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事業報告書の作成にあたって 

 

2017 年に入って、1 月 12 日にメンバーの篠原芽久美さん、5 月 7 日に下田英樹さん、5 月 23

日に泉吉之助さん、5月 30日に森永賢二さんが、相次いで亡くなりました。振り返って、花の会での

活動が彼、彼女らの人生にとって何であったのか、考えさせられました。 

花の会がめざすことの成果を人生の一部でも、感じ取れ、体感することができたのでしょうか。 

また、親御さんたちの旅立ちにも、たくさん立ち会うことになりました。親御さんたちの思い残すこ

とは無かったのか、聞き届けることは少なかった。 

当法人の使命は、理念の実現をめざし、必要とされることを地域に根差して創っていくことです。「共

に生きる」という表現を用いていますが、それぞれに共に生きたと感じていただけたのか。十分でなか

った現実を目の前にして、何をなすべきなのかを今後の課題として、活動を進めていきたいと思います。 

2016年度を振り返って、時間的な猶予が存在するかのような、安易さがありました。法人全体での

猶予のなさについての共通認識が必要だったと思います。そのことから、計画中の事業は時期を逸しな

いことを念頭に置くことが求められていると再確認を行います。また、いろいろなサポートを良質な支

援で提供できる環境、人材、体制の準備が追いついていかないと形になりません。遅まきながらの中期

計画（2016～2018）の策定でしたが、各事業の責任者は法人全体での計画を各事業部門の中期計画

を作成することにエネルギーを注ぎ、トータル感のないものとなっています。しかし、メンバーだけで

なく職員も見通しを持った仕事を進める必要が認識されてきました。 

 

さて、再度になりますが理念を中心とする法人の考えることを示しておきます。 

● 理  念 

社会福祉法人花の会の「理念」は、『共に学び 共に働き 共に生きる』ことの実現です。知的な障害の

ある青年たちと未認可の作業所で日中活動を始めたのが、1983年でした。社会に行き場がないことが

大きな問題でした。1981年の国際障害者年（テーマは完全参加と平等）の後押しもあり、小さな集ま

りの文化住宅からでのスタートでした。どうしたら、社会に受け入れてもらえるのか、が作業所のテー

マでした。そのために、とりあえず集まろうというもので、明確な出口があったわけではありませんで

した。親の負担や施設の整備、支援制度の充実がすすんだ今も基本的には解決されておらず、継続した

理念であると信じます。 

 

● 基本方針 

基本方針は『誰もが尊厳をもって、家族や地域の中で、障害の有無や程度、年齢に関わらず、その人らしく安

心と活力のある生活が送れるよう、社会的障壁と闘い、真にエンパワメントとなる自立と社会参加を実現する。』

としています。 

・「尊厳」は障害者あろうとなかろうと基本的な人権が守られている、もっと言えばだれからも「馬

鹿にされない」一人の人として」対応されなければならないということです。当然、職員のメンバ

ーへの軽はずみな対応も本来、許されないことです。 

・「家庭」や「地域（社会）」においても、そうであるべきです。 

・障害の「有無」とは、当事者と職員（や社会）の関係での不平等だけでなく、当事者同士、職員間、

地域の人たちもそうあるべきです。「程度」とは、重度や軽度、手帳のあるなし等に関わりなく、「年

齢」を超えて（年功序列でなく）、年齢は尊重されるけれどそのことに捕らわれないこと、を言い
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ます。 

・「その人らしく」とは、メンバーだけでなく人間は特有の嗜好性や住まい方や行動様式があったり

しますが、お互いに認め合おうというものです。 

・「社会的障壁」は、バリアの排除だけでなく、メンタルな差別的な感情も含め自らの課題として取

り上げようということです。 

・そして、そのことが「エンパワメント」、本人の自信や経験に繋がっていくことに意味があります。 

・言葉としては「自立と社会参加」とまとめられますが、多くの意味を含むことを示唆しています。 

 

● 行動指針 

・行動の指針として、法人の事業から、個々の支援の場面も含めての考え方の基準を言います。職員

の業務用の職員指針ではなく、それは当然に職業人として獲得されている前提での指針です。 

・「当事者性を大切にする」 職員や家族の目線でなく、当然、専門知識をひけらかすのではなく、

本人がどのように感じ、決定や選択に結びついているのかを、常の念頭に置いておきたい。 

・「運動性を大切にする」 一つ一つの課題が個人的な様相を持っていても、それは関係性の在り方

や社会や制度の在り方に繋がっていることが多い。また、個人的に処理することが適切と思ってし

まって、みんなで共有したり、一緒に考えたりせずに済ましてしまうことがある。「一人は万人の

ために、万人は一人のために」ではないが、社会的なとらえ方や運動的な視点を常に念頭に置くこ

と。 

・「開拓性を発揮する」 ないものは作っていこう、新しい考え方ですすめよう、という自己の限界

を絶対視するのではなく、可能性にかける取り組みを行うことも念頭に置くこと。 

・「社会モデルを推進する」 個々の状況やあり方やかかわり方を考えるうえで、従来の「医学モデ

ル」といわれる障害原因説に対する「共に生きる」という「社会モデル」での考え方をベースに常

に物事を考えること。 

 

● ビジョン 2025 

10 年後の関係性の改善による法人の地域でのあり様を「ビジョン（展望）」として提示したもので、

変化するものでもあります。 

『メンバー・家族・ワーカーが対等に集い、人・地域・社会・時代に必要とされる組織をめざし、新

たなステップを展望する』状況に進めたい、実現したい思いの提示です。その根幹は「支援者」といわ

れる人材がそろっているかどうかにかかっています（結論）。一人一人のワーカーが、事業や支援を独

力で担っていく集団作り、です。 

 

● 法人「中期計画 2016」（3 年計画） 

2016 年度から 3 年間で何を実現するのか、の工程表です。まりだくさん過ぎるとは当初からの懸

念でありますが、トータルに何が必要かを文章化したもので、理念の体系的な考え方を実現させるステ

ップとして考えていきます。 

 

● 年度の事業計画 ～ 業務目標の設定 

3年計画の中期計画を単年度ごとに目標設定し、積み上げていく必要があります。それが、年度事業

報告書に反映され、個々の支援者の業務の目標設定に反映されることを期待しています。 
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Ⅰ、法人本部 2016 年度事業報告 

 

1、視点 

・上半期時の提起 

 法人の理念『共に学び 共に働き 共に生きる』及び『地域生活支援システム』を創り出す役

割、行動の規範『当事者性・運動性・開拓性・社会モデル』の堅持性、そして事業の展開として

重点課題（日中支援/就労支援/地域生活支援/社会参加/当事者/児童支援）への積極的な取り組

みを行うモデルに基づくまとめを目指す。 

・下半期での提起 

 前期視点の継続と共に、支援の風土の改革に向けてメンバーの自立と社会参加への援助のため

のアドラー心理学による検証と事例検討会の提唱を行い、まとめに組み入れる。 

 

２、総括 

   ・上半期総括 

 個別の事業についての展開が進むが、部門中期計画等との整合が課題となる。本来の、支援風

土の革新、すなわち「支援」の質的な飛躍への足掛かりがつかめないでいる。管理者における状

況認識のバラつき等により、現場との乖離が心配される。その補正が急務となる。 

・下半期総括 

 GHぽんぽこの開設による地域生活支援システムの整備が進んだが、そこに生活するメンバー

について語られてこなかった。支援風土は自立を目指すメンバーの支援とは異なる方向性を向い

ており是正を行う必要が課題となった。アドラー心理学や事例検討を梃子に問題提起を行ったが

結果的には支援改善に結びつくことが少なかったのではないか。組織的な意識改革の必要が迫ら

れた。 

 

