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１ 令和元年度定時評議員会が 6 月２０日に開催されました。 

（1）平成 30年度決算及び事業報告 

  ６月３日の令和元年度第１回理事会にて平成 30 年度決算及び事業報告が承認され、６月 20

日の定時評議員会で計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録が承認されました。 

決算及び事業報告は、法人ホームページに掲載しますのでご覧ください。また、資料は、今後

５年間本部に備え置き、どなたでも閲覧できるようにしています。 

（2）理事及び監事の選任 

   理事は 6 名全員と監事 2 名の任期が今回の定時評議員会限りで任期満了となります。また、

現理事長の安田行雄氏が今期限りで勇退され、現理事の山口昌巳氏も退職されますので、後任

の選任が行われました。後任には、新理事長は前田文男氏（前常務理事・本部長）が選任され、

常務理事の後任には新たに西田哲郎氏（7.1採用・前京都市右京区長）が選任されました。ま

た、山口理事の後任理事には新たに真下事務局長が選任されました。その他の理事３名（松原

直之氏、酒伊良行氏、竹内竜也氏）は再任され、監事２名（市村理一氏、永野義典氏）も再任

されました。 

なお、退任される山口昌巳氏（本部事務局参与）は本来なら 3 月末で 65 歳定年退職される

ところを、法人名称変更業務等のため６月末まで延長していただいたものです。“お疲れ様でし

た。” 

 ２ 令和元年度第１回（第 151 回）理事会が６月３日に開催されました。 

（1）決算の状況は、1 億 9859 万円の当期資金収支差額となりましたが、その内容は前年度の借

入金予定が 30年度にズレたもので、それを除くとわずか 200万円の黒字と厳しい状況になり

ました。主な要因は、収入では 30 年度実施の報酬改定の影響で就労事業の減収が大きく、全

体的に利用者増があったものの福祉事業収入が 2400万円の増加に留まったこと、逆に米中貿

易摩擦で世界経済が低迷した影響等で外債の資金運用受け取り利息が 1 千万円減少したこと、

併せて評価益も 1 千万円減少したこと、一方、費用では、職員配置数の増加で人件費が 43 百

万円増加したことなどが挙げられます。今後とも世界経済の低迷等が法人経営に影響を及ぼす

点が心配されますが、本来の福祉サービス事業をしっかりと運営して改善して参ります。 

（２）平成 30 年度決算及び事業報告を承認していただくための定時評議員会を 6 月 20 日開催と

し、議案について議決しました。 

（３）現評議員の木下文男氏が出身母体の京都市肢体障害者協会理事長を退任されたことに伴い、

法人の評議員を辞任されました。また、木下氏の後任には大江正照氏が同協会の理事長に就任

されましたので、評議員選任・解任委員会へ大江氏を新評議員に推薦することを議決しました。 

３ 評議員選任・解任委員会が6月6日開催され、新評議員に大江正照氏が選任されました。 

  理事会から推薦のあった大江正照氏が、6 月の定時評議員から木下氏に替わって新評議員に選

任されました。また、委員会委員の真下事務局長が新理事に選任されたことに伴い委員を辞任

されましたので、後任の委員には京都市だいご学園の寺地ヒサ子園長が選任されました。 

４ 人事発令 

 6月30日付け退職   本部長・常務理事 前田 文男、 本部参与・理事 山口 昌巳 

 7月 １ 日付け採用  本部長・常務理事 西田 哲郎（京都市OB・前右京区長） 

  

編集：支援センター 
発行：本部事務局 
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安田前理事長退任の挨拶  ～永い間、有難うございました～ 

安   田  行  雄 
 

去る６月２０日、定時評議員会の日を以て理事の任期を満了し、理事長の 

職を退任いたしました。 

思いますれば、平成１４年に、前任の豊田慶治理事長から引き継いでより 

１７年間。少し永きに失した感がありますが、第３の人生として充実した日 

々を過ごすことが出来たと感謝しております。 

この１７年間、障がい者福祉は大きな変遷をしました。京都市の障害福祉 

課長を拝命していました昭和５８年頃の福祉施設は国からの措置費をうけて 

一定安定した運営が約束されていたのですが、平成１５年に支援費制度が実施され、平成１８年

に障害者自立支援法が施行されると、財政収支が著しく悪化し、全国的に経営困難な施設が多発

するという厳しい状況が生じ、これを正すため、平成２２年の障害者自立支援法改正（平成２４.

