２０１４年度事業報告書
社会福祉法人 加島友愛会
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２０１４年度 事業報告全体総括案
Ⅰ．はじめに
戦後生まれ団塊世代が７５歳を迎える２０２５年には７５歳以上の高齢者比率が１８．１％となり、高
齢社会における社会保障費の増大に備え社会保障審議会等では、今後、増えつつづける社会保障費への対応
や介護職員の確保に向けて議論を重ねてきています。現行の福祉制度の基底には２０００年の社会福祉基礎
構造改革があります。この改革では社会福祉制度全体が、社会的弱者の援護救済から、全ての国民の社会的
な自立支援をめざすものであることが基本理念として明示されています。
また制度改革では、
「利用者による選択」と「事業所と利用者の利用契約」する仕組みとし、事業者は国・
地方自治体からの出来高払いの「報酬」及び「利用者負担金」を受け取る仕組みが導入され、高齢分野では
２０００年に介護保険がスタートし、障害分野では２００６年障害者自立支援法がスタートしました。
この改革から１５年が経ちましたが、高齢、障害分野それぞれ状況はまた様変わりしています。また新た
な課題も浮き彫りになる中、今後の福祉制度について再考する時期となっています。
こうした中、２０１４年度に厚生労働省では、高齢・障害分野のそれぞれで２０１５年度報酬改定に向け
た議論がなされました。最終的には高齢分野の報酬改定では２．７％減のマイナス改定となり、障害分野は
プラスマイナス０改定となったものの、新たな充当分の予算確保に対応するため実質的にはマイナス改定と
なり、当法人にとっては、大変厳しい報酬改定となりました。他方、この報酬改定によって、介護職員の処
遇改善が充実され、平均月額１人１５，０００円の処遇改善加算からさらに上の平均月額２７，０００円相
当の加算が創設されました。
当法人としても、報酬改定に対応し、制度上の非該当職員も含め、更なる職員の処遇改善を実施する予定
です。
一昨年より、社会福祉法人の在り方について議論されておりましたが、２０１４年度は社会保障審議会の
中に福祉部会が設置され、社会福祉法人改革制度について報告書がまとめられました。政府は社会福祉法の
改正を予定しており、社会福祉法人改革については、その報告書の内容を大きく反映した改正案となってい
ます。ガバナンスの強化、財政規律の確立、地域貢献の可視化などが改革の柱となっています。
また、政府・与党の税制調査会で２０１５年度税制改正に向け、社会福祉法人への課税を検討されてきま
した。結果、今税制改正での課税は見送られることとなりましたが、社会福祉法人への課税は引き続き検討
することとなっており、まだ予断を許さない状況です。
この４月からは生活困窮者自立支援法が施行され、自立支援相談や就労準備・訓練等が制度化されました。
当法人としても生活困窮者への支援の充実に向けて検討を始めなければなりません。
このように、福祉・介護の状況は大きく変化し、それらに対応するために法制度も見直しや創設が頻繁に
なされている状況です。
当法人もこれらの状況をしっかり捉え、新たなニーズや社会福祉法人として時代の要請に応えられるよう
取り組みを進めていかなくてはいけません。

Ⅱ．地域に夢を社会福祉レインボープラン１０年計画の推進
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「社会福祉レインボープラン１０年計画」は、加寿苑の待機者解消を目指す介護付き有料老人ホーム「リュ
ミエール加島」
、小規模多機能型居宅介護事業「ミント」
、市営住宅ストック計画にともなう障害者グループ
ホームの移転問題、障害者グループホーム「トレフル」及び「ヘルパーステーション」、豊中市の障害者就
労継続支援事業Ａ型（雇用型）
「ル・プラス」など第１期は２０１３年度で完了しました。
１０年計画では、第２期として、①保育事業、②児童擁護、③人材確保と人材育成（当初は「医療・福祉
専門学校」
）を掲げてきました。
２０１４年度は、加寿苑で発生したサービス残業問題の対応に本部事務局が多くの労力と資金約４０００
万円余を費やさざるを得なかったこと、有料老人ホーム・リュミエール加島および小規模多機能型居宅介
護・ミントが運営的に厳しい状況が引きつづき、３年での事業収支バランスが取れないことが明らかになっ
たことなどにより、法人全体として人的にも資金的にも第２期に着手する余裕はなく、２０１４年度はレイ
ンボープラン第２期に備え資金・人材など力を蓄積すべきと判断し、第２期実施の時期は新年度への積み残
しとなりました。
しかしながら、１０月大阪市が旧加島人権文化センターを売却することが明らかとなり、状況は一変しま
した。
法人本部は、大阪市へ「当該物件の加島友愛会への譲渡」の要望書を提出するとともに区内市会議員への
協力要請を行い、１２月には大阪市当局と協議を行いました。
結果的には、要望書について大阪市は拒否し、３月に一般競争入札による売却が実施されました。
当法人はこの一般競争入札に参加、入札の結果当法人が落札し、大阪市と売買契約を交わして４月１６日
に売買代金・所有権移転登記費用を支払いました。４月２４日に旧加島人権文化センター２，０８４㎡の敷
地は当法人所有となりました。
レインボープラン第２期を具体化する用地の確保により、２０１５年度はどのような福祉事業を計画する
か、既存建物撤去猶予期間２年という時間的制約の中で早急に固めなければなりません。

Ⅲ．

加島・三津屋から他地域・市内・府下・他県への事業展開

豊中市で始めた障害者就労継続支援事業 A 型「ル・プラス」の「ふとん類のリサイクル」は売上が月額４，
４６２千円、１日平均利用者数１５．４人、一般企業への就労移行２人と開設２年目で目覚ましい実績を
上げています。
また、１０月には豊中市の緊急雇用事業を受注し、６人の障害者が利用するなど「ル・プラス」は順調に
事業展開しています。
豊中市での更なる事業展開を図るため、精神・知的障害者の中でも自立度の高い人を対象とした就労移行
支援事業を開設すべく活動してきました。
レインボープラン第２期に備え、当年度は人的資金的蓄積、準備期間としてきましたが、新年度以降も他
地域への事業展開を積極的に進めていかなければなりません。

Ⅳ．
①

職員について
法人全体での職員数は、２０１５年４月現在、本務職員１４６人、常勤嘱託職員３５人、非常勤職員１

３３人で合計３１７人（うち兼務７人）となります。
昨年２月職員実数２９６人のうち男性は１３４人、女性１６２人となっており、平均勤務年数は、本務
職員が男性８年１０ヶ月、女性７年３ヶ月で、常勤嘱託・非常勤職員を含む全体では男性５年０ヶ月、女
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性４年８ヶ月となっています。
職員の介護に関わる資格については資格手当を支給しています。昨年４月現在の実職員数３１０人のう
ち１２９人に支給、内訳は介護福祉士４９人、社会福祉士９人、精神保健福祉士３人、介護支援専門員０
人（他資格で受給）
、看護師・准看護師１３人、管理栄養士・栄養士６人、理学療法士１人、鍼灸師１人、
ヘルパー１級１人、社会福祉主事２４人、教諭３人、保育士・幼稚園教諭１３人となっています。
有資格者数は、その施設・事業の介護サービス水準を示すものとされ介護報酬に反映されます。なお、
ヘルパー２級・無資格の職員にも３年以上勤務している者に資格手当を支給しています。
②

職員の離職問題、定着性の課題は、慢性的職員不足の状況の中で一昨年加寿苑で発生したサービス残業
問題が示すように、対象職員全員に４１９６万円余（法定福利費別）の時間外手当を支給して一応の解決
をみたものの基本的解決といえるものとは考えていません。
「働いてみたい」
「働いて良かった」
「やりがいを感じる」との評価を受けるような加島友愛会、各施設・
事業のブランド力の醸成、人材育成・教育プログラム、事業方針に対応する適正な職員配置数問題など課
題は継続して取り組まなければなりません。

③

母子・父子世帯など単親で扶養する職員、扶養家族に障害者がいる職員には、扶養手当の単価を引上げる
などの優遇措置を講じており、１７人が支給対象です。
（本務職員・常勤嘱託職員の５．５％）障害者雇用
数は２３人で障害者雇用率１７．２８％（法定雇用率２．００％）となっています。この高い障害者雇用率
は豊中市で運営する障害者就労継続支援事業 A 型（雇用型）事業所ル・プラスの障害者雇用の増進などによ

るものです。
当法人の社会福祉事業が、加島・三津屋地域などの雇用促進だけでなく、社会的弱者といわれる人たちの
雇用促進など地域社会に貢献できるよう努めてきました。

Ⅴ．
①

本部機能の強化と事業運営の効率化・健全経営
当法人の社会福祉事業は、高齢者福祉部門が３施設（加寿苑・リュミエール加島・ヘルパーステーショ

ントレフル）１３事業、障害者福祉部門が５施設（加島希望の家・アンダンテ加島・かしま障害者センタ
ー本館・北館・豊中市ル・プラス）２０事業を運営し、利用者実数は本年２月で Link 卒業者会を含める
と１，０１９人という規模で展開しています。
また、職員数も実総数で３１０人になり、２０１４年度決算の事業活動収入は、１６億７，５５７万円余
という規模になります。
こうした事業規模の拡大にともなう事業管理、労務管理、会計経理、総務・庶務などの本部事務局の業
務量の増大への対応として、事務職員を増強（一昨年）するとともに、業務の見直し・業務分担の見直し
職員のスキルアップなど本部機能を強化してきました。
旧加島人権文化センターを活用したレインボープラン第２期をめざした準備室の立ち上げなど、本部機
能のさらなる強化が新年度の課題となります。
②

本部と施設長で構成する経営会議では、毎月の事業実績報告、当面の事業計画、各施設の事業報告と事
業計画、職員の状況や求人募集、人事評価、イベントなど友愛会事業全体を把握し、課題を共有し方針
を立て実施してきました。
また、会計経理については、毎月、常務理事（会計責任者）・経理部長・本部事務局長にて現金、預貯金
などを点検し、実査報告として理事長に提出しています。
当年度の事業運営は、効率的に、円滑にすすめ、決算報告・施設事業報告のとおり健全な経営をしてきま
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した。
③