３、重点目標の成果 

① 福祉拠点の面的連携 

     ・目標：地域に根差した活動の拠点としての充実を図るため、法人各事業の相互理解の促進

を図り、地域での支援の面的な展開を行うと共に、地域の連携の強化を図る。 

     ・上半期：日中支援での、施設整備の検討開始（遅いですが、中期計画の不十分性）。地域

支援での、新設 GH ぽんぽこに対応が急で、SP問題等、住み替え検討が遅れてい

る。就労相談支援での、事務所移設（9月）が進んだ。 

     ・下半期：日中支援での、新生活介護の施設概要の作成、用地の選考、行政との折衝に進ん

だ。地域支援での、GH ぽんぽこの完成、資金準備、入居の進捗まで進むが、GH

（かすが）の準備の遅れが解消されなかった（SP 設備補助金の交付申請等が重な

ったこともある）。就労相談支援でのメンバー減少への対応により、事業の展開に

方向性を失うこととなった。 

 

② 人材の採用・育成と職場環境づくり 

・目標：法人活動を担う人材の採用と育成と長く働き続けられる仕組みづくりを目指して、
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改革を継続して行う。 

     ・上半期：新採の手詰まりをどのように改善するのか（課題）、環境づくりでは、待遇の改

善を行った。メイン課題の、イメージアップ作戦は、HP で前進、全体の改善をど

うするか。 

     ・下半期：求人広告への連続的な掲載について、そうせざるを得ないという理由付けで進め

られたが、本質的な職場風土の改善による人材開発へのつなぎを行うことができて

いないので、継続した取り組みを行う（③）。大幅な待遇改善を実施したが報酬の

伸びでフォローできず次年度への課題を残す。 

 

③ 支援の確立 

・目標：メンバーの視点に立って、社会参加の充実と生産活動の拡充を図り、その中核とな

る「関係構築」の重要性をさらに周知し、「支援」の改善を実践する。 

・上半期：後退しているのではないか（見直しを図る）。（昨年度は、メンバー視点の再構築

として、上半期は不適切支援との指摘が多発。待遇問題との混濁があり、再整理の

取り組み要。としていた） 

・下半期：法人として支援風土の立て直しを、日中における呼称の改善、言葉かけの改善に

より進めようとしたが、定着までは至らなかった。というよりワーカーの全員に届

いていない状況の解決を図るべく管理者の改善を予定している。メンバーの権利擁

護（当事者活動）推進に向けて「人権推進・虐待防止規程（案）」の作成を行い承

認を得る。 

 

④ 経営の健全化・透明性確保 

・目標：社会福祉法人としての経営の健全化・透明性を更に進め、メンバーの権利擁護を推

進するため、当事者活動・第三者委員の活動等の強化を図る。 

・上半期：補正予算を立案できる体制づくりを目指した。税理士等の協力により改善が進む。 

・下半期：2次補正まで行うことができたが、事業単位での理解の不足が確認された。経営

指標の活用について数値化を目指す。 

 

⑤ 運営とワーカーとの関係強化 

・目標：法人本部は、運営とワーカー（職員）との融合を図るため、役員・事業・ワーカー

の一人ひとりが活力を持って目標に取り組むために、本部体制の再編を更に行いワ

ーカーの意欲・挑戦を法人の活力につなげていく。 

     ・上半期：総務分野の分担を明示し、昨年度の試行から、稼働に移行している。理事の運営

参画を今後進める。 

     ・下半期：総務の分野についての明確化を進め、成果物を提示することができた（規程等）。 

         社会福祉法人改革に伴っても役員の役割も変化し、呼応した対応を行うこととなっ

た。 
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４、部署の実績 

 部署 当初目標 上半期実績 下半期実績 

１ 本部 

総務 

ブランドの創造 

人材育成（運営） 

情報発信 

予算統制の確立 

HP の改善 パンフ作製 

労務・会計研修の強化 

HP/パンフの活用 

補正の準備 

支援風土の改善取り組み 

事務職の熟練化の取り組み 

HP で採用募集 

2 次補正の実施 

事務分担の試行・検討 

２ 日中活

動支援 

利用希望者の受入 

（定員増・事業変更） 

施設整備の検討 

支援の充実（人材） 

受入希望調査（1 名） 

施設整備（第 5 開設）30 名 

スイートピー、こすもす増設 

配置の変更 

受入（3 名） 

用地確定 行政調整 

スイートピー食堂整備 

募集継続。新卒募集。 

３ 児童支

援 

支援の確立 

新規事業の展開 

デイの役割確認 

プラン検討。新事業所 

支援者補充。研修実施。 

新事業所検討。定員超対応

で定員変更、協議‐申請。 

４ 地域生

活支援 

GH の開設（国庫） 

 

住み替え GH整備 

勤務体制の再編 

人材確保・育成 

高齢期対策設備 

GH 宮田 入札－工事 

 

戸建て物件情報入手 

勤務総時間 必要人数 

職員募集 派遣利用 

移動調査 

GH ぽんぽこ、竣工。WAM 借入。

入居者/職員配置/開設準備 

物件情報収集。（春日町のみ） 

予測人員数の設定完了 

27 名補充。研修継続。 

GH ぽんぽこへの異動。 

５ 就労相

談支援 

事業の再編成 

運営基盤の確立 

ネットワーク強化 

人材育成 

訪問型自立訓練の導入 

事務所の移転（9 月） 

10 周年企画 

初任者の育成 

利用者確保達成。定員数変更予

定。 

10 周年事業実施（1/19） 

中堅の自立、途上。 

６ 社会貢

献事業 

法人内連携強化 

社会貢献事業の実施 

夏祭りの実施（7/9） 

子ども食堂の検討 

職員連携ゲームの実施（2/18） 

ミレーヌ整備 

 

５、事業目標数値の進捗（3月末） 

No 項目 （年）計画 実績 上半期実績 下半期実績 

１ 理事会の開催 ４回 7回 ３回 ４回 

２ 監事監査の実施 １回 1回 １回 ０回 

３ 評議員会の開催 ３回 3回 １回 ２回 

４ 第三者委員 3名 権利擁護機

関の設置 

メンバーとの

懇談会 

なし（評議員会

参加） 

メンバー懇談

会 

５ （役員研修の実施） ３回（総会） 3回 １回（総会） ２回（中間総括

等） 

６ 事務局会議の開催 １２回 13回 ６回 ６回（+評価会議1

回） 
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７、運営実績 

   決算書参照 

 

８、総務活動の総括（役員の経営参画） 

区分 目標 役員 実施内容 

総務部 規程集の作成 

設置委員会の検討 

N 規程集の作成及び配布。完了 

人権推進。・虐待防止規程の立案。委員の選任案。 

人事部 人事システムの構築 

給与システムの構築 

法定雇用率の推進（目標 5％） 

人材確保の仕組みの確立 

S 目標管理の実施。行政評価の実施。 

給与ソフトの変更を検討（未実施） 

2名を雇用（雇用率 2.2％） 

新卒者採用（目標 3名、未達成） 

人材開発

部 

研修体制の提案 

初任者・正職員研修の実施 

外部研修の調整 

各事業所の研修状況の把握 

A キャリアパス研修体系の検討。研修体制表の作成。 

法人初任者・正職員研修の実施 

喀痰吸引研修への派遣 

研修事業報告のまとめ 

財務部 財政の透明化 

経営管理の推進 

M 

U 

2次の補正予算の作成推進 

委託事務所との連携強化。証憑提出の期限厳守推進 

総合企画

部 

新規事業の検討・補助 

制度変更への対応検討 

Y 企業主導型保育事業の検討 

キャリアアップ補助金制度の情報提供 

情報シス

テム部 

情報資産の把握と利用促進 

事業間ネットワークの構築 

 

