性や状況に応じて、すべての子どもたちが身近な地域で適切な福祉施策や教育を受けられる

よう、切れ目ない相談や支援を充実します。 

 

（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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ＰＲコーナー 【伏見エリアより】 

XPMUser
新規スタンプ