高齢者介護の世界は、２０００年の社会福祉基礎構造改革以来、市場競争原理が導入されています。一
般企業・個人企業・農協・生協・NPO 法人など様々の経営主体との競合がますます激しくなってきていま
す。
この加島・三津屋地域でもこの１０数年で福祉事業者が急増、その影響を受けて加寿苑デイサービスの
利用数が減少、小規模多機能型居宅介護ミントの利用者確保に困難さが増しています。
こうした地域の状況を踏まえて、高齢者部門・事業単位に任せず、本部が的確な方針を示し実行すること
が急務となっています。

Ⅵ．
①

人事考課（評価）制度の実施
キャリアパス構築に関わって、管理職体制の改革、就業規則の改定、給与体系の改定、職務ランク（職

責）別の業務基準書を一昨年整えました。
当年度も、人事評価は年２回実施しており、人事評価の結果を人事評価会議（理事長・本部事務局、施設
長で構成）にて集約・検討し、常務会に諮った上で夏・冬季賞与に反映させました。
また、課長以上の管理職についても本年度に入り、施設長など管理職に２０１４年度の業務評価、職務遂
行能力についてアンケート形式で自己評価させ、理事長は必要がある職員のヒアリングを実施、その上で理
事長が総合的に評価し２０１５年度の基本給を決定しました。
②

一般職員はともかく管理職に、キャリアパスや人事考課制度についての理解は進んでいるものの、経営
的観点で事業を分析することに欠けている者が多数いて、そのポストに求められる能力や業務内容につい
て全く理解していない者もいます。
施設経営に携わる者の意識改革、管理職の適材適所・組織の機構改革が必要です。

Ⅶ．
①

法人全体の事業実績と事業収支

総じて、順調に発展的に福祉事業は運営されてきました。
各施設・事業部門については、施設長・事業責任者が報告します。

②

事業実績、事業収支結果について、経営責任があり「管理監督の地位にある」理事長をはじめ施設長・副
施設長・事務局長・部長・課長はその地位や給与などで責任を明らかにしなければなりません。
一般企業などが参入し福祉施設など福祉事業が市場競争原理で運営される時代となったことをふまえ、約
１０００人余の利用者、３００人余の従業員を抱える加島友愛会を守るためには、法人運営責任者が一般企
業の経営（成果主義）に学び法人事業運営に活かし成果を示すことが肝要です。
２０１５年度の昇格・昇給を査定するにあたり、管理職については、各人の人事評価を行った上で給与を
決定しています。昨年度の業務実績・事業実績によっては昇給もあれば降給、昇給停止の者もおります。
今後も、この考え方・姿勢で加島友愛会の運営経営にあたります。

③

リュミエール加島の現場状況把握と業績向上を図るため、月例の運営会議に理事長が参加してきました。
人員不足の中で生じた労務管理問題（サービス残業問題）など運営状況にさまざまな課題を抱えていると
判断し、加寿苑についても月例の運営会議に理事長が参加してきました。
高齢者福祉部門については、特養加寿苑以来約１５年を、介護報酬の改定など外部環境の変化があるもの
の、利用者状況、職員状況、事業収支状況、その他施設内事業間連携、リュミエール加島と加寿苑間連携な
ど経営的運営的視点でみると多くの問題があります。
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これらの問題・課題を共通化し連携を強化するため、高齢者部門会議を昨年度以来開催してきました。
いまだ端緒についたところですが、旧加島人権文化センター活用の課題が新たに浮上し、高齢福祉部門会議
が重要な役割を果たさなければなりません。
④

利用者の状況については、２０１４年度加島友愛会の高齢・障害それぞれの福祉サービスの利用者は、
高齢福祉で４５２人、障害福祉で Link 卒業者会１０４人含め５６７人、合計１，０１９人ありました。
うち加島・三津屋地域内が全体で４３２人約４２．４％、高齢者部門では３０６人６７．７％、障害者部
門では１２６人の２２．２％となっています。
障害福祉サービスには大阪市内全域から利用いただき、豊中市内の利用もル・プラスが昨年より増加して
います。
詳細は、
『資料：社会福祉法人加島友愛会２０１４年度事業概要』

⑤

事業収支については、事業活動収支計算書（新会計基準）で見ると、事業活動増減の部では、収入が前
年度比２．２４％増の１，６７５，５７１千円、支出が５．９１％増の１，５５３，５３７千円、増減差額
が１２２，０３４千円と２９．０２％の大きな減額となりました。
経常増減差額も１２６，０７７千円と２０．４０％減額、昨年度を大幅に落ち込んでいます。
増減差額の大幅な減額の要因は、加寿苑のサービス残業問題解決に当年度分として３４，３６７千円の時
間外手当を従業員に支給したことにあります。これがなければ、さらに増減差額は増益となったでしょう。
支出の大半を占める人件費支出および福利厚生費・職員研修費は、１，０５８，４７２千円（前年度９８
５，７３１千円）となり、人件費比率は６３．１７％（前年度６２．３１％）になります。
人件費支出額には時間外手当を含んでいますが、それでも収入の大幅増が人件費支出の伸びを吸収した形
で人件費比率の伸びが抑制されました。
なお、定期昇給を実施し、本務職員の夏・冬のボーナスを基本給×４．５ヶ月分支給、常勤嘱託職員にも
支給しました。
減価償却後の資産合計は、旧加島人権文化センター敷地を含め３，１５５，５３７千円と前年度比８１，
００５千円増額、負債を差し引いた純資産は、２，２３３，９１２千円と前年度比１６，０２７千円の減額
でした。

Ⅷ．リスクマネージメント
①

各施設では、事故防止、感染症予防、防災対策に努めてきました。
インフルエンザの予防注射については、法人が全額を負担する形で全職員接種を呼びかけ、利用者にも
任意でしていただいています。
アンダンテ加島で２月にウィルス性の腸炎に入所者１７人が感染しましたが、幸いにも皆さん軽度な症状
で収まりました。また、感染拡大の措置を講じ５日で収束することができました。
同じく、リュミエール加島でもウィルス性腸炎に入所者１８人感染し、こちらも１９日で収束しています。
送迎などで使用する車両は、法人全体で２５台あり、全て自動車保険に入ってます。施設内での物損事故、
送迎途中での「接触事故」など３件がありましたが、保険会社を通じたりして問題は解決しています。

②

高齢者・障害者ケア付き市営加島南第３住宅は、当法人が大阪市の委託を受けて『高齢者・障害者が自
立して快適な生活を営むことができるよう緊急時通報システムと生活援助員による生活相談や緊急時の一
時援助が受けられる』制度にもとづき、当法人職員が居住してサービスを１９世帯の方に提供してきました。
昨年１０月ころから、住民の１人が当法人職員の生活援助員に苦情を訴えてきました。文書や電話で加寿
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苑、法人本部、大阪市に対し執拗な行動をとり、生活援助員が精神的に疲労困憊の状況となりました。
本部が住民を集めて「ケア住宅制度とは何か」「生活援助員の業務とは何か」基本的なことを説明し、生
活援助員の交替を告げて住民全員の了解をえました。
その他、利用者・家族との連携は良好な状況にあり、特段の苦情はありませんでした。

Ⅸ．人材の育成・確保、職員研修
①

本部主催の新採用職員基礎講座、各施設独自の新人職員教育プログラム外部研修、行政主催の研修、自
閉症ｅネットサービスの研修など個別専門分野研修に職員を積極的に参加させてきました。

（研修実績は、別途資料を参照してください）
②

人材の確保については、ハローワーク・福祉人材センター・求人広告会社の活用、福祉専門学校への働き
かけなど積極的に取り組んできました。
しかし、福祉専門学校の学生が少なくなっていること、転職して福祉分野に仕事を求める人にはミスマッ
チが起こりやすい状況があります。
現状として、人材不足の問題が施設現場では恒常化しています。

Ⅹ．米の産直交流、ジョブコーチ人材育成、国際貢献交流
滋賀県の JA 東びわこ・特別栽培米部会との「顔の見える安心・安全な米の産直交流」は、住吉の仲間と
始め２０年目を迎えます。
５月の田植えには８２人、１０月の稲刈りには７９人の施設利用者・職員が参加しました。
当法人の米購入量は、２０１４年４月～２０１３年３月（２６年産米）で１７，２２５㎏（前年度約１
７，２１０ｋｇ）の微増実績となりました。
この地産交流では、尼崎市上の島地区の新設幼稚園が本年４月より購入をはじめ、この取組の輪が広がり
ました。
当法人の特徴ある取組みとして今後も継続していきます。
１０月、障害者職場適応援助者（ジョブコーチ）の養成研修を NPO 法人ジョブコーチネットワークと共催
して第６回目を実施し、全国から４８人が参加し大きな成果をみています。
今年も、JICA（国際協力機構）の委託によりマレーシアの障害者雇用促進の人材育成に関わり、講師派遣
や見学受け入れをしました。

ⅩⅠ．
①

機関運営・機関紙発行・ホームページ

理事会

５／２４

１０／４

１２／６

３／２２

３／１２

３／２１

②

評議員会 ５／２４

１２／６

３／２１

③

常務会

④

経営会議 ４／１４ ５／１２ ６／１０ ７／１４ ８／１８

５／８ ５／２０ １０／１ １１／２８ １／２９ ３／６

９／１０ １０／１４ １１／１０ １２／８ １／１３
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２／９ ３／９
⑤ 『かしま友愛』発行

第２７号（６／１７） 第２８号（１／１）
第２９号（６月末予定）
約２，２００部配布

⑤

ホームページ

刷新中です。
（7 月頃リニュ―アル予定）
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加寿苑
Ⅰ．はじめに
加寿苑は、１９９６(平成 8)年に美津島地域在宅サービスステーションとして開設され、介護保険制度が
始まる直前の２０００(平成１２)年３月に特別養護老人ホームとして再スタートを切りました。
加島・三津屋地域にある唯一の特別養護老人ホームとして、入所部門(定員 84 人)を中心にショートステ
イ(定員 16 人)、デイサービス(定員 23 人)、居宅介護支援事業、地域包括支援センターなどの事業を展開し
ています。
「
『住まい』として利用者に日常の生活を送っていただけるよう、また加寿苑での暮らしに『いきがい』
『やすらぎ』
『ゆとり』を感じていただけるよう努める」を基本理念として、ケアの質や利用者・家族の満
足度を高めるため、利用しやすい体制づくり、職員の確保、研修等によるレベル向上をはかっていきます。