災害時への対応 

N PC管理台帳の作成 

第 2共働舎にサーバー設置。共働舎・第 2の LAN

接続 

災害時対応マニュアルの作成 

監査部 実地指導対応の情報提供 

コンプライアンス研修の実施 

第三者評価の業者検討 

T 実地指導の状況報告の整理 

コンプライアンス研修への派遣 

委託事業所の情報整理 

プロジェ

クト 

・第 5共働舎建設委員会 

・こども食堂開設委員会 

・就労部門再編検討委員会 

Y 生活介護事業所の企画案作成 

こども食堂の場所設定検討（スイートピー案） 

事業変更案の検討 
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Ⅱ、日中活動支援事業 

１、共働舎花の会 2016年度事業報告 

 

【総括】 

 2016 年度は、新メンバー3 名（高槻支援学校卒）異動メンバー1 名（第２共働舎より）受け入れ、

班体制の見直し（ＡＢ班－物販、手織り、リサイクルアルミ・ＣＤ班－農作業、屋上菜園・ＥＦ班―食

品）を行いスタートした。2015 年度から継続した課題である支援の見直しと生産活動の活性化に主眼

を置き取り組み目標を掲げたが、施設長、副主任のリーダーシップ不足により、課題が山積されたまま

新たな施設長と副主任に交代する形となった。 

 年度末には、感染症蔓延による活動自粛を余儀なくされ、メンバーとその家族に大きな負担をお願い

する事態となった。常日頃の衛生管理、家族情報の把握など、反省すべき点が多い。高齢期を迎えたメ

ンバーと家族をどう支えていくのか？将来の話ではなく、今現在の課題として捉え、支援者がどう立ち

向かうのか。早期に日中活動としての体制作りを構築していく必要がある。 

 

【事業成果】 

 １、人材育成（リーダーの育成とケース検討と班ミーティングの充実による支援力向上） 

・リーダーシップを取れる人材育成が急務の課題であった。支援の改善と生産活動の活性化も同時並

行で進める状況に対応できるリーダー育成までには到達できていない。日々の相談、外部での研修

参加の機会設定を行なってきたが、先を見越してどの様に現状課題を解決し、方向性を打ち出すの

か、施設長と副主任、が対話を重ね、ワーカーにわかりやすく伝えていくことが必要となる。 

 ・ケース検討に関しては事業所別会議、班ミーティングで話をする機会は設定したが、議論の深まり

は少なかった。ケース検討の技法を学び直すことから始め、如何にメンバーの困りごとに向き合う

姿勢を確立し、対処できる力を支援者が持てるのか継続した課題となる。 

 

２、地域との連携強化（地域への自主製品の売り込みと関係団体との連携） 

・ポン酢の商品化、売り込みに関して準備段階のままで終わる。次年度は実績が残せるように取り組

む。販路開拓の取り組みは未着手に終わる。 

・地域の関係団体との連携に関しては、差別解消法啓発デモ、事業所交流会への参加はしたものの、

従来からの取り組みから大きく発展することはなかった。 

 

３、第５共働舎開設に向け（作業の再編と効率化、高齢期の過ごし方検討、事業所間実習） 

・主な取り組み内容ごとに作業再編をしたが、ワーカーの退職もあり、効率化には至らず。 

・高齢期の過ごし方に関しても研修で他法人の取り組みを聞く機会を設けたが具体的な検討までには

至らず。 

・みんなでいろいろやってみよう計画（事業所間実習）を実施する。数名は事業所間異動 

に結びつく。 
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【事業課題】 

 １、支援の改善（メンバーとワーカーの対等な関係性とエンパワメントを目指す。） 

 ２、工賃改善に向けた取り組み（中期計画に基づき、自主製品のグレードアップと販路開拓） 

 ３、地域で安心して生活できる環境作り 

 ４、活動の場の展開（第５共働舎開設への取り組み） 

 

【数値指標の成果】期間：2016年 4月～2017年 3月【目標値】 

事業種別 生活介護 

利用者定員数 5０名 

現員 55名 

開所日数 252日【253日】 

利用者延数名 12,528 名【13,200名】 

１日平均利用者数 50名【51名】 

稼働率 101％【102％】 

平均障害支援区分 5.04 

報酬単価概算 10,155 円【9,200円】 

総報酬額 127,366,708 円【118,707,000 円】 

職員配置基準 生活支援員１：メンバー：５ 

職員数 施設長（サビ管兼務）1名、生活支援員 12 

事務員 3名、栄養士 1名、調理員 5名 

運転手 3名 看護師（兼務）1名 

 



9 

 

２、第２共働舎花の会 2016 年度事業報告 

 

【総括】 

   今年度は、リサイクル班の再編成や職員の異動等に伴い、落ち着かない状態での出発であった。会

議等でワーカーからの提案を取り入れたり、情報共有することで“チーム”として変化が見られてい

る。年度途中で新メンバーの参加やワーカーの異動等があったが、副主任を中心に連携して乗り越え

ることができた。 

  「メンバーとの関係性」については方向性を示してきたつもりであるが、浸透したとは言い難い。基

本的なことから共通理解を促す必要がある。しかし、一部のメンバーについては、思いを受け止め関

わり方を変えることで、大きな変化が見られている。次年度の支援へと繋げたい。 

    

【事業成果】 

１．生産活動の活性化 

  ○生産活動行動指針を共有しメンバーとワーカーが共に参画意識を持って工賃改善に向けた取り

組みを進める 

○リサイクル部門（バザー、すみれ）の取り組み改善、食品部門（配食、パン）の衛生管理の徹底

と生産性向上を目指す 

 ・リサイクル部門：生産会議等を通して、主体的に改善に取り組む姿が見られた。売上に反映で

きるよう継続していく。 

 ・食品部門：衛生管理の徹底はできている。材料費が値上りするなか、経費削減に取り組めてい

る。 

２．人材育成 

○施設長、副主任がリーダーシップを発揮できる力をつけると同時に個々のワーカーが自己研鑽の

意識を向上させてメンバーとワーカーが相互に成長できる関係性を探求する 

   ・副主任から現場への発信が増え、事業所全体の動きが活性化した。 

・ケース会議を継続して行うことで、ワーカー間で「支援」を見直す機会となった。 

 

３．活動の場の展開 

  ○高齢期支援のあり方、生産活動の活性化を視野に入れて今後の活動について皆で議論し、活動の

場の展開をすすめる 

・（仮称）第５共働舎建設に向けて、プロジェクトチームを立ち上げ、活動内容等の検討を行っ

た。 

・高齢期支援については、外部講師を招いての研修を行い、高齢期を迎えたメンバーの状況等を

知る機会となった。「みんなの会」で意見交換を行った。 

 

４．地域連携の強化 

  ○他事業所、関係団体と連携し、制度の改善・障がい理解の啓発を図る 

   ・高槻事業所連絡会等への積極的な参加を行った。 
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【事業課題】 

１．人材育成 

  ・ケース会議等を通して、メンバーの行動が何を伝えようとしているのか仮説を立てて関わり、支

援力をつける。 

・施設長、副主任間の定期的なミーティングの実施。 

  ・班ミーティングの定期的な実施。 

 

２．生産活動の活性化 

  ・土曜開所日にリサイクルショップを営業することで、新たな顧客を獲得していく。 

  ・リサイクル部門を“リサイクルセンター”として機能させるため、各店舗との連携を強化する。  

  ・パンのコンセプトを明確にし、商品開発を行う。 

 

