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１ 平成 31年度予算及び各施設事業計画等が３月 20日理事会で承認されました。 

(1) 予算編成について 

平成 30 年度の執行見込みは、法人全体の事業活動資金収支差額では、各施設が支援サービス

の充実や利用者ニーズへの対応に努めたほか、新設した東野センター各施設及びだいご学園分園

「ふらっと」の順調な利用者増加等もあって増収に寄与しました。一方で大幅な報酬見直しの結

果、重度心身障がいのご利用者が多い施設は報酬単価がアップし増収しましたが、それ以外の施

設は概ね減収となりました。特に就労事業のうち、就労継続支援事業 B 型 では目標工賃達成加算

が廃止されたため大幅な減収となったほか、就労移行支援事業では、利用者の就職は喜ばしいこ

とですが、その後の利用者補充が年度途中では難しいため、従来から収入が不安定だったことに

加えて、新しい報酬制度では前年度上半期までの就職者数に応じて報酬単価が増減する制度に変

更されたため、より一層収入が不安定な事業となりました。これらの結果、収入は約３％の増加に

留まりました。 

一方、費用については利用者増に伴う職員数増のため人件費負担が増えたことや、支援の質向

上のための正職員登用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大し、費

用は約７％増加しました。 

これらの結果、収支差額では前年度よりも黒字額が４割以上減少（125百万円→70百万円 △

44％）すると見込まれます。 

新年度は、特段の大きな事業展開はありませんが、引き続き厳しい経営状況が見込まれる

ため、経営基盤を一層強化し、充実した支援と安定した施設運営ができるように努めて参り

ます。 

平成 31年度（2019 年度）の予算（事業活動資金収支）は、次のとおりです。 （単位 千円） 

区    分 30 年度執行見込  31年度予算 差引（増△減） 

社会福祉 
事  業 

事業活動収入計 1,586,303  1,610,742 24,439 
事業活動費用計 1,526,382  1,589,687 63,305 

事業活動資金収支差額 59,921  21,055 △38,866 

公益事業 
事業活動収入計 38,892  38,892 530 
事業活動費用計 28,910  28,910 2,015 

事業活動資金収支差額 9,982  9,982 △1,485 

法人合計 
事業活動収入計 1,625,195  1,649,634 24,969 
事業活動費用計 1,555,292  1,618,597 65,320 

事業活動資金収支差額 69,903  31,037 △40,351 

(2) 規程等の一部改正について 
①  超過勤務手当単価算出に、給料と職務手当のほかに新たに住居手当と初任給調整手当を 

加えました。 

②  嘱託職員の年齢別給料月額表を改善し、全年齢区分において１万円から３万円程度増額 

しました。 

最近の福祉人材求人難の中、今の嘱託職員年齢別給料月額表では転職者にとっては給料額が下

がる例が多く、人材が得にくい状況となっていました。また、法改正で雇用契約が通算５年を超

えた職員は、申出すれば無期雇用契約に転換できることになったため、無期雇用契約へ転換し

た非常勤職員の定年を満 60 歳から 65 歳に延長しましたが、６０歳以上の給料額は大幅に金

額が下がるため、同じ業務に従事していても 60 歳超えで給料額が大きく下がるという不具合

が生じることとなりました。このため、嘱託職員年齢別給料月額表を次のとおり見直しました。 
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非常勤職員年齢別給料月額表 

平成２３年４月１日現在 
 

 
非常勤職員年齢別給料月額表 

平成３１年４月１日現在 

１８歳 １４９，０００円以内    
 
１８歳～２１歳 

 
 