Ⅱ．利用促進
特別養護老人ホームでは、年間の利用状況が一日平均８１．４人（入院者のぞく、13 年度は 80.3 人）で
した。
ショートステイでは、一日平均１３．１人が利用しました(13 年度 14.0 人) 。
入所とショートステイを足した年間稼働率は 94.53％（14 年度 94.29％）で目標数値の 95％には至りませ
んでした。前半に退所者が多く、新規入所者の決定に時間がかかったことなどが原因として考えられます。
デイサービスでは、一日の平均利用者数は１６．７人（稼働率 72.7％）となっています(13 年度 18.5 人) 。
デイサービスの稼働率は９０％と設定していましたが、長期入院者の増加や他事業所との競合などで利用者
の獲得が伸び悩みました。ケアプランセンター等への営業活動が継続して必要です。
ケアプランセンターでは年間のケースが５６３件となっています。年度途中からケアマネージャーが１人
体制となり、ケースの増加をはかることができませんでした。
2011 年 4 月より事業受託した淀川区西部地域包括支援センターでは、総合相談２８６４件、予防プラン
１５７２件を担当しました。
加島南住宅高齢者ケア付住宅の生活援助員設置も１２年目を迎え、加寿苑がバックアップ施設となってき
ました。

Ⅲ．「ゆとりを感じさせるケア」の具体化
前年度に引き続き「ゆとりを感じさせるケア」を目標とし、具体的な課題として「利用者・職員間のコミ
ュニケーションの増加、個別ケアの重視、事故の回避」をあげました。リスクマネジメント、感染症、床ず
れ防止の研修会を各２回実施し、職員間の認識の統一をはかってきました。
特養のフロアでは、
「年齢や介護度、それまでの生活習慣の異なる利用者を一堂に会して介護することに
は無理がある」との視点から、デイルームの小規模化に継続して取り組んでいます。利用者が落ち着いて過
ごすことのできる空間作りは、今後他施設の工夫からも学んでいかなければなりません。
また 2012 年度から実施している「看取り」の取り組みでは、5 人の「看取り」をおこないました。
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特養各フロア(ブロック)の年間目標(2014 年度)
◇1 階

「家族との関係を深める」

◇2 階① 「排泄に関する問題を解決し、快適な生活を送る」
◇ 〃 ② 「職員のレクリエーション技術の向上」
◇ 〃 ③ 「入所者の楽しみを見出す」
◇3 階 A 「排便ケア ～入所者の生活の質の向上を目指して～」
◇ 〃 B 「続・食堂の小規模化 ～入所者が落ち着く環境を作る～」

Ⅳ．人材養成
人材養成として「職員養成」
「ボランティア養成」「実習生養成」の 3 点をあげました。
現場職員の欠員状態が常態化する中で、時間外業務に対する見直しに取り組み、必要な業務の精査をおこ
なうことで、いわゆる「サービス残業の削減」に努めてきましたが、今後も継続していきます。
利用者の重度化に対応し、限られた人員の中でより良いケアを追求していくためには、研修の充実やモチ
ベーションの維持、風とおしの良い職場づくりが求められます。職員養成では、施設内研修の定例化ととも
にコミュニケーション研修、目標管理シートによる面接を継続しておこないました。今後はメンタルヘルス
の取り組みにも力をいれていかなければなりません。
ボランティア養成では、喫茶や洗濯などで家族や地域の方の協力をひきつづきいただきました。学生ボラ
ンティアに関しても夏祭りなどの行事に参加がありましたが、今後とも学校と連携した取り組みが求められ
ています。
実習生養成では、介護福祉士養成実習をはじめとして１５回３０人(のべ２８０人)の実習を受け入れまし
た。
近年職員募集をしても応募者が少ない、また採用しても続かないなどの傾向が見られます。新人指導のあ
り方を見直す中で、定着率の向上とレベルアップをはからなければなりません。
大阪市老人福祉施設連盟等主催の外部研修への職員派遣や内部研修(リスクマネジメント、感染症予防、
看取りなど)の実施をはかります。

Ⅴ．情報発信
機関紙『愛加』を年間 6 回発行し、その内容をホームページ上にも転載しました。週１回発行の『施設長
だより』や毎日更新の『施設長のブログ』で施設内外に情報発信をおこなっています。

Ⅵ．利用者の状況
特養の利用者は平均の要介護度４.２１であり、少しずつ上昇しています(3/31 時点) 。また２０１４年
度の退所者は１６人でした。
デイサービスは３月末で利用者５７人、平均介護度２．２３(要支援を 0.5 として計算) でした。
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リュミエール加島（介護付有料老人ホーム）
Ⅰ．はじめに
２０１４年度事業計画での年度末入居率９０パーセントの目標には至らなく、年度末での入居者は３９
人・３８室、平均介護度２.０７でした。
今年度の新入居者１１人・退去者７人、体験入居利用者は７人（うち入居者３人）でした。
一方、職員の確保に種々努めましたが、想定する員数を配置するには至りませんでした。入居者に安全・
安心な生活を提供し、介護の質を担保するためにも職員の確保に努めなければなりません。

Ⅱ．サービス提供
◇運営企画委員会
今年度は運営企画委員会のもとで、業務改善・レクリエーション・リスクマネジメント・節電の担当を設
け運営に当たりました。
業務改善・リスクマネジメントでは、業務手順のスタッフによる平準化、事故報告・分析・事故回避の認
識の共有に努めました。
節電については、３月に受変電設備点検を含め、日本テクノの提案による節電対策に本格的に取り組み始
めました。
レクレーションでは、入居者満足度調査、行事企画、日程調整、
「リュミエール加島のブログ」更新を行
いました。
主な行事として、バイオリンとチェロのコンサート（4/30）
、夏祭り（8/30）、敬老会（9/14）、お寿司の
日（12/1）
、リュミエール加島玄関での浜町会のもちつき（12/7）
、4/30 に来てくれたプロミュージシャン
等によるコンサートやマジックショー、フラダンスと多彩なクリスマス会（12/14）、年が明けてお花見会
（3/26）等開催しました。他に月 1 回開催のミュージックケア、書道サークル、園芸等の企画により、みな
さんに楽しんでいただきました。

Ⅲ．事故報告、感染症
事故報告は、今年度 107 件あがっています。主な内容は、転倒、服薬漏れでした。事故当日の対策検討、
スタッフ会議での再検討、リスクマネジメント委員会での事例報告により対策を講じ再発防止に努めました。
年が明けて２月にノロウィルスが発生しました。感染経路の特定はできませんでしたが、提供する食事に
よるものではありませんでした。簡易検査による感染確認者は３名でしたが、ノロウィルスによるものでは
ない方も含め症状の現れた方は２１名でした。初発者の入院はありましたが、比較的短期間（2/13～2/18）
に収束したことは、初めての経験ではありましたがマニュアルに沿った対応が機能したことと認識していま
す。今後、感染予防・広がり抑止のための、予防及び初発時の対応等の研修を考えています。

Ⅳ．医療連携
医療連携は、かしま診療所、さくらデンタルクリニックの訪問診療に加え、泌尿器科、精神科、歯科の訪
問診療等、充実したものになりました。病院等の受診の送迎・付添にも注力し、医療・健康面のサービス充
実を図りました。
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Ⅴ．地域連携
◇運営懇談会
運営懇談会に、浜町会生島会長、西町会越智会長、加島児童・民生古濱委員長に参加いただきました。あ
りがとうございました。
第 2 回の運営懇談会（11/1）では、ご家族から、認知症の勉強会を開いてほしいとの提案をいただきまし
た。次年度、ご家族にも参加いただける研修企画を考えます。
◇西公園清掃
西公園の清掃に参加しました。町内清掃にも加わりました。リュミエール加島の段ボール・古新聞を西町
会の回収に出させてもらっています。
◇浜町会もちつき
浜町会のもちつきは、今年もリュミエール加島の玄関軒下で行われました。入居者のみなさんも楽しんで
いただきました。

Ⅵ．職員体制
２０１４年度末での職員体制は、管理者１、事務員１、管理栄養士１、相談員１、介護支援専門員１、
看護師２、機能訓練指導員１、介護職員１０（本務６、派遣１、フルシフト常勤１、日勤常勤１、夜勤非常
勤１）
、短時間清掃員、送迎・清掃員１（ミント送迎含む）の計２０人でした。
入居者の安心・安全な暮らし、彩りのある日々を過ごしていただくためにも、引き続き職員の確保に努め
ます。

Ⅶ．広報・営業活動
８月に、主に淀川区内の居宅支援事業所３７件に空室情報を送付し、年が明けて１月に淀川区内の居宅
介護支援事業所を絞り込んで８件、病院２件（済生会中津、豊中関西リハビリテーション）、福島区地域包
括１件、豊中柴原～旭ヶ丘の居宅介護支援事業所１７件の計２８件、２月に入り豊中の居宅介護支援事業所
７９件を訪問しました。反応は限られたものですが、ケアマネージャーの見学来館３件、問合せ２件があり
ました。１月訪問の病院２件は、入居者が入院されていた病院の地域連携室と、問合せの電話があった病院
です。今後、これまでに入居につながった事業所や見学・問合せのあった事業所に絞って定期的な訪問等を
継続します。
電柱矢印看板広告、駅看板・新幹線下角地看板、広告パンフ配置（淀川・三津屋・加島・加島１の４郵便
局）を行いました。２０１５年度５月のことになりますが、郵便局配置の広告を見ての入居が１人あり、郵
便局のパンフ配置は継続を考えています。
資料請求・問い合わせは５９件（ホームズ３３、オアシスナビ５、その他インターネット３、情報誌すま
いるケア３、居宅介護支援事業所６、病院２）、見学は３７件ありました。
２０１４年度入居者（年度内退去含む）の経路は、職員紹介２、知人紹介２、居宅介護支援事業所２件計
３、ホームズ１．他インターネット１、病院１、加寿苑ケアプランセンター１、ミント利用者１の計１２人
（うち年度内退去３）でした。
「リュミエール加島のブログ」を継続しました。リニューアルの法人ホームページの活用を図ります。