３．活動の場の展開 

  ・用地の確保、資金計画の作成、概要の決定。 

  ・高齢期の過ごし方のガイドラインを作成する。 

 

【数値指標】 

事業所 第２共働舎花の会（主） すみれ（従たる）  

事業種別 生活介護 生活介護 合計 

利用者定員数 ５３名 ６名 ５９名 

現員 ５４名 ５名 ５９名 

開所日数 ２５２日 

利用者延数 １２，７１２名 １，１８９名 １３，９０１名 

１日平均利用者数 ５０．４名 ４．７名 ５５．２名 

稼働率 ９３．３％ ９４％ ９３．６％ 

平均支援区分 ４．４ ４．０ ４．３ 

報酬単価概算（1 人 1日） ８，３６６円 

総報酬額 １０６，９８５，８２４円 ９，３０４，７１４円 １１６，２９０，５３８円 

職員配置基準 生活支援員１：メンバー５ 

職員数 

（常勤・非常勤） 

管理者１（兼務） サービス管理責任者１（兼務） 栄養士 １（兼務）  

調理員１ 事務職員２（兼務） 看護職員 １（兼務） 運転手 ３ 

生活支援員 １３．５（主たる１２、従たる１．５） 
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３、第４共働舎花の会 2016 年度事業報告 

 

【総括】 

地域の社会資源として、事業所・商店街・スキップ等、相談支援事業所が連携し、地域の障害者支援

や、在宅高齢者・障害者の食事提供等、介護施設・市役所と連携し取り組むようにしたが、各店舗のマ

ンパワーに頼る部分が多く、上手く連携、協力体制を築けなかった。また「その後」についても対応の

検討や、後々の確認、情報の共有化まで丁寧に行なうことができなかった。 

メンバー支援においては、日中全体で取り組んだ「支援を考える、変える」ことについて議論を重ね、

意識が変わり始めてきたと感じる一方で、ではどうしたらいいのかということが、体感できなかったこ

とが、変化につながらなかった要因だと考える。一方通行で確認するのではなく、ワーカー一人ひとり

の支援力、対等力を向上させるのかが今後の課題になる。また高齢期に差し掛かるメンバーの日中活動

の保証。自分らしく生きるために、制度という枠を超えていかなければならないことを再確認した１年

でもあった。今だに解決していない問題がある。本人主体の支援が行えるよう連携し、実現していかな

ければならない。 

生産活動においては、軌道修正できずに、４店舗中、２店舗が大きく売上を下げる結果となった。売

上は一部、自主製品（店売り、弁当）で改善が見られたが、抜本的なところまでは至らなかった。現状

をどう打開していくのか、どこに課題があるのかまで掘り下げることが不十分になった。 

 

【事業理念】 

 一人ひとり自分らしく“いきいき”活動できるよう、人権・価値観・自立心を尊重し活動する。 

 

【事業成果】 

１．メンバー一人ひとりの自己実現に向けて 

・ 個別支援計画作成時において、事業所内部だけの目標とせず、一人ひとりがやりたいこと、

気にしていることなど、広い視野で目標設定を行うことができた。 

 

２．メンバー一人ひとりに応じた自立のために 

・ 仕事のやりがいを高め、目標達成へスモールステップで取り組む意識が全体に広がりつつあ

る。 

・ 第４共働舎トータルでは、黒字になったが収益ベースは昨年度とほぼ同等で、横ばいになり、

収益・工賃アップまで到達できなかった。 

 

３．地域と共に活動するために 

・ メンバー、花の会のことを知ってもらう機会と大切にするようにし来客やイベント（行事）

においては、積極的に花の会のことを発信するようにした。 

・ JR 高槻横の商業施設において、ミュージカルフレンズ・ラベンダーと合同で第２回目の手

話コーラスの発表会を開催。テーマであった、障がい者差別をなくすことをアピールした。 
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  ４．日中活動の活性化 

・ スイートピーの活動エリアの拡充。こすもすの店舗エリアの拡充と定員増を行った。こ

すもすにおいては週に１回ではあるが、野菜市を開催。 

 

５． 人材育成と自己研鑽 

・ 内部研修の回数減を補う取り組みができなかった。外部研修を受講する機会も少なく、

自分の支援、生産活動の振り返り、再確認が十分できなかった。 

 

【事業課題】 

・ 今年度はアドラー心理学を題材にして支援の在り方を検討したが支援、視点はほとんど

変わらなかった。「支援を変える」がテーマであったが、まだスタートラインの状況。 

・ スイートピー、こすもすの拡張を行ったが、野菜販売、子ども食堂等、意見交換のみで

具体的にスペースの有効的な活用方法を打ち出すことができなかった。 

・ 生産活動においては「現状維持」が取り組みのベースになっていて、大幅な増収が見込

めない状況。2016年度は日中活動全体で工賃の引き下げを実施。工賃アップどころか

維持が出来るかどうかになっている。 

・ 第５共働舎への取り組みが足踏み状態。日中職員全体が、地域福祉を担う花の会の一員

として積極的に参画し、具体化していかなければならない。 

 

【数値目標と現状】（2017 年 3 月末）  ※こすもす 2017 年 3月より定員 6→12名へ 

項目 チューリップ スイートピー たんぽぽ亭 こすもす 合計・平均 

事業種別 生活介護 生活介護（従） 生活介護（従） 生活介護（従）  

利用者定員数 １２（１２） ６（６） ６（５） ６→１２（７） 30➡36（30） 

開所日数 ２５２  

利用者延数 ２，６９９ １，３２４ １，１９０ １，３７５ ６，５８８ 

１日平均利用者 １０．７ ５．２ ４．７ ５．４ ２６．１ 

出勤率(％) ９７．４ ８７．６ ９４．４ ９０．９ ９０．１ 

稼働率(％) ８９．３ ８７．６ ７８．７ ７７．９ ８７．１ 

平均支援区分 ４．２ ４．０ ３．５ ３．６ ３．９ 

報酬単価概算 7,976 8,670 6,777 7,272 7,752 

総報酬額 21,529,250 11,479,874 8,064,671 9,999,597 51,073,392 

職員配置基準 職員１名：メンバー５名  
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４、ラベンダー 2016 年度事業報告 

 

【総括】 

２月に利用メンバーが亡くなられた。亡くなられる直前まで、普段どおり通われていたように思うが、

何か異変はなかったのか、何か出来なかったのかという思いは尽きない。メンバーとのかかわりの中で

健康や不安だけでなく、楽しい、嬉しいなど様々なことを日々共感、ふれあうことで、気づきにつなげ

られるようにしていく。 

2016年 1月に事業指定を得、同年 2月 1日にあじさいクラブの従たる事業所としてメンバー６名

でスタートし１年が経過した。日中活動部門（生活介護）として、第４共働舎と連携して活動を行って

いるが、同所にあるさくらクラブとは、避難訓練や合同で行事を行うなど、ある程度の協力、交流を行

った。児童メンバーとも友好な関係を築けている。 

今年度はメンバーがラベンダーに慣れること、そして活動のペースを掴むことに力点をおいて取り組

んだ。当初、戸惑いが見られたメンバーも活動内容を共に考え取り組むことで、少しずつペースを掴み、

日々過ごせるようになってきたと感じる。生産活動においては主になる作業を作ることはできなかった

が、第２共働舎、第４共働舎と連携し、地域へのチラシ配布、リサイクル品回収、弁当販売・配達等、

様々な取り組みを行った。今後も連携しつつ、ラベンダーとしての活動を考えていく。 

 