４完全実施）、そして平成２５年の障害者総合支援法施行へと移り変わってきました。この間二

度の政権交代があったことから事業の先行きが定まらない不安定な状況を余儀なくされたと思っ

ています。何はともあれ、平成２８年及び２９年の社会福祉法改正によって法人運営のガバナン

ス強化等を促す抜本的な見直しで、法改正は一応の決着を見たのではと思っています。 

私が在任していた間、施設長の皆さんや職員の皆さんの熱意でもって、より多くの障がい者を

受け入れるため、それぞれの施設内での事業拡張の取り組みや、法人全体の協力の下で、新しい

施設を建設するなど、障がい者のニーズに応える取り組みをして頂き、ご承知のように多くの施

設建設に取り組むことが出来ました。そのことは、平成１６年度の決算収入額８５９百万円に対

し３０年度の決算収入額１,６３８百万円と言う倍に近い額に成長していることでも、その裏付け

がされているのではと思います。 

このほか、第三者評価の受診や２期にわたる中長期経営計画の策定、法人の災害対策マニュア

ルの纏め、そして三度にわたる京都市公の施設の指定管理者の受託など、総てが職員の皆さんの

努力によって全うされたものです。また、法人ロゴマークの創設と法人名称変更も一つのエピソ

ードとして記録に残すことが出来ました。 

心残りは、いたはし学園の移転、伏見センター1階の分室問題解決と女性用グループホームの

新設、そして人事評価制度の完成にあります。 

今後も障害者総合支援法のもとで、厳しい国からの注文が来ることと思いますが、役職員の皆

さんが力を結集して頂く中で、難関に対応していただけるものと確信しております。 

社会福祉法人 京都障害者福祉センターを宜しくお願いいたします。 

 

 

 理事長就任あいさつ 
社会福祉法人 京都障害者福祉センター 

理事長 前田 文男 

 

令和元年 6月 20日に開催されました理事会におきまして、前理事長 安田

行雄の後を継ぎ、若輩ながら理事長に就任いたしました。我が国の社会福祉が

大きな変革期を迎えて制度の見直しがまだまだ続く中で、理事長の職に就くに

あたり、その責務の重さを痛感しております。 

社会福祉法人は、イコールフッティング、内部留保、公益的活動、ガバナン

ス、経営の透明性、などをキーワードにして急激な制度改革が進められてきま

した。これらは、裏を返せば社会福祉法人が付加価値の高い社会福祉事業の提供、そして地域の

福祉を支えるための大きな期待を寄せられていると受け取ることができます。そのため、私たち

に求められている福祉ニーズに応えられるよう地域の声に耳を傾け、より一層地域にとってなく

てはならない存在となることができるよう、社会福祉法人だからこそできることを常に念頭に置

き、その使命を果たせるよう職員一同と共に努力してまいりますので、どうか前任者同様、今後

も更なるご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 
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Ｂ型事業所の可能性は∞ 
 