Ⅷ．高齢部門会議
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これまで不定期に開催していた高齢部門会議ですが、２０１４年度後半には１１月７日、１月６日、３月
３１日の３回開催しました。リュミエール加島の入居者、ミントの利用登録者、ヘルパーステーショントレ
フルの利用者獲得には、法人内事業所の西部地域包括支援センター及び加寿苑ケアプランセンターの協力・
連携が不可欠であることを確認しています。
幸い、西部地域包括支援センターからのミントへの紹介は、２０１５年度に入って５月に３件あがってき
ています。トレフルへの紹介は、西部地域包括支援センターからは一定きていますが、介護予防の報酬は低
額であることから、加寿苑ケアプランセンターとの協力・連携を強め、要介護者の利用を獲得していかなけ
ればなりません。
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ミント（小規模多機能型居宅介護事業）
Ⅰ．はじめに
2014 年度の事業計画での登録者 20 人には至らず、3 月末の登録者は 6 人の取消者を除いて、13 人にとど
まりました。目標人数を大きく下回った理由として、現登録者が在宅生活の継続が困難で、入院または施設
入所が 6 人続いたこと。年間相談件数が１４件のうち 9 件を受け入れましたが、長期宿泊など利用者のニー
ズに応えられないケースが 5 件ありました。相談に直接来られた件数は 3 件に留まり、施設の周知がまだま
だ図れていないことも考えられます。施設の周知を図りながら、利用者のニーズに応えるべく、利用増を図
ります。

Ⅱ．事業総括
2014 年度年間登録者平均 13.74 人となり、通いを中心に事業を展開しました。通いでは平均 5.67 人、訪
問は年間平均 2.4 人の 63.39 分でしたが、4 月当初 1 日平均 2.36 人の 46.96 分、3 月末では 3.16 人の 89.51
分と利用人数が増えております。宿泊は、出来る限り要望に応じて年間 55 日開設し、平均 2.6 人の利用を
受け入れました。しかしながら、急な宿泊や連泊については体制が整わず、ご要望に応えることができませ
んでした。
利用拡大にあたって、地域包括支援センター、地域の代表と交え定期的に運営推進会議を開催しました。
また、リハビリテーション病院や各病院への営業活動を行い、1 月には淀川区東部地域包括支援センター主
催の事業者親睦会へ参加し周知を図りました。

Ⅲ．サービス提供
通いサービスの提供では、6 月にわらびもち、8 月にかき氷、9 月にどら焼き、10 月にはホットケーキ作
りをしました。外出機会の提供は、ｷｭｰｽﾞモールへの買物外出や 10 月には伊丹市昆陽池にあるコスモス園に
行きました。12 月にはクリスマス会で西加島保育所の園児との交流を図り、大変喜ばれました。
通いサービスの日ごろの様子を知ってもらうために、2 カ月に 1 回のペースでミントだよりを作成し、ご
家族へ周知を図りました。
訪問サービスでは、掃除や買物代行などの生活援助、通院の送迎と付添、遠方にお住いの家族の要望で安
否の確認など、前年度に比べて増えています。
現登録者の 9 割は単身世帯です。今後も単身者の相談は増えると見込まれます。次年度は訪問サービスを
強化し、その要望に応えたいと思います。

Ⅳ．職員体制
今年度は、常勤換算 6.5 人（看護、介護職員 4.5）でサービス提供に当たりました。次年度は引き続き収
支バランスを考慮しながら、職員の確保を図り、通いサービス、訪問サービス、ニーズにあった宿泊の受入
機能を発揮し、利用促進を図ります。

Ⅴ．広報活動
リュミエール加島のブログに、ミントの紹介記事を載せ定期的に更新しました。
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郵便局配置の広告にミントのパンフレットを同封し、認知拡大を図りました。
次年度は地域包括支援センターと連携しながら、地域ケア会議への参加や地域との関わりを増やし、認知
拡大を図ります。
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ヘルパーステーショントレフル
Ⅰ．利用状況
◇高齢ヘルプ
高齢ヘルプの２０１４年度の各月実利用人数合計は５６８人（介護２４１人・予防３２７人）であり、２
０１３年度と較べ３７人減（介護１５人・予防２２人）でした。提供時間合計は４０４４．２５時間（介護
２３７５.７５時間、予防１６６８.５時間）で、２０１３年度と較べ２７９時間減（介護１５０.７５時間・
予防１２８．２５時間）でした。介護予防の報酬は低いことから、要介護の方の利用者数・提供時間数の減
少が収入に影響したことは否めません。
また、２０１５年４月の介護保険の改定で、要支援の報酬が大きく下げられています。要介護の方の新規
利用を得るために、加寿苑ケアプランセンターとの連携及び区内各居宅介護支援事業所ケアマネージャーと
のつながりを追求していかなければなりません。
◇障害ヘルプ
障害ヘルプの２０１４年度の各月実利用人数合計は６５０人（居宅介護等４３１人・移動支援２１９人）
であり、２０１３年度と較べ３１人減（居宅介護等１２人・移動支援１９人）でした。提供時間合計は５２
６２.２５時間（居宅介護等３２２４.７５時間・移動支援２０３７.５０時間）で、前年比１３８８．５時
間減（居宅介護等４０６時間・移動支援９８２.５時間）でした。登録ヘルパー、ガイドヘルパーを募集し
ても応募者がいないことから、大幅に収入を減らしています。
また、障害分野も介護保険に倣って相談支援事業所を介して利用者を得ることが進行しています。法人内
事業所の COCOLO 支援センターとの連携強化を図らねばなりません。

Ⅱ．職員体制
２０１４年度に高齢・障害それぞれの事業で規定される月の実利用人数に対応するため、サービス提供
責任者を２人から３人に変更しました。
職員体制は、高齢が年度末３月段階で本務職員・常勤職員計２人、登録ヘルパー３人（常勤換算１．２５
人）
、障害は、本務職員・常勤職員計２人、登録ヘルパー２人・ガイドヘルパー８人（常勤換算１.０７人）
でした。年度の常勤換算は、高齢３.０２人、障害３.４１人です。
高齢・障害ともに、ヘルパーを募集しても業務適性に疑問符が付く者や、応募者自体が現れないことが続
いています。処遇改善加算の改定による特別手当の時間単価増額をアピールする等、ヘルパー確保を図らね
ばと考えています。
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アンダンテ加島
Ⅰ．各事業利用状況
◇利用状況は以下の通りです。
生活介護事業

施設入所支援事業

短期入所支援事業

日中一時支援事業

50 人

5人

5人

１７，６２９人

１，９２５人

４７２人

定員（登録者数） 50 人（51 人）
延べ利用者数

１３，２２２人

昨年度比

+

１３２人

+

２６４人

－

７２人

+

５７人

数値目標（１日）

４９．２人

４８．０人

５．２人

１．１人

実績（１日）

４９．２人

４８．３人

５．３人

１．３人

達成率

１００．０％

１００．６％

１０１．９％

１１８．２％

①生活介護事業・施設入所支援事業
これらはアンダンテ加島の本体事業です。両事業とも前年度より延利用者数が大幅に増加し、数値目標も上
回りました。これは前年度のような事故や精神状況の悪化等による長期入院がなかったことによります。
②短期入所事業・日中一時支援事業
これらは付帯事業です。短期入所事業（ショートステイ）は前年度に比べると延利用者数が減少しています。
しかし、過去５年間の平均の延利用者数（１９０１人）は上回っており、目標数値も超えることができました。
日中一時支援事業（宿泊なしの一時利用）は前年度より延利用者数も増え、目標数値も超えています。

Ⅱ．利用者関連
◇利用者状況（人）
２０代

３０代

４０代

５０代

６０代

7０代

合計

平均（歳）

男性

0

7

２3

3

3

2

38

44.9

女性

1

6

4

1

2

0

14

43.6

合計

1

13

27

4

5

2

52

44.6

２人の方がグループホームへ移行され、代わりに新しい方が２人入所されました。また、グループホームで
生活しながらアンダンテの生活介護を利用されていた方が特別養護老人ホームへ移られました。このように利
用者の方の入れ替わりはありましたが、平均年齢は 44 歳台、70 歳代の方が 2 人、60 歳代の方も 5 人と高齢化
はすすんでいます。
こうした傾向に対応するため、日中の活動内容を見直し、高齢者の方を対象にリクリエーション活動（通称
スマイル）を始めました。また、年末に施設内で餅つきも実施しました。
◇障害支援区分（施設入所・生活介護の合計５２人）
区分４

区分５

区分６

合計

2014 年 3 月末

２人

１９人

３１人

５２人

５．６

2015 年 3 月末

２人

１８人

３２人

５２人

５．６
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平均

全年度末と本年度末の比較では、平均は同じく５．６ですが、区分６の人が一人増えています。
また、2014 年度からは新たに障害支援区分となり、調査項目の内容や判定基準が変わりました。アンダン
テでは４人の方が新しい支援区分の判定を受けました。これまでのところ、結果は程度区分と比べて大きな違
いはありませんが、今後も適正に障害特性が反映されるよう対応に努めます。
◇行事など
5月

・18（日） 田植え

6月

・健康診断

7月

・プール活動

8月

・プール活動

9月

・プール活動
・20 日（土） 避難訓練（夜間想定）
・11 日（木）～12 日（金） 一泊旅行（名古屋）
・24（水）～25（木） 一泊旅行（京都・琵琶湖）

10 月

・18（土） 稲刈
・23（木）～24（金） 一泊旅行（あわら温泉）

11 月

・4（水） インフルエンザ予防接種

12 月

・健康診断
・10（水）～14（日） 衆議院議員総選挙投票支援
・30（火） 餅つき

3月

・19（木） 避難訓練（地震・火災想定）

・平日の日中はグループに分かれての作業（受注、洗濯、外、日中活動）。作業報酬としての軽食外出など。
・ 休日には余暇外出（カラオケ、外食、銭湯など）を設定。
・ 高齢者の方を主な対象としてリクリエーション活動（通称スマイル）を日常活動として新たに実施。
③感染症予防・事故防止
前年度はベランダから入所者が転落される事故が起きてしまいました。本年度はこうしたことを繰り返さな
いよう、事故防止に努めました。
感染症については、１７人の方に感染性胃腸炎による発熱・下痢症状が出ました。１週間作業・余暇などの
通常活動を中止し、感染が拡大しないように対応し、比較的早く収束することができました。今後も更に日常
的な感染症予防に努めます。

