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理事長挨拶

～平成最後の新年を迎えて～

朝の冷気の中で、清々しい元旦を迎えることができましたが、皆様にはお健やかにお正月を過
ごしていただきましたでしょうか。
昨年は、年末恒例の世相を表す漢字一字に、
「災」の字が選ばれましたが、大阪北部地震、北海
道胆振東部地震、島根西部地震、西日本豪雨、台風２１号・２４号の直撃、そして記録的猛暑な
ど、まさに災害の多い一年であり、国民生活に多大な損害を与えた一年であったと言えます。
私たち法人の各施設では、幸いにも大きな被害は無かったものの、交通機関への影響、住民へ
の避難情報の発令など、施設運営には数々の不都合がありました。
そこで、昨年当初から進めてきました「災害対策マニュアル」の策定に本腰を入れて取り組む
こととし、毎月の管理職会議を中心に検討を進めてきまして平成３０年度中には運用開始すべく
最終の纏めに入っているところです。
ところで、社会福祉法人制度改革の３年目となった昨年は、経営組織のガバナンス強化、事業
運営の透明性向上、財政規律の強化などには、厚労省の通知や事務連絡に基づき、しっかりと取
り組んできました。しかし、社会福祉法人として最も取り組みが弱いとされた「公益的な取り組
み＝地域貢献事業」については、極めて厳しい内容が示されたため、その取り組みに苦慮してお
りましたが、対象となる事業の基準が見直しされ、従来から実施している地域振興事業助成金を
活用して各施設で取り組まれた地域ふれあいまつり、講習会や福祉・医療講座、地域交流スペー
スの運営などが地域貢献事業と認められたことから、より幅広い事業が実施できるようになって
います。そして、昨年４月に開設した「だいご学園分室」を地域に開かれた施設「ふらっと」とし
て運営し、以前から山科で実施している「福祉有償運送事業」ともども、恒常的な地域貢献事業に
取り組むことができました。
一昨年から取り組んでおります、新・人事評価制度の試行につきましては、対象を管理職から
主任・副主任に拡大して実施してきましたが、それぞれの本来業務が多忙なため、評価期間を３
ヶ月から６ヶ月に変更して試行することとしました。今後この試行の中から得た結果を総括して、
より良い方法を見いだすとともに、全職員を対象としてまいりたいと考えています。
働き方改革関連法案が、昨年７月に公布され、本年４月から順次施行されます。これによって
残業時間の上限規制や年次有給休暇の取得等の見直しを行うとともに、正規と非正規の労働者間
の不合理な待遇差を無くすというものです。現在、法人の諸規定見直しを進めておりますが、４
月までに、なお必要な整備を行ってまいります。
さて本年は、まず懸案になっておりました法人名称の変更を 4 月
に実施いたします。それまでの間、各種変更手続き等の準備をしま
すので、ご協力をお願いします。
また、ハード面の整備計画は、大きなものとして、だいご学園「ふ
らっと」の建設が終わり、後は「いたはし学園」の改築移転と、狭小
となっている伏見センター１階の課題解決などですが、まだ近隣に
適当な土地が確保できないことと、国の報酬改定による経営面の不
安などにより、なお引き続き検討することとしております。
今年も昨年以上に多忙な一年となることと思いますが、職員の皆様の一層のご協力をお願いい
たします。
1

本部事務局からのお知らせ
１ 理事会からのお知らせ（12 月 20 日開催）
(1) 平成 30 年度第３次補正予算が承認しました。
収入では、障がい者雇用率達成に伴う雇用調整金 202 万円、大井伊助積善会様からふしみ学園
及びふしみ寮の運営費寄付金として 60 万円などを計上し、支出では、伏見センターの 3 階トイ
レエアコン設置費、エアコン集中管理システム設置費など 272 万円、伏見デイの浴室用ガス給湯
器更新費 29 万円、山科センター厨房用ガス給湯器更新費 31 万円などを補正しました。