松坂桃李くん出演のパーフェクトワールド、みなさんは御覧になられてるでしょうか？このド

ラマのモデルになられた方と建築家で私の旧友のＴ氏がお会いする機会があったそうで、Ｔ氏｢障

がいをお持ちの方々の苦労を知らずにバリアフリーを進めてきてしまった｣と反省していました。

私が障害分野で仕事をしているのにも関わらず、このような発言が出てきたことは私にも啓発不

足の責任があるのではないかと思ったりします。なぜかというとその旧友Ｔ氏と飲みに行く度に

「八木ちゃんは福祉のお仕事なんやね。介護してるんや。」と言われます、その度に私が｢うちの

施設はお仕事をメインに提供しているので介護や介助は比較的少ないし、無い日だってあるぐら

いだよ～｣と説明をしてもなかなか意識には届きません。お酒の影響もあるにせよ、Ｔ氏の心に届

かないのは私の不徳のいたすところですが、福祉＝介護が一般的な認識なのでしょう。ちなみに、

わたくしはドラマ観ていません、ガッキーが出ていませんので。 

そろそろ本題に。 

洛南会館喫茶業務の水曜日と金曜日（今年度から月１回月曜日もです）は、洛南授産所のご利用

者さんが、仕事として従事しています。あるときコーヒーを淹れるメンバーによって味が違うと

いうことになり、「どうすれば毎回美味しく淹れられるのだろう？」と、なった訳です。試行錯誤

のなか、いつも同じ味を出すことはできなかったり、適当に淹れている方のほうが美味しかった

り（笑）と。でその熱心な想いに応えたくて就労 

経費でマルトシコーヒーさんに講義を賜る機会を 

設けました。喫茶に従事頂いている喫茶店世代と 

カフェ世代がコーヒーの奥深さを感じ、これから 

も切磋琢磨され美味しくなっていくことでしょう。 

ただ、講義以来、暑くなりましたので淹れ立てを 

提供する機会が減ってきまして、冷えたコーヒー 

となるとまた勉強が必要となってきます。道具に 

ついても様々あり、助成金制度を利用して、高価 

なものを買ってはどうかとも思ったりしています。 

こんなことを進めているなか、コーヒーゼリーと 

かもやりたいね！と夢は広がります。 

一昨年だったか、印刷業務や下請け作業だけでは売上も頭打ちになるので次の一手をぼちぼち

と考えていますと寄稿したことがありました。有難いことに頭打ちにはならずに印刷の売上は伸

びており、下請け作業も安価な業務は受注しないようにして、職員はほぼ残業せずに、目標は達

成していたりします。残業減を掲げているので通常業務で新しいことに挑戦することはなかなか

難しいですが、ご利用者と職員が主体的に取り組むことで少しずつですが形が見えてきました。

主体的なのはもちろんご利用者なのですが、職員も主体的にならないとオモシロくなくて、続く

はずもないと思っています。 

まとめたものを紹介したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

洛南エリアＴＯＰＩＣＳ 【洛南障害者授産所】 
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◯クワガタ飼育 
 
裏庭の活用を考えておられた K さんは、しいたけ栽培とクワガタ飼育を提案されました。しい

たけ栽培は初期投資が大きく、現在のスペースでは難しく持ち越しとしました。クワガタはネッ

トオークションでも人気があり高額で取引されています。設備投資に必要なものがさっぱりわか

りませんが、職員が福知山市の事業所でやっているところがあると情報を仕入れてくれましたの

で、見学に行こうかなと考えています。販路は、メルカリマイスターな私に、ネットに長けている

メンバーが揃っておりますので、クワガタさえ大量生産できれば勝算ありでしょう。高額に取引

できるぐらい大きくするのに 5年とか掛かるようですが・・・。 

 

◯お墓掃除 
 
ご自身でも業者に依頼されている S さんの提案。崇高な作業が求められるのか一般的にはかな

り高額料金が設定されてました。遠くにあるお墓を気にされている方は多いので需要が高い気が

します。ＦＢとＨＰを活用して宣伝していけば、お坊さんより忙しくなるかもしれません。 

 