Ⅲ．職員関連
① 職員体制
従来通り、生活支援と作業支援に担当を分けて支援に取り組んでいます。生活支援員は年度途中に２人退職
者が出ましたが、2015 年度は 3 人の職員を採用し、職員体制の充実をはかります。また、医療的ケアの必要
性がますます大きくなっていることから、看護師は年度途中から 1 人を非常勤で雇用し、常勤職員とあわせて
2 人体制をとりました。
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②研修等
下記の内容の研修に職員を派遣し、資質向上に努めました。
・ 自閉症支援

・感染症及び食中毒予防対策 ・福祉制度の理解

・ 障害者虐待防止

・防災対策

・

・人権擁護

・高齢者介護

インド人権スタディツアー

（詳細は別紙参照）
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加島希望の家
Ⅰ．はじめに
今年度も、①一人ひとりの障がい特性を理解し自立に向けた支援 ②作業や余暇を組み合わせたメリハリ
のある活動の提供 ③安定した生活を送れる環境づくり ④職員の専門性を高め、資質の向上を図ることを
基本方針に事業を進めました。

Ⅱ．事業総括
希望の家では、基本方針をもとに生活介護事業をおこなっております。
2014 年度の延べ利用者数は 11,481 名、前年度は 11,584 名で 103 名減となりました。欠席の理由に体調不
良以外の事が増えてきており一層の個別対応が求められています。
１．個別支援計画に基づいた支援
年 2 回、策定会議を開き個々に応じた支援計画を作成し、支援を実施しました。希望の家の登録者 55 名
の内 26 名の方が自閉症、又は強い自閉傾向のある方の為、支援員には外部内部を通じて研修に参加させ、
障がい特性の理解と専門的な支援・対応がとれるよう努めました。
２．充実した活動の提供
班ごとの外出活動及び外食活動は年 14 回、春の遠足を 1 回実施しました。又、施設全体の余暇活動とし
て日帰り旅行と秋祭りを取り組みました。
利用者の年齢層や特性の多様化に応じた活動を行えるよう内容や活動時間の見直しを現在進めておりま
す。
３．送迎サービスの提供
引き続き、かしま障害者センター「むつみ」と連携し月～金、第１．３土曜日に送迎サービスを行いまし
た。新コースの利用も定着しております。
2014 年度実績 10,307 名(前年より 586 名増)

Ⅲ．職員体制・人材育成
１．福祉職員としての専門性を高めるため、計画的に外部研修に派遣しました。今年度は 17 回参加していま
す。特に自閉症関連の研修会では職員 1 名は運営側のスタッフとして参加協力しています。
２．実習の受け入れ
各福祉系の専門学校、大学からのべ 104 名の実習を受け入れました。内 1 名が職員採用に繋がりました。

Ⅳ．利用者拡大
2014 年度は各相談支援センター・特別支援学校から体験利用を延べ 8 名受け入れましたが利用登録には
至りませんでした。

Ⅴ．家族連携
5 月・10 月に個別面談を行い利用者の状況、家族のニーズの把握に努めました。
近年、利用者・家族とも加齢にともない家庭での介護力が低下しています。様々な問題・ニーズに対してど
20

う対応していくかが今後の課題です。

Ⅵ．数値目標
項目

目標値

実績

登録者数

55 人

55 人

1 日平均利用者数

45 人

43.16 人

常勤職員 1 人あたり

2.7 人

2.67 人

本務 8 人・常勤 8

本務 10 人・常勤 6

人・非常勤 2 人

人・非常勤 5 人

9500 人

10,307 人

1 日平均利用者数
生活支援員配置
送迎利用者数

Ⅶ．空調工事
１階作業室の空調設備につきましては、近年故障・修理を繰り替えしてきましたが対応年数を過ぎたこと
もあり、理事会・評議委員会の承認をうけ 1 階部の大規模な交換工事を行うことになりました。
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かしま障害者センター Ｌｉｎｋ
Ⅰ．はじめに
Ｌｉｎｋでは 2014 年度事業計画において基本方針として以下の項目を掲げています。
①一人でも多くの利用者が、働くことにより社会の中で評価を受けることができるよう、働くことの支援に
全力で取り組んでいきます。
②これまでのノウハウを活かし、引き続き地域において施設から一般就労への移行の実践をリードする存在
を維持します。
③更なる支援の向上、充実を目指し、組織体制の見直しを図ります。
④更なる専門性向上を目指し、職員の育成に取り組んでいきます。
これらの方針に基づいた事業を概ね遂行することができました。

Ⅱ．計画・目標への評価
１．個別支援の充実
今年度は、就労移行支援事業利用者の就労支援に加えて、自立訓練事業利用者 5 名も利用期間が終了するこ
とが目下にあり、各事業の特性と本人との適性を図るための支援計画を策定し、家庭や関係機関と調整する機
会が多くなりました。また、利用者に単身生活者や生活困窮者が増えたこともあり、生活支援の強化や基盤作
りが優先課題となり、相談支援センター等と連携するケースも増えました。これらの支援も含めて、より包括
的な支援を他機関と役割分担しながら支援計画に基づいて実施することができました。
２．職員の育成
研修計画に基づき、外部の研修を受講することで基礎知識を深めることができました。また、利用者の企業
実習の調整や同行、振り返りを担当することで、企業の様子や働く実際を学べる機会となり、就労支援のプロ
セスやアセスメントのポイントを OJT で学ぶことができました。事業計画に基づき概ね目標を達成することが
できましたが、今後は中堅職員に対するスキルアップや組織の中で担うべき役割についての研修やフィードバ
ックにも力を入れて取り組んでいきます。
◆就労移行支援事業
１．作業プログラムについて
１）労働習慣の確立
利用者を取り巻く環境も様々で、生活面での課題が優先となる利用者が増えました。このため、これまで
以上に働く基盤作りを徹底しました。また、利用者本人や家庭の協力だけでは解決できないケースもありま
した。これらに対しては、必要に応じて相談支援事業所や市・区役所とも連携しながら、支援計画に基づき
支援を実施することができました。また、労働習慣の確立に向けて、指導や助言を行うだけでなく、利用者
自らが課題に向けて取り組めるよう、個別面談を実施したり、セルフチェックリストを作成したりしました。
企業実習への参加がその機会となる利用者もおり、課題に気付く場面や機会の大切さを再認識しました。
２）働くイメージの具現化
昨年度同様、グループワークのカリキュラムを組み、６か月を１クールとする設定で計画通り行うことが
できました。また、退所式の形態も見直し、就職までの道のりをステップで整理し、各ステップの目的が在
籍利用者と共有できるよう、在籍利用者へのアプローチを退所式の主旨としました。企業見学会も見学先企
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業を増やし、様々な職種や職場環境があることを知る機会を提供することができました。
３）アセスメント
利用者一人ひとりの障害特性に配慮した職場環境の検討や職場定着を目的に、企業実習を実施しました。
体験を目的とした企業実習については、月延べ平均 10 日を目標に取り組み、実施数は延べ 26 回、183 日、
月延べ平均 15 日で目標を達成することができました。
２．就労実績について
就職者数 12 名を目標に取り組んできました。上半期に 9 名、下半期に 6 名の計 15 名の実績を上げることが
でき、目標を達成することができました。
３．利用者の確保について
１）新規利用者の傾向
今年度は４月からの新卒者の入所希望が多く、年度開始は 31 名（定員 24 名）の利用者数でスタートする
ことができました。月平均利用者数は 23.2 名（定員充足率 96%）で、目標の 21 名（定員充足率 90%）を達
成することができました。しかし、新卒者以外の年度途中での新規利用者は上半期 4 名、下半期 1 名に留ま
り、特に下半期での利用者確保が厳しい状況でした。要因の一つとして、淀川区内に就労移行支援事業や就
労継続支援事業Ａ型を実施する事業所が増えたことが挙げられます。このため、次年度は見学会や長期実習
受け入れを企画し、取り組み内容を早い段階でＰＲできるよう努めます。
２）アセスメントを目的とした利用契約者
就労継続支援事業Ｂ型の利用を希望する方のアセスメントを目的に、就労移行支援事業での短期間（5 日
間程度）利用契約も締結しました。大阪市内の特別支援学校在学生 3 名、他事業所利用者 2 名でした。5 名
中 2 名については、就労移行支援事業での利用が適切であると判断し、区役所や相談支援事業所、担当者等
へ意見を述べました。
◆就労継続支援事業Ｂ型
１．サービス内容
１）安定した施設生活
作業を通して、安定した施設生活が送れるよう、必要に応じて家庭と連携し、作業日誌や電話連絡等で情
報共有を図りました。下半期より就労移行支援事業からの移行者 1 名を受け入れ、利用者数は 11 名となっ
ています。また、開所当初からの利用者 1 名が、居住地域でのサービス利用の希望があり、調整の結果、3
月末で退所しています。1 日平均利用者数は 9.5 人と安定しており、目標を遂行することができました。
２）作業量の確保
リネン作業においては昨年度と同様に、むつみへ一定の作業を提供し連携しながら作業を進めています。
また、別の作業として年度途中より、ぬいぐるみの洗濯業務を始めました。これは、海外への寄付を目的に
別団体が進めているプロジェクトで、Ｌｉｎｋではぬいぐるみを洗濯し梱包する工程を担っています。まだ、
受注規模としては利用者 2 名が週に数回取り組む程度ですが、新聞やテレビの取材も受けており、利用者も
意欲的に取り組むことができました。
３）工賃
2014 年度は時給を一律 280 円とし工賃を算定しています。結果、当事業利用者の平均工賃は 31,656 円（昨
年度 29,023 円）で、目標の月額平均 28,000 円を達成することができました。賞与も一人 30,000 円支給す
ることができました。また、2013 年度の実績に応じて今年度から目標工賃達成加算Ⅰを算定できました。
今年度もこの加算要件を維持し次年度に反映させることを目標に取り組み、達成することができました。
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引き続き、安定した作業量の確保とともに受注量の拡充や見直しを行い、工賃支給額の増額を目指してい
きます。
４）個別プログラムの提供
昨年度同様、当事業利用者のほとんどがＬｉｎｋ開所当初または事業開始当初からの利用で、加齢に伴う
健康管理や作業能力に応じたスキルアップを目標に、個別プログラムの提供に努めました。家族からのニー
ズも聞き取り、パソコン入力業務や施設外での作業・実習などの機会も提供できるよう、支援計画を策定し
ました。これにより、利用者の主体性や積極性も高まり、また新たなアセスメントの機会として有意義であ
ったと感じています。
◆自立訓練（生活訓練）事業
１．サービス内容
１）支援プログラム
昨年度より開始した事業で、プログラムは大きく変更していませんが、より具体的な目標を設定できるよ
う努めました。利用者の利用期間に応じて、2 年目を迎える利用者については、調理の際のレシピを検索し
たり、学習時間の管理を担当したり、プログラムの中での役割を設定しました。
また、退所式にも参加し、就労移行支援事業への移行に対する意欲の向上や課題を共有することができま
した。1 年目の利用者に対しては、基本的な言葉遣いや挨拶・返事の習慣化を目標に支援を行い、支援計画
の進捗状況に応じて、施設外作業に参加できる機会も設定しました。早期に様々なアセスメントの場面を設
定することで、より具体的な支援計画が策定できました。
２）安定した通所を目指す
4 月から定員を超える 7 名で事業を開始しました。1 日平均利用者数 5 名（定員の 9 割）を目標に取り組
み、6.3 人（出勤率 93.7％）と目標を達成することが出来ました。
３）就労移行支援事業への移行
標準利用期間の 2 年間において、就労移行支援事業所への移行やその適性を検討することを目標にアセス
メントや支援計画を策定しています。
今年度で利用期間が終了する利用者は 5 名でした。うち 1 名が 1 月より就労移行支援事業へ移行し、3 名
が新年度から就労移行支援事業への移行に向けた調整を進めることができました。残る 1 名については、本
人や家族のニーズと通所状況や生活面での課題から、当事業所の就労継続支援事業Ｂ型へ移行しています。
◆共通
１．サービス内容
１）個別支援計画
担当職員が主となり、現状の把握と支援の方向性を検討しました。担当職員とサービス管理責任者が情報
共有しながら個別支援計画を策定しました。これに基づき、支援を実施することができました。
２）個別面談
個別支援計画の内容や現状を利用者にフィードバックし、目標の確認やニーズを把握するため、少なくと
も月に 1 度は個別面談を実施しました。
また、サービス等利用計画でのモニタリング等で相談支援事業所も含めた定期面談を設定したり、支援の
状況に応じて随時面談を行ったりしました。作業場面での支援より、面談でのフィードバックが重要となる
利用者も増え、職員の中心業務の一つとなりました。
３）安全衛生管理
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朝礼時にラジオ体操、身だしなみチェックの実施や作業時に手袋や帽子の着用、職員が事前に危険予測を
行うことで、ゼロ災害の目標を達成することができました。
４）手話サークル
参加者が少なく、活動内容について検討しましたが、朝礼で行っている手話の学習を継続し、サークルと
しての活動は中止しました。
２．行事企画委員会の結成
昨年度より、利用者で行事企画委員会を結成し、サークル活動・日帰り旅行の内容や詳細等を話し合い、利
用者が主体的に企画・実行できる場を設定しました。
今年度も同様に開催し、毎回 10 名程度の利用者が企画委員として、どんな活動をするか、予算はどうする
か等を決定し、当日の運営から反省・振返りまでを行っています。
３．余暇の充実
サークル活動は年 3 回実施し参加者は延べ 67 名、日帰り旅行では『枚方パーク』への旅行を企画し参加者
は 22 名でした。内容や調整事項については、行事企画委員会で決定し実施することができました。
昨年度より作業量が増加し、土曜日の開所でも作業をすることが増えました。このため、サークル活動の実
施回数が減りましたが、1 回当たりの参加者も多くはなく、内容や開催是非も含めて検討していきます。
４．ＯＢ会
サロン的な役割を持つ『Ｌｉｎｋカフェ』とイベントを行う『ＯＢ会』を開催しました。Ｌｉｎｋカフェは
9 回開催（6 月平日開催で参加者なし、8 月台風の影響で中止）で延べ 115 名のＯＢ利用者が参加し、職場で
のことやプライベートな相談など、憩いの場として活用することができました。
ＯＢ会は計 7 回延べ 224 名のＯＢ利用者が参加し、食事会や職員が講師となり職場での言葉遣いやメイクア
ップ方法を再度学べるよう、勉強会も実施しました。
５．実習受け入れ
例年通り、利用希望者及び在学中の学生に対して、体験実習を実施しました。実習受入れ数は 87 人、延べ
334 日、月延べ平均 27.8 人(目標 30 人)です。目標には届きませんでしたが、実習希望者全員を受け入れてお
り、例年に比べて年度途中での利用希望が少なかったことやアセスメントを目的とした利用者を受け入れたこ
とが要因だと考えています。
次年度は新たな企画等で、目標の達成に向けて取り組みます。
◆職員の人材育成
１．勉強会の実施
今年度は非常勤職員も対象にした勉強会を開催しました。内容は『コミュニケーションが楽しくなる方法』
というテーマで外部のコミュニケーション研修を受講した職員が講師となり、自分自身のコミュニケーション
の傾向を知るチェックリストやグループワークを行いました。
これまでに非常勤職員も対象にした勉強会は実施していませんでしたが、今後は障害特性や虐待防止につい
ても職員会議等の時間を活用して勉強会を実施していきたいと考えています。
また、倫理委員会主催の法人内研修『障害者福祉施設等における虐待防止の取り組み』を実施しました。
２．外部研修への参加
外部研修へ参加した職員（障害者就労支援事業部の職員を含む）は延べ 51 名（昨年度 46 名）でした。発達
障がいについての研修や就労支援についての研修への参加が多くなりました。
また、他事業所の取り組みを知る機会として、1 事業所 2 日間、新人職員 2 名が見学へ行きました。就労移
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行支援事業のプログラムや発達障がい者を対象とした支援方法を学ぶことができました。