【事業理念】 

 メンバーの“希望する生活”の実現を目指し、共に考え、共に活動に取り組む。 

 

【事業成果】 

１．一人ひとりの力を引き出す支援 

・ 下半期より、自己選択・自己決定を主とした、関係性作りを意識した支援を行うようにした。

成果はまだ不透明だが、穏やかに過ごす時間の増えたメンバーもいる。継続して検討する。 

 

２．家族・職員・地域の連携 

・ 事業所関係の生産・行事活動を通じて交流。行事、イベントに積極的に参加した。 

・ 新規事業所であるラベンダーの場所（状況）、作業内容について知りたい方への個別の案内

を行った。 

・ 冠地区の防災訓練に参加。集会を行っている前に立ち、ラベンダー及びさくらクラブのこと

について、多くの方に知ってもらうきっかけを得た。 

 

３．日中活動の再編と児童部門との連携 

・ 第２共働舎と連携し軽作業、チラシ配布、用品回収を。第４共働舎と連携し、弁当販売、野

菜市への参加を行ったが、自分たちの工賃を稼ぎ出すには至らなかった。 

・ 児童部門（さくらクラブ）とは、合同で避難訓練を行ったり、季節のイベント（ハロウィン

等）を合同で行うなど、交流を深めた。メンバー同士も比較的良好な関係を築けた。 
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  ４．人材育成 

・ 職員研修が中心で自己研鑽、そして現場担当者の力に頼る部分が大きくなった。 

・ 計画的にミーティング等での人材育成が図れなかった。 

 

５． 第５共働舎開設に向けて 

・ 生産会議等で、意見交換は行ったが、具体的な提案は出来なかった。 

 

【事業課題】 

・ 建物の耐震工事について、助成金申請を行なったが、不受理に終わった。より安全な環境下

で活動できるよう、再度補助金の申請を行っていく。 

・ 少人数、さくらクラブと一緒の建物で活動している等、ラベンダーの特色を生かした活動（作

業）の再検討。 

・ 共働舎、第２共働舎、第４共働舎と連携し、中期計画の達成、実現に向けてさらに連携を強

化し、取り組む。 

 

 

【数値目標と現状】（2017年 3月末） 

 

 

項 目 ラベンダー 

事 業 種 別 生活介護（従） 

利 用 者 定 員 数 1０（現員７） 

開所日数 ２５２ 

利 用 者 延 数 １６９０ 

1 日平均利用者

数 

６．７ 

稼 働 率 （ ％ ） ６７．１％ （９５．８％ 出勤率） 

平 均 支 援 区 分 ３．８ 

単価（１日１人） ８，１９１ 

報 酬 総 額 １３，８４３，４８８ 

配 置 基 準 生活支援員１：メンバー５名 

職 員 数 管理者（サビ管兼務）１名、生活支援員３名、調理員（兼務）

３名、栄養士（兼務）１名、看護師（兼務）１名、運転手１名、

事務員（兼務）１名 
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Ⅲ、児童支援事業 

１、あじさいクラブ 2016 年度報告 

 

【総括】 

 

 あじさいクラブ・さくらクラブともに利用希望の増加が見られた 2016年度、それに伴って子ども

たちに必要な支援の検討、求められる職員の資質、適切な環境設定等の検討課題は多くあったように思

います。ご家族同士のネットワークから発信される口コミが利用希望事業所を決めていくツールになっ

ていることを実感しつつ、子ども一人一人が自分らしく過ごし、将来へ向けて経験を積む場を作ってい

けるよう、職員はチームワークを強化しつつ統一された支援（メンバーだけでなくそのご家族も含めた

トータルな支援）を提供していかなければならないと痛感しています。次年度へ向けて定員の増員を予

定しており、現職員は引き続き研修やケース会議等を実施し、より意識・資質の向上を図っていきたい

と思っています。 

 

【事業成果】 

 

1．利用者支援に向けた適切な知識・技術力の強化に努める 

 ・内、外部研修の実施、関連雑誌の回覧購読を継続中。 

 ・ケース検討会議の実施（学校教諭を交えての会議も 2 度参加。（同メンバー））することでメン

バーの特性理解と支援の方向性について検討を行った。今後は職員の自己研鑽がより必要。 

  

2．職員個々の自立した行動力とともに連携力の強化を図る 

   ・振り返りを都度行いメンバーに対しての共通理解・情報共有を行った。支援統一を今後も図る

ために先を見通して職員同士での声掛けを行っていくことが必要。 

   ・先の予定を見通した行動（季節の行事・長期休暇時の行事の予定組みなど）への意識が不足し

ていた。検討議案や取り組み内容は可視化・文書化することで抜け・漏れを防ぐよう徹底して

いく。 

 

  3．主体的に業務改善が出来るよう、課題を共有して解決への取り組みを行う 

   ・部分的な課題が大きな課題へつながっているという意識が不足している事が多かった。職員ひ

とりひとりが環境設定やメンバー支援に対して小さな気付きを積み重ね、共有、成果につなげ

ていきたい。 

   ・あじさい・さくらの職員の交換研修を継続的に実施したが、今後より統一した意識、花の会の

理念に基づき業務を行っていく。 

 

  4．新規利用者の開拓を情報案内・講演会等あらゆる機会を利用して行う  

   ・現利用者等からの口コミによる問い合わせが急増。受け入れ態勢の整備が急務。それに伴いメ
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ンバーの様々な特性・状況に対して（要医療ケア等）の理解を深める事が必要。 

 

5．従たる事業所の早期の安定化を目指す 

 ・さくらクラブが開所し 2 年、稼働率は 90％～100％での推移となっている。今後はあじさい・

さくら共に定員増を行い、安定した支援ができるよう環境・人員の整備が急務。 

 

【事業課題】 

 

   ・職員の支援力向上と意識の統一 

   ・支援に伴う必要な環境設定と支援（家族支援も）の一致と徹底 

   ・定員の増員による環境整備・人員配置。新規事業所の開設検討 

 

【数値指標】（2017 年２月 28 日現在） 

 

①児童発達支援 ②放課後等デイサービス 

             児童発達支援・放課後等デイサービス 

 あじさいクラブ さくらクラブ 

利用者定員 ①②合わせて 10 人 ①②合わせて 10 人 

利用者延数    2,598 人 1,953 人 

一日平均利用者数 11.9 人（①が 2.3 人・②が 9.6 人） 8.9 人（①が 4.6 人・②が 4.3 人） 

平均稼働率（％） 119.1％ 89.5％ 

開所延べ日数 241 日 241 日 

単価（一人一日）         ①8,000 円②7,000 円 ①8,000 円②7,000 円 

総収入 ①4,309,334 円②14,735,519 円 

合計 19,044,853 円 

①7,593,175 円②6,984,526 円 

合計 14,577,701 円 

職員配置基準 メンバー:職員＝5:1 メンバー:職員＝5:1 

職員数 管理者 1 人・常勤 3 人・非常勤 0.5 人 常勤 3 人・非常勤 0.5 人 
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２、相談支援センターあじさい 2016 年度事業報告 

 