◯印刷班での発展 
 
① 個人誌に着目されているＫさん。京都は大学が多いので教授もたくさんおられます。自分の

研究結果を本として残しておきたい方々も多いだろうということで、営業用のチラシを製作

している段階で、1000枚撒けば一人ぐらい当るかもしれません。海外なんかでは学生が研

究結果を冊子にすることも多いそうで、大手出版社にはできない配慮や 100 冊程度の少量

ロットを作れるのは印刷班の魅力です。 

② 可愛らしい似顔絵を描くことが得意なＴさん。職員の似顔絵を名 

刺にインストールしようとなりました。先立ってされている事業 

者さんはありますので真似です。後々は似顔絵料を別途頂いて付 

加価値になればと考えています。 

③ 障がい者の方が使いやすいメモ帳作り。これは案だけの段階です 

が、片手が不自由でも使いやすいバリアフリーメモ帳という案も 

出されてました。 

 

 第三の柱とする事業は、収益化することを意識して案を募集した訳ですが、結果的に地域貢献

に通じることがわかりました。授産所は今年度から町内会に加入させていただき、防災訓練の参

加や回覧板での案内も可能となり、垣根がぐっと低くなったと感じます。 

 

ご利用者のストレングス視点はかなり浸透してきたと強く感じるようになりましたが、それを

生産活動につなげることはとても難しく、実践がまだまだ出来てないと感じていました。第三の

柱事業を募集することで、ご利用者の過去の経験や思いを形にできる可能性があることにワクワ

クしています。ただ、気持ちを伝えきれない方や持っているけど気付いていない方もいらっしゃ

るだろうと想像します。ひとりひとりの個性を引き出したり、見つけることが職員のマストであ

り、みんながワクワクできる業界でありたいものです。 

 

                         （京都市洛南障害者授産所 八木 証） 
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事業説明会を開催しました！！ 
 

6月 17日（金）に、放課後等デイサービス『らいと』にて事業説明会を実施しました。 

これまでの活動報告や子どもたちが作った作品を展示し説明を行いました。 

放課後等デイサービスに対する「報酬改定指標判定、区分導入」に関して「全国放課後連」より

の提言や制度変更によって生じた問題点について保護者に説明し今後のご理解とご協力を求めま

した。 

質疑応答では大きな災害が続く事から緊急時についての質問がありました。 

質疑応答の時間には職員、保護者の方とも緊張が少しとれ、質問や保護者同士で会話される様

子等、和やかな雰囲気に包まれました。 

保護者が子どもの作った作品を見て『らいと』での子どもたちの様子を想像されていました。

「自分の子どもの作った作品の特徴を見て当てます。」と言っておられた保護者もおられ和気あい

あいとした雰囲気でした。 

事業説明会後に子どもたちの様子を報告し共有できたのも大きな成果となりました。 

 

 
・あじさい               ・かさ 

 

 

（放課後等デイサービス『らいと』：中山 諒亮） 

 

 

※全国放課後連の主な提言は以下のとおり。 

・２０１９年調査で明らかになったこと 

① 国は、２０１８年度報酬改定にあたって「支援の質の低い放課後等デイサービス事業

所」を撤退させる事を目的にしたものだと表明してきたが、実際には日々質の向上に

努めている事業所が困難に陥っている。 

②報酬改定の基本枠組みである子どもの状態の指標判定とその結果にもとづく報酬区分

制は子どもを対象とする事業にふさわしくない。 

③「支援の質」を問い「儲け本位」の事業所を減らす必要はある。そのためには、障害の

ある子どもの放課後生活を豊かにするための活動はどうあるべきかという視点を持ち、

子どもにたいして手厚い支援が出来るよう努力している事をこそ評価すべきである。 

伏見エリアＴＯＰＩＣＳ 放課後デイ らいと】 
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育て！観察力！ 
 

すてーじには現在 1０匹のヒメダカがいます。 

卵から返った赤ちゃんメダカもずいぶん大きく 

なり、この春水槽の大きさがグレードアップし 

ました。 

先日、アゲハ蝶の幼虫もサナギから羽化し、 

きれいな蝶になりました。子供たちは「メダカ 

大きくなった」「サナギの色が違う！」「蝶々に 

も毛が生えてる！」と興味深く観察していまし 

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年は屋上にてアサガオの種を植えました。どんな色に育つのか、子どもたちと一緒に楽 