１６７，０００円以内    

１９歳 １５２，０００円以内 
２０歳 １５５，０００円以内    
２１歳 １５８，０００円以内    

２２歳 １６０，０００円以内    ２２歳 １８７，０００円以内    
２３歳 １６２，０００円以内    ２３歳 １８９，０００円以内    
２４歳 １６４，０００円以内    ２４歳 １９１，０００円以内    
２５歳 １６６，０００円以内     ２５歳 １９３，０００円以内     
２６歳 １６８，０００円以内    ２６歳 １９５，０００円以内    
２７歳 １７１，０００円以内     ２７歳 １９８，０００円以内     
２８歳 １７４，０００円以内    ２８歳 ２０１，０００円以内    
２９歳 １７７，０００円以内     ２９歳 ２０４，０００円以内     
３０歳～３１歳 １８０，０００円以内 ３０歳～３１歳 ２１０，０００円以内 
３２歳～３３歳 １９０，０００円以内 ３２歳～３３歳 ２２０，０００円以内 
３４歳～３５歳 ２００，０００円以内 ３４歳～３５歳 ２３０，０００円以内 
３６歳～３７歳 ２０５，０００円以内   ３６歳～３７歳 ２３５，０００円以内   
３８歳～３９歳 ２１０，０００円以内      ３８歳～３９歳 ２４０，０００円以内      
４０歳～４３歳 ２２０，０００円以内   ４０歳～４３歳 ２４５，０００円以内   
４４歳～４６歳 ２３０，０００円以内      ４４歳～４６歳 ２５０，０００円以内      
４７歳～４９歳 ２４０，０００円以内  ４７歳～４９歳 ２５５，０００円以内  
５０歳～５５歳 ２５０，０００円以内  ５０歳～５４歳 ２６０，０００円以内  
５６歳～６０歳 ２４０，０００円以内  ５５歳～５９歳 ２５０，０００円以内  
６０歳以上 １４０，０００円以内  ６０歳～６４歳 ２４０，０００円以内 

６５歳以上 ２３０，０００円以内  
 

(3) 4月からの法人名称変更に伴って公印を全て作り直し、併せて公印管理規程を改正。 
ア 第２条（公印の種類）第３号の事務局長印を廃止。 

イ 第２条別表第１には、法人名及び理事長名の印鑑（印影表示）を掲載。 

ウ 第２条別表第２には、施設で使用する公印のひな型を掲載。 

エ 公印の「保管押印責任者」を「公印管理者」に変更。 

２ 地域貢献への更なる取組 
(1) 山科エリア地域貢献プロジェクト 

山科エリア各施設から職員 1 名が参加して、地域のために何が出来るか、何が求められているか

を考えて応えていく取り組みを始めています。その中で次の取り組みを実施しました。 

・だいごマルシェ：10月 28日だいご学園と分園ふらっとで、関係機関はじめ様々な方々のご協力

を得て、ステージ発表会やイベントブース、人形劇などに 200人を超える地元の皆さん方に参加

していただくことができ交流を深めました 

・新幹線 Café：3 月 21 日東野センターにおいて第 2 回親子で新幹線 Café！イベントを行い

100人以上に参加していただき、クイズやゲームなどで楽しんでいただきました。また、屋上で

は新幹線が走る様子が間近に見れて、東山トンネルを出るところから一直線に接近してくる迫力

を楽しんでもらいました。 

・東野センター内の地域交流スペースを、2 月から毎月第 2、4 火曜日の夕方に地域の皆さんに向

けて開放し、ボッチャ体験教室や喫茶コーナーを設けて地域ふれあいの場としています。 

(2) 福祉有償運送『ラクショーネ』 

山科会館で事業開始して４年が経過し、昨年８月には運行回数 1 万件を達成しました。年々ご

利用が増えて今では日に 10～15件、多い日には 30件以上運行しています。しかし、限られた

スタッフと車両台数で遣り繰りしている状況で、平成 29 年 12 月から運転手不足を補うために

サービス管理責任者の主任が極く短時間ですが運転に従事したため、京都市監査により報酬減算

のペナルティが科せられました。そのため、4 月からは新たに副主任を専属スタッフで配置して

体制を強化し、今後も地域の移動ニーズに応えられるように改善しました。 

(3) 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」活動検討会に職員

を派遣 

「わっかプロジェクト」は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ですが、昨年度か

らスタートした「わっかプロジェクト活動」検討会に支援センターらくとうの副主任が参画して積

極的に取り組んでいます。 
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３ 法人名称変更の実施について 
 法人は障がいのある全ての人を幅広く支援していますが、法人名称で誤解を招くことがあったた

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、この度 4月 1日付けで定款変更の認可をいただきました。今後順次、建物の表札・看板の付け

替えや送迎車の車体表示を変更します。また、本部や各施設の公印は一斉に変更するとともに関係

先へは法人名称変更の案内状を送付して参ります。 

 