（2名） 

―――― 

2名 

―――― 
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Ⅳ、地域生活支援事業 

１、フラワーホーム 2016 年度事業報告 

【総括】 

2016 年は 5 年の準備期間を経てグループホームぽん・ぽこを開設した。グループホーム数は 21

箇所（32 住居）、定員は 12 名増えて 100 名となった。グループホームぽん・ぽこには短期入所エ

ール・ジョイフル、フラワーホーム事務センター、相談支援あじさいを併設している。 

4月に、あまかわで無人の時間帯に原因不明の小火が起こり、あまかわメンバーには修繕が完了する

までの約 2 か月ほうれん荘と第 2 共働舎作業室に分かれて生活をしてもらった。職員間では防火に対

する注意喚起等取り組みを行った。 

エリア体制は定着していきたが、エリアの運営体制を整備するとともに責任者の権限、エリア内の分

掌を明確にして、エリア体制の再編の検討を行った。また、消防法改定に伴うスプリンクラー設置等、

消防設備義務化に対応し、フラワーホーム、オリーブを整備した。2017年度も引き続き、整備を行っ

ていかなければならない。さらに、よりよい住環境を整備するため春日町に土地を購入した。2017年

度中の建設、開所に向けて取り組んでいきたい。住み替え等によるエリア再編を検討していく。 

大きな課題であった人材の確保は、支援職 17名が新たなスタッフとして加わった。人材確保は行っ

てきたものの、余裕のない状況には変わりなく、引き続き、求人広告、派遣会社、福祉系専門学校周り

による人材の確保を図り世話人の層の厚みを図っていきたい。人材育成は、自分たちにはどのような研

修が必要か、何を学ぶかを皆で考え、内部研修の質の向上を図れるとともに、ＯＪＴや外部研修に取り

組んだ。 

 

【事業成果】 

１、２０１７年３月にグループホームぽん・ぽこを開所した。それに伴い、くるみ２の廃止、フラワー

ホーム、ブルート、さくら、おりひめ、なでしこ、つくし、ひなげし、くるみのメンバーの引越

を行った。 

２、中長期的な事業運営を展望する体制の構築を図る。 

・３エリアが自立して運営できる体制づくりを進めた。各世話人の業務範囲、エリア責任者の権限

と責任について明確にできなかった。 

・メンバーが希望する地域での生活のかたち、支援の方法についてエリア責任者を中心に論議を進

めてきた。地域のお祭りの参加 2015 年度から 1 か所増え、3 か所になり、参加したメンバー

も手伝いや祭りの雰囲気を楽しめた。 

３、支援体制の確立 

・求人誌掲載、職員紹介等により 8 名、派遣会社からの紹介により 9 名（内 3 名が直接雇用に繋

がる）、計 17名のスタッフ確保ができたが、人材不足の解消には至らなかった。 

・内部研修を月１回実施する。新人研修、正職員研修を各１回実施した。 

・外部研修へは１６回参加した。人選に課題があり、世話人がまんべんなく研修に参加することが

できなかった。 

・メンバー理解と個々への対応、社会参加、自己選択などの支援の向上を図るが、全体には行きわ

たらず、継続課題である。 
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・世話人の階級に応じた業務内容、責任の範囲の共有化については不十分である。 

４、事務センターの業務強化を図る 

・グループホームぽん・ぽこ開所に先駆け、事務センターを第 2共働舎 1階から移転した。 

・書類、資料の整備は継続課題。 

・エリア体制が機能するよう一定の援助はできたが、権限、責任の範囲を明確に伝えきれなかった。 

 

【事業課題】 

・よりよい住環境の確保とスプリンクラー問題への対応のため、府営住宅から戸建住宅への移転計

画を進める。 

・消防法の対応として戸建住宅のスプリンクラー設置を進める。 

・北大樋町、春日町の物件に計２８名が住めるホームを建設し府営住宅からの住み替えを進める。 

・同様に今後も物件を探し、順次住み替えを進める 

・上記に伴う、支援体制の再編。 

・新エリア体制の確立。 

・防災、防犯への取り組み（設備、マニュアル整備、スタッフ意識の向上） 

・自立したエリア運営を進めるために、エリア責任者の権限、ポジションや担当部署による業務内

容と責任の範囲を明確にすると伴に体制構築のためのエンパワメント。 

・職員の長期休職、急な欠勤にも対応できるスタッフ体制の構築。 

・2018年度に新ホーム開設するために必要なスタッフの確保と育成。 

・支援の均一化と支援力の底上げを図る。 

・内部研修の質の向上、新人、中堅、監督職研修の複数回実施。 

・外部研修の計画的な活用（受講計画の立案） 

・事務センターの職員増員に伴う業務担当と責任体制の見直し。 

・メンバーの健康を維持し、命を守る体制の構築。 

 

【数値指標】 

事業（所）名 フラワーホーム 

事業種別 共同生活援助 

利用者定員数 100名 

利用者延数 22,009 名 

１日平均利用者数 60.2 名 

稼働率（％） 72.9％ 

平均支援区分 4.3 

報酬単価概算（１人１日） 7,337 円 

総報酬額 264,132,754 円 

職員配置基準 世話人１９．０  生活支援員１８．６ 

職員数（常勤・非常勤） 常勤４０名、非常勤２０名、計６０名 
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２、花の会短期入所事業部（レスパイト） 2016 年度事業報告 

【総括】 

今年度は 2 月にインフルエンザの流行があり、3 月にはノロウィルスによる営業自粛があったため、

運営面での落ち込みが見受けられたが、年度を通じて見てみると短期入所・日中一時支援とも過去最高

であった昨年度の収入実績を上回ることができ、予算も達成することができた。 

一方、3月より新しく短期入所“エール”と“ジョイフル”がスタートしたが、申請の対応で手いっ

ぱいになり、スタッフの研修・引継ぎ等が間に合わず対応が後手に回っているので職員間で協力し、仕

事を分散することで改善していきたい。 

【事業成果】 

１ 他機関との連携を強化した支援に努める。  

計画相談等ケース会議の出席率も上がり、より幅広く得られた情報を事業所内で共有すること

ができた。 

２ 衛生管理・安全対策に留意した支援に努める。 

    他事業所でのインフルエンザ・ノロウィルスなどの被害はあったが、施設等の消毒の強化を図

り、2次感染の発症を防ぐことができた。また、ヒヤリハットを支援の質を上げるために会議等

で課題への協力、共有を図ることとマイナスイメージを無くすことで報告件数が増え、大きな事

故の発生を防げた。 

３ 支援の質の向上に努める。 

    外部研修で学んだ専門知識を内部研修でフィードバックして発表の場を設けた。 

他事業所にはあまり実施されていない外出支援も積極的に行えた。 

【事業課題】 

 サービスの提供に関して支援の質に差があり、一定水準の支援が行えなかったこと、研修や職員間の

協力体制の構築を十分に行い、支援の差を埋めることが今後の課題である。また、ノロウィルスの法人

内での発症の際、一部関係機関への迅速な連絡が出来ていなかったのも反省点としてあげられる。 

【数値指標】 

事業（所）名 レスパイト（花の会短期入所事業部） 

事業種別 短期入所 日中一時支援 

利用者定員数 5 名 ８名 

利用者延数 2,083 名 1,961 名 

１日平均利用者数 5.8 名 5.4 名 

稼働率（％） 57.9％ 67.2％ 

平均支援区分 成人 4.3       児童 2.8 ※区分で算定しない 

報酬単価概算（１人１日） 

      （単位：円） 

成人区分 短期入所Ⅰ、短期入所Ⅱ 

2    5,435   1,833 

3    6,217   2,562 

4    6,914   3,398 

5    8,372   5,638 

6    9,862   6,432 

児童区分 短期入所Ⅲ、短期入所Ⅳ  

2    6,571   2,969 

3    8,372   5,638 

 

１単位 2,020 

2 単位 4,040 

3 単位 6,060 

総報酬額（単位千円） 22,691 9,329 

職員配置基準 夜勤時２名  

職員数（常勤・非常勤） ９名（常勤４名、非常勤５名） 
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Ⅴ、就労・相談支援事業 

１、高槻市障がい者就業・生活支援センター 2016 年度事業報告 

 