しみながら育てています。 

野菜も何か植えたいなぁ…と、色々と考えた結果、オクラを植えることにしました。みん 

なで育てて、収穫したものを美味しく食べる体験が、すてーじで出来ればと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

綺麗な水槽の中をメダカが泳ぎ、アゲハ蝶が幼虫から羽化していく様子、植物が生長する様子

を観察することによって、動植物が生きて変化することを少しでも学んでもらい、またこれから

も色々な体験を通して、子供たちが健やかに成長していけるよう取り組んでいきたいと思います。 

 

       （放課後等デイサービス すてーじ：中西 知奈津） 

山科エリアＴＯＰＩＣＳ 【放課後デイ すてーじ】 
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話を聴く行為についての是非 
 

「そもそも私、話を聴きすぎですかね？」 

 

という疑問や疑惑？が相談支援を行っている職員の皆さんからは必ず出てくるのではないかなー

と感じています。最近、他の相談員からそのような相談があり、僕自身も悩みながら…という答

えが率直な返答ではありましたが、今回そのような疑問についてこの紙面を使って考えてみたい

と思います。 

 

－そもそも話を聞く事がまず相談員の仕事－ 

 
その通り、話を聞かないと相手の事がわからず気持ちを汲む事ができない、ので聞くことが大

事です。しかし不安感が強く、何回も「話を聞いてほしい」と言ってくるケースだとどうでしょう

か。限られた時間の中で、同じ話の繰り返しだと「またその事か…」と。 

また話を聞く中で「余計に混乱させてしまっているのではないかな…」と不安に思う事がありま

す。 

私達がお会いする方々の中には、疾患名はついていないけど、恐らくパーソナリティに課題が

あるかな…と直感で感じるケースがあり、何回も相談があったりすると「聴きすぎ？」「あまり聴

いてはだめ？」という不安に囚われます。では、どのように捉えたらいいでしょうか。 

 

－YES。皆、愛情飢餓－ 

 
私も少なからずそうですが、パーソナリィー障害の背景には、父母から与えられる愛情が生育

過程で得られなかった事によって、少し形が変わった自己が形成されます。イメージとしては○

にたんこぶが出来たり、○の一部が欠けていたり。 

その部分を補うために、人に頼らないとだめだ！という囚われや、○○しなければだめだ！と

いう思考になったり。その部分が高じ他者への依存が強くなり、相談員に来てもらいたい！その

ためすぐ連絡！等という行動に現れます。ある時には、注意を引くために倒れてみたり、「ハイジ

ャンプして死んでやる！」と大声で泣いたり叫んだり…と過剰な行動に駆られる場合もあります。 

安心を得るために、極端な行動や行為、０か１００か、または、黒か白かという二分法的な考え

方でしか相手の事を汲み取る事ができず、過剰な行為になりやすくなります。 
 

－そこで本題「聴きすぎはだめか？」という事について－ 

 
基本的には最初に書いた通り聴くことが大事。 

しかし、何回も連絡が入る事に対しては、こちらにも時間の制約があるわけで「聴く時間が…、他

の相談が…」という焦りになるわけですが、肝心なのは、「本人の話に一喜一憂せずに一定の態度

で変わらずに関わる事が大事」になります。要は聴き方、なのです。 

同情せずに盛り上がり過ぎず、本人の気分のベクトルを打ち消す方向に、冷静な視点で話をする

事！がとても大事となります。 

ただ時間の制約も必要であり「ここまでね」というラインも引きつつ話をする事がとても重要

になります。距離を取り、冷静な視点で、プラス良いところを指摘しつつ話をする事。その関係性

を長く続ける事で、「長く変わらない気持ちで接し続ける人がいる…」という事を、身をもって体

験する事で自己変容が生じてきます。 

 

（支援センター「らくなん」：大塚秀樹） 
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