(2) 法人名称変更に伴う定款の一部改正
法人は、1984 年（昭和 59 年）4 月に社会福祉法人京都身体障害者福祉センターとして発足
して 34 年が経過します。発足以来、障がい特性によって三区分（身体、知的、精神）での支援が
続きましたが、2006 年 4 月の障害者自立支援法施行によって支援サービス統合化が図られ、今
では様々な障がいのある方の支援にあたっています。しかし、法人名称からは、身体障がい者支援
に特化した法人と誤解されることも多いため、今年 4 月に「身体」を外した名称に変更すること
とし、定款を一部改正します。なお、定款変更は評議員会の議決で決まります。
現：社会福祉法人京都身体障害者福祉センター ⇒ 新：社会福祉法人京都障害者福祉センター
(3)就業規則等の一部改正（平成 31 年 4 月 1 日付け）
①

法人規程・規則・方針等に使用されている法人名称の変更
平成３１年４月１日付で法人名称を変更しますので、これに伴って、法人の規程・規則・方針等
において使用されている法人名称を「社会福祉法人京都障害者福祉センター」に変更します。

② 年次有給休暇制度の改善
「働き方改革関連法案」が昨年 7 月に公布され、順次施行されますが、労働基準法の一部が今
年 4 月 1 日から改正施行され、事業者は 10 日以上の年休が付与される労働者に対し、毎年 5 日
間、時期を指定して年休を取得させることが義務付けられました。法人もこれに伴って年休管理
の簡素化が必要なことから、全職員（登録ヘルパー等を除く。）の年休制度を共通化して制度を次
の通り改善します。
（正職員と嘱託職員の年休見直し）
・試用期間（3 ヶ月）後の年休付与を、採用日からの付与に見直します。採用初年度の年休付与日
数は、現行どおり 10 日以内で採用月別の年休付与日数表どおりです。
・採用後の最初の 4 月には、採用月にかかわらず全員に年休 11 日を繰り上げて付与し、以後は
労働基準法の年休日数を４月に繰り上げて付与します。年休の繰越日数等は従前どおりです。
（パート職員の年休見直し）
労働基準法どおりだった年休付与を、正職員等と同じにして制度差を無くします。なお、登録ヘ
ルパー等は、現行どおり労働基準法に定めるとおりとします。
・試用期間（3 ヶ月）後の年休付与を、採用日からの付与に見直します。また、採用初年度の年休
付与日数は、次の採用月別の年休付与日数表どおりとします。
採用月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

週５日勤務 10日

10日

10日

10日

10日

10日

５日

４日

３日

２日

１日

０日

週４日勤務

７日

７日

７日

７日

７日

７日

４日

３日

２日

１日

１日

０日

週３日勤務

５日

５日

５日

５日

５日

５日

３日

２日

１日

１日

０日

０日

週２日勤務

３日

３日

３日

３日

３日

３日

２日

１日

１日

０日

０日

０日

週１日勤務

１日

１日

１日

１日

１日

１日

１日

１日

０日

０日

０日

０日

・採用後の最初の 4 月には、採用月にかかわらず全員に労働基準法に定める１年 6 月後の年休日
数を繰り上げて付与し、以後は労働基準法に定める年休日数を毎年４月に繰り上げて付与しま
す。年休の繰越日数等は正職員と同様で労働基準法どおりです。
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③

初任給調整手当を新設
新卒職員の人材確保を図るため，労働条件を改善して給与の基本給に初任給調整手当を新設し
ます。初任給調整手当は月額 9,000 円とし、毎年 3,000 円を減額して 3 年間支給します。
なお、既採用の新卒職員に不利益が生じる場合は、初任給調整手当を支給して調整します。
（参 考）大学卒（初任給格付け１級７号給）の場合の４年目までの基本給の推移
年 数

職務の級号給

給料月額

初任給調整手当

合計・給料月額

１年目

１級

７号給

１８７,１００円

９,０００円

１９６,１００円

２年目

〃

８号給

１９０,１００

６,０００

１９６,１００

３年目

〃

９号給

１９３,１００

３,０００

１９６,１００

４年目

〃

１０号給

１９６,１００

―

１９６,１００

④ 組織及び事務分掌規則のうち、本部長と事務局長の職務基準を次のとおり区分しました。
（職務）
第４条 本部長は、上司の命を受け法人の事務局及び施設の事務を総理し、職員を指揮監督する。
２ 事務局長は、本部長を補佐し、上司の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
本部長に事故あるときはその職務を代行する。