【総括】 

障害者雇用促進法に基づく就業・生活支援センターとなり 10年の節目の年度でした。この機会に課

題であった事業所移転、そして 10周年記念講演会と二つの大きな取り組みを行いました。 

この 10年で実績は順調に上がり、登録者 1160人超、年間約 100人の新規登録者、約 90名の就

職者となり、これはスタッフの実直な努力と地域連携の賜物で、正に地域の実績だと考えています。そ

のおかげで全国上位 30センターの精神障害者担当の増員が来年度認められました。 

しかしながら新規登録の一ヶ月待ちが続き、さらに高次脳機能障害・難病・大学生の相談も増え、こ

れ以上支援量は増やす事は難しく、質を高め、ネットワークによる地域全体での支援体制作りを重視し

た取り組みを行いました。今後もこの流れは続くと予想されます。 

 

【事業成果】 

障がい者就業・生活支援センター事業、訪問型職場適応援助者助成金事業共通 

１ スタッフ一人一人の支援力（ケースワーク力）向上 

・７月から初期面談は所長が同席し、それ以降基本単独でケースワークを行うシステム開始 

・経験・知識不足が時に本人の不利益になる事を認識し各自実践を重ねスキルアップに取り組む 

・ｍｔｇで事例検討を本格的に実施。各自で実践を重ねながら切磋琢磨できる環境を作った 

 

２ 報連相、支援内容と方法の共有、協働によるチームワーク向上 

・就労ネットの真報連相研修を企画し、６名で参加 

・チークワークは自分の業務に責任を持った上での「困った時はお互い様」である事の共有 

・ｍｔｇでは事例検討だけでなく、支援格言とスキルアップクイズも実施 

・業務改善プロジェクトを複数で持つ 

 

３ 相談者を地域全体でサポートする為、就労支援ネットワークの維持・存続と改善 

・メルマガ担当を変更し、月２回 10日・25日発行を基本とした 

・就労ネットの事務局をサニースポット、芥川事業所と協働で担い、会議には述べ 326名参加 

就労ネット就労支援基礎講座企画の中心となり延べ 113名の申し込みがあった 

就労ネット精神ワーキングのリーダーを担い、ＤＣ見学会再開、働くを考える会を実施 

・自立支援協議会進路就労ワーキングリーダーを統括が担った。 

事例検討、働くを考えるセミナーを実施し、働くを考えるセミナーは 157名参加 

・島本町福祉施策推進協議会委員に所長が新たに任命された 

・創設 10周年記念講演会を開催し、170名の方々の参加があり懇親会も盛況だった 

 

4 企業対応の充実。当事者や関係機関への求人情報提供やジョブマッチング等のシステム作り 

・企業対応プロジェクトを３人体制とし、就労移行支援事業所などに実習等の情報提供を行った 
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・就労ネット・10周年記念・働く障がい者の集いに企業を呼び企業ネットの土壌を作った 

・8月からＪＣ２名体制が復活し、活用できるスタッフが増えＪＣ支援件数が増加した 

 

5 増え続ける業務の効率化、支援に役立つマニュアルやツールの作成・共有・改善 

・ＯＪＴによる支援ツールの共有 

・エクセル登録者名簿を基本廃止。記録ソフトを活用する。 

・面談室に新規面談と支援ツールセットを置き、ツール共有と効率化を図った 

 

【事業課題】 

障がい者就業・生活支援センター事業、訪問型職場適応援助者助成金事業共通 

・単独での面談が一般化されきれていない。相談件数の減少。 

 来年度は現在のスタッフが新人にＯＪＴを行う 

・企業対応システムの充実と共有 

・1100名を越える登録者、年間約 100名の新規登録、約 90名の就職者への対応 

・残業の恒常化、代休見取得の発生 

・新規面談１ヶ月待ちが解消されていない 

・引き続き、作業の効率化、そして支援量の増加よりも質の向上に取り組む 

直接支援ができない分、ネットワークに力を注ぐ。 

 

【数値指標】2017年 3月末 

事業（所）名 高槻市障がい者就業・生活支援センター 

事業種別 障がい者就業・生活支援センター 訪問型職場適応援助者助成金 

就労件数 企業 75件、Ａ型 14件 

実習件数 54件 

利用者定員数 なし なし 

利用者延数 登録者数 1164人 

相談述べ件数 8299件 

稼働件数 223件 

請求件数 183件 

１日平均利用者数 34人 1人 

稼働率（％） なし なし 

平均支援区分 なし なし 

報酬単価概算（１

人１日） 

なし 1件 16000円 

総報酬額 委託費上限 30.951.000円 2.928.000円 

職員配置基準 5（常勤）・1（非常勤） なし 

職員数（常勤・非

常勤） 

6（常勤） 2（常勤） 
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２、第３共働舎花の会 2016 年度事業報告 

 

【総括】 

 就労移行支援は、フォルツァ同様に、新規就労移行支援事業所や就労継続支援 A型を利用する方が増

え、利用希望者が少ない状況が続いています。定員充足に向けてパンフレットを一新し、営業活動に力

を入れたが、実績はほぼ昨年と同じ稼働率となってしまった。 

 就労継続支援 B型は、工賃増額を目指して、生産活動に力を入れてきた。昨年度よりも売り上げは下

がってしまったが、材料費などコスト削減に取り組み、収益を増やし工賃を増額できた。 

職員のチームワークを発揮することで、メンバーが“いきいき豊かに”生活が営めるよう今後も引き

続き支援活動を充実させる。 

 

【事業成果】 

①実践的な活動となるため、支援プログラムの開発・改善を行う。（就労移行） 

・実践的なピッキング作業を１種類から５種類に増やす。（４種類を構築） 

・事業所拡張に伴い、パソコン練習専用デスクを作る。 

・ミシン、ロックミシンを導入し、実践的な裁縫作業練習を構築・開始する。 

・新たに電気部品を使用した組立・接続・分解の作業を構築・開始する。 

・座学では、金銭管理をより現実に近い状況で（給与方式）再構築を行なう。 

 

②各事業で定員充足を目指す。 

・３事業所平均稼働率 72.6%（昨年度 72.7％） 定員充足できなかったが、ワークたんぽぽの

稼働率が大幅に改善された。（16年度 87.9% 、15年度 81.7% 、14年度 67.9％） 

・外注による第３共働舎花の会全体パンフレットを新規に作成。広報活動中。 

・各地域や各支援学校にて開催される事業所説明会に全て参加。 

・離職者の相談支援に力を入れ、再利用に結びつける。（再利用者３名） 

 

 ③就労移行における就労件数 10件の目標を達成する。 

・就労移行者数     ５名（昨年６名）    

  ・離職者数         ２名（昨年６名）   

   雇用機会のある実習の受け入れ企業は数社あるが、現在は、生活面の課題が優先し実習に至らな

いケースが多い。 

   

 ④就労継続支援 B型における工賃増額を目指して、生産活動の開発・改善を行う。 

・希望の家は、ヒロハマに絞って作業を請け負うことにしたが、月３０万円以上の売上を維持出来

た。 昨年度よりも工賃増額できた。 

・ワークたんぽぽは、『おからかりんとう』の 2016年度総出荷数は、7,364袋。 

全体的に売上が伸びたので、メンバーの工賃増額できた。 
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 ⑤事業実施に係る事務業務の把握と効率化を図る。 

    施設長と各事業所主担とが連携し、書類整理に努めた。報連相ツールとして「チャットワーク」

アプリを導入し、業務連絡・把握ができる体制を整備した。 

 