Ⅲ．総括
2014 年度の各事業を振り返ると、自立訓練事業を開始してから 2 年目を迎え利用期間が終了する利用者が
いること、就労移行支援事業については就労ニーズの変化、就労継続支援事業Ｂ型ではぬいぐるみの寄付プロ
ジェクトへの参画が挙げられます。
まず、自立訓練事業においては、新たな利用者 2 名を迎え 7 名（定員 6 名）でスタートを切ることができ、
安定的な運営を図ることができました。利用期限を迎えるに際して、作業適性や本人のモチベーションもアセ
スメントを通して知ることができ、利用者に応じた移行を調整することができました。
また、1 年間の利用で就労移行支援事業へ移行し 10 カ月で就労実現ができたケースもありました。このケ
ースを通して、就労の可能性を広げるには、利用期間の長さではなく、アセスメントの整理や支援計画が重要
であることを再認識しました。
しかし、自立訓練事業自体が就労系サービスへのステップとして注目され、様々な生活体験ができるカレッ
ジ型の事業所などが増加傾向にあるため、就労移行支援事業と同様に利用者確保が課題になると考えています。
今後は利用者や家族のニーズも踏まえて、プログラムの見直しや事業編成について検討していきたいと考え
ています。就労継続支援事業Ｂ型では、これまでの工賃増額の目標に加え、社会貢献の取り組みに参画しまし
た。
これは、一般社団法人ＭＡＳＴ支援会との委託契約で、ぬいぐるみの洗濯業務を請け負っています。この取
り組みを通して、新聞やテレビ取材の機会や海外の福祉施設へ届けられる様子を見る中で、利用者が社会との
つながりややりがいを持って取り組んでいると感じています。
就労移行支援事業では、4 月に定員を超えてたくさんの利用者を迎えることができ順調なスタートとなりま
した。就労実績についても昨年度を上回る 15 名を送り出すことができ、目標を達成することができました。
下半期には定員に満たない期間もありましたが、概ね順調な運営であったと考察しています。また、就労に対
する本人や家族のニーズも変化し、それらに応えていけるよう障害者就労支援事業部との連携により、企業や
関係機関との調整を進めてきました。
これまでの就職者の職種において、その 50％以上は清掃業務でしたが、利用者の障害特性や作業適性、希
望職種も多様化し、事務補助業務や倉庫内業務、調理補助業務といった職種での調整に努めました。結果、就
職者 15 名のうち清掃業務は 3 名に留まり、新たに保育園や飲食店、大手スーパーでの雇用につなげることが
できました。
また、
就職者 15 名の平均勤務時間は 7 時間 10 分(昨年度 6 時間 30 分)、
平均月給は 126,077 円(昨年度 112,075
円)でした。今後も職種の拡大とともに、給与額や労働時間にも着目していきたいと考えています。
最後に、今年度は報酬改定に向けた動きの中で、就労支援の本質や就労移行支援事業所の役割について熟考
する一年でした。しかし、多様化する障がいや就労に対しての価値観を背景に、その答えもひとつではありま
せん。
そうした中で周囲では、利用者確保や安定した運営などの目先の課題にとらわれ、適切なアセスメントが行
われず一般就労が遠退いたり、従来からの福祉施設利用者の就労促進にはつながらなかったりする現状があり
ます。ただ、Ｌｉｎｋはそのような状況の中でも、広く社会に目を向け、障がい者の権利や働き方を追求し、
社会全体の在り方に提言できる福祉事業所でありたいと考えています。
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かしま障害者センター障害者就労支援事業部
Ⅰ．個別就労部門
2014 年度の雇用契約件数状況は、Ｌｉｎｋ利用者雇用契約件数が目標 12 件のところ 15 件、ル・プラス利
用者は 2 件でした。全てのケースで数日から 2 週間の雇用前実習を実施し、定着の様子を見て雇用への移行と
いう手順を踏むことができました。
2014 年度の離職者は 5 名でした。離職理由としては、精神的な不調による通勤困難が 3 名、職場での不適
切行為での退職が 2 名です。また、雇用契約期間満了者が 5 名おり、うち 2 名は年度内にＬｉｎｋの就労移行
支援事業、うち 2 名は次年度からＬｉｎｋの就労移行支援事業の利用ができるよう調整しました。
雇用後 1 年未満の離職率はゼロで、目標を達成することができました。しかし、雇用後 1 年以上の離職率は
ゼロが目標でしたが、達成できませんでした。今回の離職要因について検討し、職場定着に向けた雇用前の調
整や雇用管理の体制整備などの支援を強化したいと考えています。
職員体制は、上半期ジョブコーチ３名体制で対応していましたが、下半期は産休・育休、退職等の都合もあ
り、実質 2 名体制＋Link 職員の応援という形になりました。月間稼働日数は、平均 26.3 日(昨年度 25.3 日)、
年間稼働日数は、314 日(昨年度 304 件)で僅かですが昨年度を上回ることができました。