４ ３月３１日付退職発令、４月１日付人事発令 
(1) 退 職  

  支援センターらくなん   主 任 谷本  豪（依願退職）  

  ふしみ学園        支援員 三野   晃（依願退職） 

  やましな学園       支援員 河野  唯（依願退職） 

  だいご学園        支援員 中村 詠吉（依願退職） 

  放課後等デイすてーじ   支援員 内田 有美（依願退職） 

(2) 採 用 

  支援センターらくなん   相談員 水野 優菜（嘱託より） 

  支援センターらくとう   相談員 油納もんど（嘱託より） 

支援センターらくとう   相談員 水上 雅雄（外部より） 

洛南会館         支援員 久保 圭祐（新卒採用） 

  伏見デイ         支援員 安藤なつき（新卒採用） 

伏見デイ         支援員 小坂 菜月（新卒採用） 

  伏見授産所        支援員 林  博美（嘱託より） 

ふしみ学園        支援員 南出 修平（新卒採用） 

だいご学園        支援員 井上 礼子（嘱託より）  

  だいご学園        支援員 中川 麻菜（新卒採用）   

  放課後等デイらいと    支援員 井本 有紀（嘱託より・生活サポートとらいへ異動） 

(3) 昇 任 

本部事務局       事務局長 真下  清（事務局次長より） 

あすなろ         所 長 九里 健一（洛南会館・副所長より） 

放課後等デイらいと    主 任 茗荷  真（副主任より） 

伏見デイ         副主任 山下玄一郎（支援員より） 

 (4) 異 動 

本部事務局        参 与 山口 昌巳（事務局長より） 

支援センターらくなん   主 任 大塚 秀樹（支援センターらくとうより） 

支援センターらくなん   相談員 仙波 未聖（支援センターらくとうより） 

  洛南会館         館 長 小林  勇（あすなろ所長兼職を解除） 

洛南会館         支援員 三宅 智章（ふしみ学園より） 

  あすなろ         副主任 矢野 響子（支援センターらくなんより） 

やましな学園       支援員 小山  竜（放課後等デイらいとより） 

  生活サポートほっと（ラクショーネ）   副主任 井上 光典（山科デイ・ぶらんこより） 

放課後等デイらいと    支援員 松井 明子（伏見デイより） 

 (5) 兼職解除 

  デイスポット楽     コーディネーター 松原 直之（コーディネーター兼職を解除） 

  放課後等デイすてーじ  コーディネーター 寺地ヒサ子（コーディネーター兼職を解除） 
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洛南エリアでは３月８日に地震を想定した避難訓練と、３月２８日には水害

を想定した避難訓練を授産所と会館合同で行いました。  

京都市周辺には、花折断層、東山断層、黄檗断層、西山断層と京都盆地を取り囲むように活断

層が走っており、京都市南部を中心に今後３０年以内に震度６弱以上の地震が起こる可能性があ

るとの警告もあります 

また、水害を想定した避難訓練というのは初めての訓練でしたが、昨年の西日本豪雨や近年の

想定を超える浸水被害の多発を受け、最大規模の浸水（洛南エリアでは最大３ｍの浸水が想定さ

れています。）を想定して洛南身体障害者福祉会館の２階への避難を行いました。 

床にはテープで通路や避難スペースの区切りを行い、避難所としての想定や屋内外における動き

の確認を行いました。 

防災訓練とは、ただ体験をするだけや、その時に上手に避難することではなく、「訓練を通じ

て様々な課題を見つけて改善していくこと」非常時には何に気をつけるべきなのか、どういった

意識を持つべきなのかをしっかりと振り返ることが大切であると改めて感じることができる良い

機会になりました。 

実際に被災した時には余裕がなく、周りの人を手伝えることができるのか、また自分自身もど

こまで避難することができるのか、今まで見えなかった課題も見えたように思います。 

今後、起こりうる可能性のある自然災害に対し、常日頃から様々な状況での訓練を繰り返すこ

とにより、緊急時に迅速かつ冷静な行動が取れるように、普段からもしっかりと防災の意識を持

つように心掛けたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南区水害ハザードマップと訓練の様子 

 

 

 

 

 

 

 

（京都市洛南障害者授産所：福島 正人） 

 

 