⑤経理規程のうち、小口現金の補給について、運用実態にあわせた補給方法に規程改正しました。
従前は、定額資金前渡制度（月末に使用した額を補給し，月初は定額でスタートする方式）でしたが、運用実
態にあわせた補給方法に見直し、随時補給制度（残高が少なくなった時に補給する方式）に改正しました。
（4）平成３０年度第 3 回評議員会の招集事項について
次回評議員会を次のとおり開催することに決定しました。
１ 日
時 ： 平成 31 年１月 1５日（火）午後５時～
２ 場
所 ： 京都タワーホテル ９階「白水の間」
３ 議
題 ： 議題１：定款の一部改正について
４ 議案の概要： 平成３１年４月１日から法人名称を「社会福祉法人京都障害者福祉センター」に変更
するため、定款第２条（名称）の一部を改める。

（参考）
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山科エリアＴＯＰＩＣＳ 【山科身障会館 生活介護】
山科センターで出張らぁ祭開催！
去る 12 月 15 日(土)に山科センターで「一般社団法人 らぁ祭」様によるラーメンのご提供があ
りました。一般社団法人 らぁ祭は、兵庫・大阪・京都・和歌山・新潟の約８0 店舗の加盟店で構成さ
れた、
「ラーメンでみんな笑顔に」をモットーに、障がい者施設等に対して食を通じた社会貢献活動を
続けられている団体です。

今回は、山科センター各施設、東野センター デイスポット楽、だい
ご学園のご利用者などに向けて、約１２０杯のラーメンを作っていた
だきました。出来上がったラーメンは加盟５店舗の合作ラーメンで、
他では絶対に味わうことのできない１杯！ しょうゆベースのあっさ
り系スープに、食べごたえのある麺、味わい深いチャーシューに煮卵、
さらに特製メンマがからみ合う、本当においしいラーメンでした！
山科身障会館生活介護のご利用者も、心のこもったラーメンが出来
上がるのを、待ち遠しくされていました。待望のラーメンが一杯
一杯出来上がってくると、良い匂いが立ち上り、皆さんそれぞれに
ツルツル！かみかみ！思い思いの形で食べられていました。
そして、口々に「すご～く美味しかった！」の感想を連発されて
いらっしゃいました。
（京都市山科身体障害者福祉会館 生活介護事業 南 勝之）
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らぁ祭スタッフの皆さま
へのお礼として、だいご
学園のお菓子と、やまし
な学園のクリアファイル
をお渡ししました。

山科エリアＴＯＰＩＣＳ② 【山科身障会館】
クリスマス・ジャズコンサート開催!!
去る１２月２３日（日・祝）
、やましな学園食堂にて「2018 クリスマス・ジャズコンサート」と題
した音楽イベントを開催しました。山科身体障害者福祉会館では、これまで２回のクリスマス・ジャズ
コンサートを開催してまいりましたが、どちらも多くの来場者がお越しになり、当会館の会議室では
対応しきれない状態になっていました。
そこで今回は法人地域振興事業助成金
を活用させていただき，内容をグレード
アップ。さらにお客さまの収容力が大きい
やましな学園の食堂をお借りして開催の運
びとなりました。
演奏は「アドニス・ジャズ・オーケス
トラ」の皆さん。ボーカルにジャズシンガ
【会場ぎっしりの来場者】
―片山恵衣子さんをお招きして、総勢１８
名のメンバーによる大迫力のステージに会場のボルテージも上がりっぱなし！大盛況のステージとな
りました。来場者数は１３０名を超え、やましな学園の食堂でも部屋に入りきれないお客さまが出て
しまいました。それでも、帰り際に「今日は楽しい時間を過ごせました。ありがとう」という言葉や、
「ここでジャズを聴かせてもらえるなんて本当にうれしい」という言葉をかけていただき、こちらも
とても嬉しくなりました！
当日、ご来場いただきました皆さま、素晴らしい演奏をしていただきましたアドニス・ジャズ・オー
ケストラの皆さま、本当にありがとうございました。
（京都市山科身体障害者福祉会館 南出 陽）
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伏見エリアＴＯＰＩＣＳ 【京都いたはし学園】
日帰りレクリエーションに行ってきました！（神戸コース）
いたはし学園では、１２月１日(土)に日帰りレクリエーションを実施しました。夏場に「京都コ
ース」でＭＫボウル上賀茂に行ったので、今回は遠出コースということで神戸市にある「カネテ
ツてっちゃん工房」と「須磨海浜水族園」に行きました。
てっちゃん工房ではかまぼこ、ちくわの手作り体験に皆さん真剣な
様子で取り組まれ、たくさん出てきた試食に大満足のご様子でした。
昼食後は、須磨海浜水族園に移動してイルカショーの鑑賞やお土産
の購入、館内を自由に見て回ったりと思い思いの時間を過ごされてい
ました。
ご利用者の中から募集した実行委員の方に、行き先の検討や当日の
司会進行等頑張って頂いたおかげで、楽しいレクリエーションが実施
でき、皆さんにリフレッシュしていただけたと思います。これからも
お仕事がんばっていきましょう！！
（京都いたはし学園 岡田 健右）