Ⅱ．訓練部門
加島作業所、清掃訓練現場等において、年間通しての災害ゼロを達成しています。また、日々の業務におい
て適切なスケジュール管理と品質チェックを実施した結果、作業品質は非常に良好で、クレーム等もありませ
んでした。出荷量の増加に伴い、作業工程の細分化や作業場のレイアウト変更を行い、適切に対応できました。
今年度から施設外就労加算の対象としてＬｉｎｋで支給請求しています。個別就労及び訓練部門における各
助成金、委託事業等の契約、制度の活用、支給請求等も順次適切に処理しています。

Ⅲ．研修・啓発事業
研修、啓発事業については、10 月 26 日から実施の職場適応援助者養成研修にむけてＮＰＯ法人ジョブコー
チ・ネットワークと連携して開催準備を進めることが出来ました。
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かしま障害者センターむつみ
Ⅰ．はじめに
むつみでは基本方針を以下ように掲げ、取り組んできました。
１．生活介護事業･･･利用者ひとりひとりが落ち着いた中にも、充実した日常生活・社会生活が送れるよう、
事業内容の充実・サービスの質の向上をめざします。
２．就労支援継続事業 B 型･･･施設内での作業を通して、働くことへの意欲を高め、充実した社会生活を送れ
るよう支援します。

Ⅱ．計画・目標への評価
１．生活介護事業
１）日々の活動では３班編成のもと、軽作業やレクリエーション、創作活動、個別のプログラムを行いました。
利用者の状況や個々の障害状況に応じ、各班で活動を工夫しています。
全体では、月１回の音楽療法の実施や、月２回太極拳教室を開催しました。９月には一泊旅行（京都・滋
賀方面）を実施することが出来ました。
２）送迎の実施
事業実施日の月～金曜日、第１・３土曜に送迎事業を実施しました。
加島希望の家と連携し、概ね安全に実施できました。
前年度検討していた増車でのコース見直しを４月から開始することが出来、４台での送迎コースを運行し
ています。
２．就労継続支援事業Ｂ型
企業からの受注及びリネンを中心に作業を行いました。今年度から加島作業所にむつみより職員を１名配
置し、施設外就労としての体制をとることが出来、安定した収入にもつながりました。上半期に短期間限定
の作業を請負ったこともあり、下半期は作業量が減少しましたが、年間を通しての生産活動収入は 15％増額
しました。年間を通して一定の作業を提供することは出来ました。
生産活動収入は 5,608,729 円、工賃平均は 15,787 円でした。
月２回土曜日にはサークル活動を実施しました。外出やおやつ作り、カラオケ、ＤＶＤ鑑賞など毎回工夫
し、余暇支援を実施することができました。９月には竹田城跡・城崎への一泊旅行を実施しました。
社会生活スキル向上の目的として、グループワークを実施しました。作業場面とは違った形での学びの場
を持つことで、一人ひとりの強みや課題を知る機会となりました。
３．共通
１）個別支援計画
定期的な評価・見直しを行い、障害特性や状況に応じた個別支援計画をもとに支援を行いました。個別懇
談を年に２回実施し、家族の思いや家庭での様子を知ることが出来、日々の支援につなげることが出来まし
た。
班会議、リーダー会議を定期的に実施しました。ケース検討会議は不定期に開催しました。今後も支援内
容や情報共有のため、会議内容の充実と効率化を図っていきます。
４．スタッフの人材育成
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１）内部研修
月１回のスタッフ会議の中で勉強会を行いました。外部研修の報告や、研究発表としてそれぞれがテーマ
を考え「ICF」
「年金」
「SST」などについて調べたことを発表し、互いに学びあう機会になりました。非常勤
スタッフに対しての研修の開催が下半期に１度のみだったので、今後どのように進めていくかが課題となっ
ています。
２）外部研修
外部研修には３０回参加しました。スタッフ会議の中で報告を行いました。

Ⅲ．全体
2014 年度の利用実績は、開所日数 267 日、生活介護事業の延利用者数は 5,108 人、平均利用者数は１日 19.1
人でした。就労継続支援事業は延利用者数 3,822 人、１日平均 14.3 人でした。年間を通じて比較的職員体制
が安定し、事業計画に基づいた活動が実施できました。業務分担や会議のあり方を計画立てて行う事で、効
率的に業務を行うことが出来ました。
今後もスタッフ間の情報共有や連携、支援内容の統一、更なる個別の支援の充実を目指します。更に、サ
ービスの質の向上のためにも権利擁護の取り組みや専門的知識の習得に努めていきます。
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かしま障害者センター“ＣＯＣＯＬＯ”相談支援センター
Ⅰ

はじめに

“ＣＯＣＯＬＯ”相談支援センターでは、2014 年度の事業計画において以下の基本方針を掲げ、年間の取り
組み通じて概ね達成することができました。
１．精神障害者への支援に特化した「地域活動支援センター（生活支援型）
」と、「特定相談支援事業」およ
び「一般相談支援事業（地域移行支援／地域定着支援）
」との有機的な事業計画を行うことを目指します。
２．生活リズムの確立、当事者同士の交流の促進、病状の安定などを目的に、日中気軽に参加できる活動お
よび居場所の提供に努めます。
３．さまざまな相談への支援を行うため、積極的に地域に出向き、関係機関とのネットワークづくり、情報
収集、情報発信等を行い、相談支援機能の強化に努めます。
４．職員の更なる専門性の向上を目指し、研鑽に努めます。
５．淀川区で精神障害者の福祉に関する相談支援および生活支援を行う中核的役割を担います。

Ⅱ

目標への評価

■地域活動支援センター（生活支援型）
１．地域活動支援事業
ゆるやかな活動を希望する層へのアプローチを中心に、定期的にプログラム活動やレクリエーション等を
実施しました。事業の性格上、参加人数に流動性が見られるものの、利用にあたって障害支援区分や受給者
証を必要としないなどの利点を生かす活動ができました。しかしながら、2014 年度の月平均利用者実数は
18.5 名となっており、当初の目標（概ね 15 名）は達成したものの、2013 年度の実績（20 名）より減少に転
じました。今後も更なるニーズの把握、適切なプログラム活動の実施という課題が残されました。
２．相談支援事業
登録者への相談（サ―ビスの問い合わせ・衣食住に必要な援助・不安解消など）だけでなく、登録外の利
用者、関係機関への精神保健福祉に関する専門的な助言などの後方支援を行いました。また、困難ケースへ
の介入（虐待・ＤＶ・自殺企図・多問題家族など）
、医療観察法対象者への支援、触法障害者の受け入れにあ
たっての調整など、問題が重層した困難性の高い相談に積極的に応じました。さらに弁護士、司法書士、特
別支援学校、地域包括支援センターなど他業種・他職種と連携することで問題解決に取り組みました。
３．その他
2014 年度もリーフとの合同レクリエーション（彦根へ日帰り旅行）、淀川河川敷フェスティバルへのフリ
ーマーケットの出店など恒例行事として実施しました。また、従来の広報誌の発行に加え、ツイッターによ
るオンタイムでの情報発信・活動案内など新しい試みも行いました。人材育成の一環として引き続き関西福
祉科学大学、大阪保健福祉専門学校より実習生を受け入れました。
■特定相談支援事業
淀川区・西淀川区を中心にサービス利用計画作成件数を延べ 110 件、継続サービス利用支援（モニタリン
グ）を延べ 134 件実施し、目標のサービス利用計画 70 件以上、継続サービス利用支援 100 件以上を達成す
ることができました。契約者数は 89 名（契約終了者 8 名除く）、内訳は精神障害を中心に、知的障害、身体
障害、重複障害（身体・知的・精神）など障害種別を問わず、依頼があれば原則受け入れを行いました。ま
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た、介護保険と併用されている方へも対応を行いました。相談支援事業所が増えたことで新規ケースの依頼
は 2013 年度と比べると緩やかに落ち着きつつありますが、慢性的に 18～20 件ほど作成が滞る状況が続い
ています。
■一般相談支援事業（地域移行支援／地域定着支援）
大阪府内 4 病院（茨木病院 1 名・藍野花園病院 1 名・小曽根病院 1 名・大阪府立精神医療センター1 名）
に入院されている方への地域移行支援を行い、うち 2 名の方が退院されました。また、大阪市障がい者基幹
相談支援センター主催の研修会へのファシリテーター派遣、西淀川区地域自立支援協議会居宅介護事業所部
会での話題提供、大阪市精神障害者地域生活移行支援事業検討会議の外部委員など関係機関への技術協力、
啓発などにも積極的に取り組みました。
■その他
１．研修への参加
内部研修に関しては、2013 年度はスタッフ間での調整がつかず 9 月以降中断せざるを得ず、外部研修もス
タッフが均等に受講できる機会を確保できませんでした。こうした課題を踏まえ、2014 年度は 4 月と 11 月
を除いて内部研修を毎月実施、外部研修は各自の経験年数に見合ったものを受講できるよう調整を図りまし
た。
２．関係機関への協力
2013 年度に引き続き淀川区地域自立支援協議会の委員長、精神保健福祉部会の代表を務めることで淀川区
内の関係機関との情報交換、協力体制の構築に取り組みました。また、相談支援部会では地域移行支援の選
定システムを立ち上げ、率先してケースを担当することで他の相談支援事業所へ啓発および技術指導に努め
ました。さらに大阪市障がい者基幹相談支援センターからの要請を受けて、大阪府相談支援従事者初任者研
修にファシリテーターの派遣を行いました。

Ⅲ

課題
2014 年度も業務に係る労力の多くを特定相談支援事業に割く一年となりました。業務の効率化が図りにく

い理由として、精神障害者への相談支援は電話や面接だけで終わることは少なく、関係機関との連絡調整、
家族や近隣への対応、病院や自宅への訪問、時には自宅の引き払いや転居先の手配など環境整備が伴う場合
が多いこと、ホームヘルプサービス等が導入されるまでの間に掃除・洗濯・買い物の代行、通院の付き添い
など制度や支援のすき間を埋める対応が伴うこと、病状／障害が安定しにくい特性から状況に応じて強弱を
つけた手厚い支援が必要とされること、以上が考えられます。同時に、支援のノウハウが蓄積しにくいこと
から関係機関からの相談も増える傾向にあります。
次年度以降も計画相談支援の件数増加は明らかであることから関係機関への技術協力を行うだけでなく、
①各種研修および学会等への参加、②スタッフ会議での報告の徹底、③業務での実践の励行、以上を行うこ
とでスタッフの専門性向上に取り組んでいきたいと考えております。さらにスタッフ各自のスケジュール管
理を徹底することで業務の効率化と事業ごとにバランスのとれた運営に努めていきます。
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かしま障害者センター地域生活支援部
Ⅰ．基本方針
地域生活を送る上で必要となる日常的な介助（食事、入浴、排泄等）や、充実した生活ができるよう一人
ひとりのニーズに応じた環境・社会資源を提供し共同生活する中で、自立した生活、ならびに健康的な生活
を営むことができるよう支援を行っています。