洛南エリアＴＯＰＩＣＳ 【洛南障害者授産所】 
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平成３０年度京都市シェイクアウト訓練に参加しました 
 

平成 31 年３月 11 日（月）午前９時３０分より地震発生時の安全確保行動を市内全域で行う

市民一斉防災行動訓練「京都市シェイクアウト訓練」に参加しました。 

近い将来必ず起こるといわれている南海トラフ巨

大地震等の災害に備え、防災意識を高めるため京都市

伏見障害者授産所は毎年、この訓練に賛同し参加実施

しております。 

9時 35分に、各々の携帯電話に京都市から送信す

る訓練用の緊急速報メールが届くと、大きな警報が作

業場中に響きわたり、それを合図に利用者は一斉に、

低い姿勢をとり頭部をクッションなどで保護し、その

場で身を守る安全行動をしました。 

 一方訓練時、施設外で清掃業務にあたる利用者は、

職員の誘導で更衣室へ集合し、頭部を手で覆うなどし

て身の安全を確保しました。          
緊張のあまり体が硬直し、頭を覆うなど簡単な動作

が咄嗟にできなかったご利用者もちらほら見かけら

れ、頭でイメージするのと、実際行うのとでは、大き

な違いがあることに改めて気づかされましたし、また

障がいにより、身を守る動作をできる範囲で色々変え

ていかなくてはならないという気づきが得られたの

も大きな収穫でした。 

今後、いつ京都にも大きな災害が起こるかわかりませんので、日頃のこうした訓練はとても大

切なことだと思います。シェイクアウト訓練は「どこでも、誰でも参加できる訓練」です。今ま

での訓練で得たものを生かしながら、今後も積極的に参加していきたいと思っております。 

 

（伏見障害者授産所：藤原 登） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伏見エリアＴＯＰＩＣＳ 【伏見障害者授産所】 
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春間近！琵琶湖の風を満喫してきました！ 
 

３月７日にピエリ守山、お米プラザでお食事、

お買い物を楽しんできました。曇りで時折雨が

ぱらつくあいにくのお天気でしたが、室内の事

もあり雄大な琵琶湖の景色を眺めながらのお

食事に皆大満足！ 

焼肉丼を食べた後にハンバーガー、喫茶でケ

ーキセット、お米プラザで近江牛コロッケ、ソ

フトクリームを平らげたご利用者もおられ、近

江の食を満喫していただけました！ 

 

 

 

 

 

３月２０日には琵琶湖博物館、草津道の駅に 

行ってきました。こちらは快晴のいいお天気！湖

岸のパーキングで車を停めて琵琶湖の景色をな

がめたりしながら心地よいドライブを楽しみま

した。     

 

 

 

 

 

 

 

リニューアルされた琵琶湖博物館では皆さ 

 ん興味深そうに琵琶湖の魚たちを観覧されて   

いました。特に琵琶湖大ナマズの大きさには 

皆さんびっくり！口に手がすっぽりはいって 

しまいそうでした。 

全部の展示を見るには時間が少なすぎるぐ   

らいでしたが、日頃の作業から離れて心身の 

リフレッシュをしていただけたと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（京都市山科障害者授産所：林 安積） 

山科エリアＴＯＰＩＣＳ 【山科障害者授産所】 
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春の食事会 
 

3/30（土）共同ホームあんど女性寮の入居者 4 名とヘルパーで、植物園でお花見をする予

定でしたが、当日雨天の為、急遽食事会に変更となりました。 

皆さん残念そうにされていましたが、六地蔵の「ブロンコビリー」で食事会をする事が決まる

と盛り上がり、沈んだ表情が一気に明るくなりました。 

現地に到着し、ハンバーグ、ステーキ、デザート等、ご自分の食べたいものを召し上がり、満

足されたご様子で、よく笑い、会話も弾んでおりました。 

普段の外出は各自ヘルパーとペアでそれぞれの行きたい所へ出かけられており、今回４名が 

集まって外出をするのは久しぶりでしたので、桜を見る事はできませんでしたが、良い食事会 

だったと思います。 

今後も定期的に季節のイベントを開催し、女性寮、男性寮別々で行うのでなく、男性寮と女性

寮合同のイベントも検討していきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

（共同ホームあんど：泉 広恵） 
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