第１４回ＯＢ会を実施しました！
１２月８日（土）京都いたはし学園から一般就労をされた方を対象としたＯＢ会を開催いたし
ました。
今回のＯＢ会の企画は「忘年会」いうことで、皆さんに声をかけたところ、１３名のＯＢの方
に参加していただくことができました。平成２０年に就職をした方から、今年の９月に就職をし
た方など年齢も就職年数も違う方々が集まる会ですが、他の方が仕事について話しをされている
と、そのような仕事をしているのかと興味を持たれ、他の方が頑張っている姿に自分も明日から
頑張ろうと思っていただいているようでした。また仕事の話だ
けでなく、趣味の話にも花が咲き、同じ鉄道好きやアニメ好き、
野球好きの方達で仲良く話をされていました。
この姿を見て、
「同じいたはし学園から就職をした仲間がい
る」ことが、彼等がこれからも働き続けていく上で大切なこと
であり、その仲間が集う場所としても OB 会は大切なのだと
改めて感じました。これからも継続して開催し、皆さんが息抜
きでき、共に高め合うことができるＯＢ会を企画していければ
と思います。
（京都いたはし学園 太田 敦之）
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洛南エリアＴＯＰＩＣＳ 【洛南身障会館】
平成最後の年を振り返り…
平成最後の年となった平成 30 年、洛南身障会館では平成 29 年 4 月に改正された社会福祉法
に謳われている「地域公益活動の推進」を実践していくなかで、定期講習会以外に単発で開催し
ている講習会を地域の方々にもご参加いただける「地域公益事業」と位置付け、月１回を目標に
開催してまいりました。
一昨年に引き続き、京都市南区地域介護予防推進センターさまのご協力のもと、「マット運動
＆室内スポーツ教室」
「大人のための頭塾（脳トレーニング）」を開催、その他「ヨガ教室」や
「健康麻雀教室」等にも、多くの地域の方々にご参加いただき、当会館ご利用者との良き交流の
場になりました。
また、昨年から企業等が取り組まれている CSR 活動も取り入れ、９月に「チーズセミナー」
（雪印メグミルク主催）を開催、今年の 1 月１７日には、株式会社 明治から食育担当の栄養士
の方をお招きし「チョコレートセミナー」を開催する予定です。
1 年を象徴する漢字が「災」となった昨年は、7 月の大阪北部地震、8 月の西日本豪雨、9 月
には大型台風の相次ぐ到来など、自然の猛威にさらされた 1 年となりました。
当会館もその都度、対応に追われましたが、あらためて災害や非常時に対しての取り組みの重
要性を思い知らされた１年となりました。平成から元号が変わる 2019 年は、平穏な年になる
事を願います。
（京都市洛南身体障害者福祉会館 西村 文孝）

「健康麻雀教室」

「マット運動＆スポーツ教室」

「チーズセミナー」

「チーズセミナー」
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ＰＲコーナー

【京都市やましな学園】
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