Ⅱ．事業の構成
2014 年度より、従来のグループホーム・ケアホームという枠組みが、グループホーム一本に統一されまし
た。さらに、介護サービス包括型・外部委託型・サテライトの分類がなされました。加島苑では、これまで
のサービス形態を継続する包括型としての事業形態を選択しています。
新しい枠組みにおいては、夜間の支援体制についても新しい分類が設定され、ホームに宿泊する世話人の
勤務体系が夜勤か宿直かによって、報酬単価に格差が生じました。現行の加島苑は宿直での支援を行ってい
るため、前年度に比べ夜間支援体制における報酬は少なくなっています。
2014 年度の加島苑総定員数は 36 名ですが、2015 年 3 月 31 日時点で、女性入居者 16 名、男性入居者 18
名、計 34 名となっています。
・セッション入居者 1 名が 9 月 30 日付で退所、その後 1 月 1 日付で 1 名入居。
・ひのき入居者 1 名が 2 月 28 日付で退所、2015 年 3 月 31 日時点で 1 名欠員。
（2015 年 4 月 1 日に 1 名入居が確定。）
・チューリップ入居者 1 名が 3 月 31 日付で退所、現在 1 名空き。

Ⅳ．職員体制
入居者の情報共有をはじめ、継続的な支援ができるよう各ホームに配置する職員を固定する予定でしたが、
世話人ならびに生活支援員の確保が十分にできず、また、短期間で退職する職員も多いことから、現状では
想定していた支援体制を構成することができていません。
障害のある人への関わりがなかったいわゆる未経験者の雇用についても、入居者への不適切な対応や問題
意識の低さなどが目立ち、短期間で退職する結果へとつながっていることは雇用体制を見直す重大な課題で
あると感じています。
下半期は職員の中途退職は減少しましたが、依然として職員数は不足しています。

Ⅴ．事業内容
１．個別支援計画に基づいた支援
6 か月ごとのモニタリング並びに計画作成をもって必要な支援の土台作成を行っています。
２．関係各所との連携・継続した支援
世話人の確保という点において、日中の生活介護事業所より夜間支援の協力を得ていますが、それでも十
分な数とは言えません。
日中の活動拠点となる生活介護事業所や職場とは必要な情報のやり取りや支援に関する相談等を行ってい
ます。
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３．社会参加の促進
ガイドヘルパーの活用や地域の催しへの参加、当事者活動への継続的な参加等、社会参加への支援も個人
個人のペースに応じて実施できていますが、ガイドヘルパーの不足により前年度に比べ若干の実績低下がみ
られます。
４．入居者会議
入居者間の問題や、共同生活を送る上でのマナーなどホーム全体から個人に至る課題まで話し合い、解決
していくためのプロセスとして定期的に実施しています。
５．健康管理について
長期入院された方が 3 名おられます。1 名は認知症の症状が目立ち、退院と同時に加寿苑へと生活拠点を
移すことになりました。1 名は降雪の時期に転倒し、足首を骨折、治療のための入院となりました。もう 1
名はグループホームでの生活に限界を感じた入居者自身が、薬の調整を目的に入院を希望され、その後入院
先の援護機関へ転居されました。
その他の入居者の方については、軽微な感冒症状などを除き、大きな病気や怪我をすることなく過ごされ
ています。
６．安全管理について
日々の安全管理については毎月の世話人会議において、ひやりはっとの確認や、感染症予防・衛生管理等
の情報共有を図ることで事故防止に努めています。
新しい入居者が入ったことで避難訓練時の対応や介助度合の見直しが必要となっています。世話人の経験
不足による服薬ミスや入居者への対応の不備が目立っています。早急に改善すべき課題として取り組んでい
ます。
７．権利擁護に関わる取り組みについて
入居者自身ならびにご家族からの苦情については、関係者への謝罪とともに、状況の確認および改善策の
提示によって対応しています。
虐待行為については、年間を通し該当する案件はありませんでした。

Ⅵ．職員の人材育成
毎年実施される大きな研修会には参加していますが、支援現場ですぐに活用できるクラスの研修会への参
加はできていません。非常勤職員や学生アルバイト職員への研修の機会も実質設けることができないため、
研修体制の見直しが必要となります。

Ⅶ．数値目標
１．2014 年度 利用日数実績目標 95.0%
2014 年度利用日数実績（2014 年 4 月 1 日～2015 年 3 月 31 日）
ホーム名

定員

日数(365 日)

実利用日数

利用率

加島苑

4

1460

1313

89.9% ↓

チューリップ

5

1825

1596

87.5% ↓↓

カナリヤ

4

1460

1364

93.4% ↓

うぐいす

4

1460

1279

87.6% ↓↓

セッション

5

1825

1575

86.3% ↓↓
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あさがお

5

1825

1727

94.6% ↓

ひのき

4

1460

1387

95.0% ―

トレフル

5

1825

1696

92.9% ↓

合計

36

13140

11937

90.8% ↓

※うぐいす・セッションの利用率が低いのは、長期入院者がいたため。
※チューリップは毎月の外泊日数が多い入居者が 2 名いるため利用率が
低くなっています。
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かしま障害者センター ル・プラス
Ⅰ．就労継続支援Ａ型
2014 年度は 18 名で始まりました。4 月に 2 名、6 月に 1 名、7 月に 1 名の方が新たに利用開始、9 月末に自
己都合で 1 名、12 月末に一般企業への就職で 1 名、1 月に自己都合で 1 名、3 月に自己都合で 1 名と一般企業
への就職で 1 名が退所となり、年度終了時点での在籍は、17 名です。17 名の内 16 名は 1 日 6 時間の仕事で週
5 日のフルタイムで勤務し、それぞれに合った働き方で安定した収入を得た就業生活を送っています。

Ⅱ．事業の構成
主な業務は、従来のふとん類クリーニング作業への従事と、病院の患者衣、防水シーツ等の仕上げ作業をメ
インに構成しています。
下半期からは、今後の作業収益の柱になるトンネルフィニッシャー仕上げ機を利用した白衣類のクリーニン
グを始めました。
また、豊中市と連携した軍手製作についても年間を通じて受注販売を実施しています。

Ⅲ．事業の実施にあたって
１．利用者とは、雇用契約を締結し、例外なく大阪府最低賃金以上の賃金を支給しています。
２．利用者とは個別支援計画に基づいた働き方を提案し、安定した就業生活を送れるように支援しました。
３．年間を通じて災害ゼロを達成できました。
４．一般企業への就労移行を希望する利用者に対しては、障害者就労支援事業部と連携し、ル・プラスでの就
労状況だけでなく、雇用先以外の企業での体験実習と、雇用先での見学、雇用前実習等を通じてミスマッ
チのない就労を支援しました。
５．安定した業務の供給と売上管理を行い、10 月から実施された大阪府最低賃金の価格改訂にも対応しまし
た。
６．Ａ型事業及び緊急雇用事業への求職者に対しては、採用面接に加えて職場実習の機会を提供し、適切なフ
ィードバックを行いました。
７．特定求職困難者雇用開発助成金及び障害者雇用調整金等については、適宜支給請求を行い。滞りなく受給
しました。
８．9 月より豊中市緊急雇用事業（地域人づくり事業）を受託しました。
今年度は下記の 2 事業を 2015 年 8 月までの通算 1 年の事業として実施しています。
①事業名：平成 26 年度ふとん類リサイクル事業における障がい者雇用促進事業
受託金額：\21,516,682-（税込）精算金額：\12,162,343-（税込）
新規雇用者数：利用者 7 名・支援者 5 名＝計 12 名
②事業名：平成 26 年度サービス業での障がい者就労・職域開発事業
受託金額：\7,626,815-（税込）精算金額：\6,800,213-（税込）
新規雇用者数：利用者 3 名・支援者 2 名＝計 5 名
以上の実績により、27 年度の継続受託も決定しました。
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Ⅳ．研修・啓発事業について
１．職員個々の研鑽については、各自のスキルに応じた外部研修に積極的に参加しました。
２．クリーニング業務の専門知識については、発注元のクリーニング工場を見学し、業務遂行についてのアド
バイスを受けました。
３．障害のある従業員（利用者）の余暇については関係機関の行事に参加できるよう勤務シフトを配慮しまし
た。
４．見学、実習も積極的に受け入れ、23 名の実習者に対して、延べ 110 日の実習を実施しました。
５．事業所内での支援スタッフを対象に、Ａ型事業所における従業員（利用者）の支援のあり方についての勉
強会を実施しました。シフト勤務の状況もあり、効果的に回数を重ねられなかったので、2015 年度に向
けてはさらに計画的な実施を検討します。

Ⅵ．数値目標について
１．前年度からの継続した利用契約・雇用契約者の目標 19 名のうち、18 名と年度初頭から契約を継続してい
ます。1 名は他県への移住により 2013 年度末で退所されました。
２．一般企業への就職実績は、目標 3 名のところ、年度内実績は 2 名でした。
３．新規雇用契約年間 5 名の目標のところ、年度内実績は 4 名でした。下半期 9 月より、
豊中市の緊急雇用事業を実施するにあたり、雇用事業での新規雇用契約（10 名）を優先させました。
４．日毎の勤務（利用）が出勤率 85%、16 名以上の目標のところ、年度内実績での出勤率は 95.1％でした。
平均利用者数は 15.3 名でした。
５．月毎に 2,500,000 円以上の売り上げ確保について、平均で 4,462,204 円でした。
ちなみに最小額の月で、3,836,736 円でした。
年間 30,000,000 円の売り上げ目標に対しては、実績で 53,546,459 円でした。
６．単月 3,500,000 円の売り上げ確保については上記の通り達成できました。
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