⑥地域のネットワークを形成するよう努める。 

・就労支援ネットワーク、自立支援協議会、高槻事業所連絡会に参加 

・医療機関、相談支援事業所との連携。 

・大阪府就労移行支援事業所連絡会設立研修に参加。 

 

【事業課題】 

【就労移行】 

・より実践的な実習先の確保 プログラムの開発 

・離職者をなくす。 

・定着支援の充実  就業・生活支援センターとの連携（ジョブコーチの活用）  

 【就労継続支援 B型】 

  工賃増額を目指して 

  ・おからかりんとうの販路拡大。・軽作業の確保。月３０万円を維持できる作業量。 

 【３事業所共通課題】 

  ・定員充足達成に向け、広報活動の充実（チラシ・パンフレット・ホームページ等の活用） 

  ・生活面に課題があるメンバーへの支援は、地域の相談支援事業所・医療機関・行政等と連携する。  

 

【数値指標】 

 第３共働舎花の会 

事業（所）名 第３共働舎花の会 希望の家 ワークたんぽぽ 

事業種別 就労移行 就労継続支援 B型 

利用者定員数 10 14 16 

利用者延数 1241 ２６１８ ３３７５ 

１日平均利用者数 5.2 11.0 14.1 

稼働率（％） 51.7 78.2 87.9 

平均支援区分 2.5 2.8 2.9 

報酬単価概算（１人１日） 11,823 6,461 6,461 

総報酬額 15,430,513 17,575,545 22,706,945 

生産活動収入  3,745,098 4,259,268 

工賃平均（月額）  20,917 14,672 

工賃総額  3,012,000 2,482,500 

職員配置基準 6：1 6：1 

職員数（常勤・非常勤） ３（常勤） ３（常勤） ３（常勤） 

管理者兼サビ管１（常勤） 
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３、就労支援センターフォルツァ 2016 年度事業報告 

 

【総括】 

201６年度は法人の中期計画初年度になります。地域では競合する就労継続 A 型事業所や就労

移行支援事業所が増え、取り巻く環境が大きく変化してきており、その対応を模索した 1 年でし

た。事業再編を念頭に入れつつも、自立訓練（生活訓練）の訪問支援の開始、支援力の向上への

取り組み、広報活動の強化に取り組みました。 

年度後半には自立訓練（生活訓練）の契約者数が定員を超えるなど目に見える成果を得ること

ができました。次年度においてはニーズが増えている自立訓練（生活訓練）の拡充、就労移行支

援の赤字解消について取り組みます。 

体制については、今年度もスタッフの退職がなく安定した体制で事業を実施することができま

した。 

 

【事業成果】 

就労移行・自立訓練（生活訓練）共通 

１支援プログラムの開発・改善を行う 

・利用者の要望・意見を聞く機会を複数回設定、 

・メンバーが SST と CBT の両方のプログラムを受講できるようプログラムの再編 

・メンバー企画参加型のイベント企画（ハイキング・調理実習等）の実施。 

・スポーツの要素を取り入れたプログラムに取り組んだ 

・自習の時間に広報部活動を行いメンバーブログの運営を行った 

・昨年度より行事を多く取り入れ広報と連動するようにした 

 

２利用者確保に向けて情報発信を強化する（営業・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等の作成） 

 

・定員充足率、通所率を公表しスタッフ間で課題を共有した 

・3 つ折りの施設紹介リーフレットを新規で作成した 

・見学会を 3 か月に 1 回実施した、案内を送る関係機関の名簿を整備した 

・医療機関等が参加する会議に継続して参加してつながりを強化した 

・ブログを開設した。年間で約 130 件の記事を投稿した 

・グーグルの検索にヒットしなかったため対策を行った 

・プレゼンの機会に使用するフォルツァ紹介資料の改善 

 

３スタッフの支援力の向上（内部研修・個別支援会議の充実） 

・個別支援会議にて意見交換の時間を多くとるようにした 

・内部研修を 2 か月に 1 回程度実施し体系的に学習する機会をとった 

・個別の事務トレーニングのプログラムを作成した 

・進路・就労ワーキングで実施している事例検討を 1 ケース実施した 

・同志社大学の教授に依頼しグループスーパービジョンを 3 回実施 

・ジョブコーチ養成研修に 1 名派遣 

・定着支援の一環として卒業生の集いの実施を実施し卒業生間の親睦を図った 
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４ 利用定員、実施事業の在り方について見直しを行う 

・医療機関と連携し自立訓練（生活訓練）において訪問支援を開始した 

・定員見直し、新規事業の検討を行ったが具体的な取り組みには発展しなかった 

 

５地域・法人内のネットワークを充実させる 

・花の会夏祭り、事務局会議に参加 

・就労支援ネットワークや自立支援協議会、保健所の連絡会に参加 

・フォルツァを会場として就労ネット精神ワーキングの定例会を実施 

・自立支援協議会のワーキングにて事例検討会の実施、啓発イベントへの参加 

・自立訓練（生活訓練）の大阪府単位のネットワークに新規参加した 

 

【事業課題】 

就労移行・自立訓練（生活訓練）共通 

・各事業の定員の見直しや事業再編を行い定員割れの解消を行う 

・フェイスブックを利用し情報の拡散を今後行う 

・見学会、体験会などの集客イベントの継続実施 

・知能検査の実施など競合との差別化 

・スーパーバイズ体制については各施設で予算（上限 10 万円）を立て利用者ニーズに応じたス

ーパーバイザーを選任することを継続する 

・定着支援を効果的に実施できるようツールや仕組みを創り上げていく 

・法人内施設への職員実習を行い法人への理解を深める 

・医療機関との接触の機会を更に増やすことで連携した支援を行うことと、利用者確保のための

営業を行う 

 

【数値指標】2017 年 3 月末 

事業（所）名 就労支援センターフォルツァ 

事業種別 就労移行 自立訓練 

就労件数 6 ０ 

実習件数 20 ３ 

利用者定員数 20 12 

利用者延数 1701 1513 

１日平均利用者数 7.1 6.3 

稼働率（％） 35.4 52.5 

平均支援区分 2.5 2.0 

報酬単価概算（１人１日） 11,188 円 7,673 円 

総報酬額 18,873,541 11,649,905 

職員配置基準 6：1 6：1 

職員数（常勤・非常勤） 5（常勤） 2（常勤） 

管理者兼サビ管１（常勤） 

事務１（非常勤） 
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【補足資料】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○支援費収入 

自立訓練（生活訓練）は大き

く回復したが就労移行支援

が伸び悩んでいる。 

○通所率 

就労移行は約 70％。自立訓練（生活訓練）は季節による影響があるように推察される。 

○稼働率 

どちらの事業も振れ幅が大きいが、補完関係がみられる。 

直近では合計 50％前後まで回復は見られるが、利用者獲得にむけ具体的に取り組む必要がある。 
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４、相談支援センタースキップ 2016 年度事業報告 

 

【総括】 

今年度は 3 名体制でスタートをしました。2013 年度から開始となった「サービス等利用計画」

への対応を行うとともに、本来の相談支援としての役割を担っている「委託相談」として、身近に相

談できる事業所を目指して取り組みました。人員の増員により、随時新規相談に対応する体制を作る

ことができるようになりました。次年度は随時対応できる体制を作るとともに、障がいのある方が、

地域で安心し続けながら、「願いや夢」を実現するためにサポートを行うことができる相談支援事業

所を目指していきたいと思います。 

 

【事業成果】 

①チームで支援に取り組みます 

・定期的に会議を行うことで、ケースの把握、業務の遂行度合いのチェックを行いましたが、時

間が取れず定期開催ができませんでした。 

・入力ソフトでの記録を活用し、記録等で情報共有をしながら、抜け漏れなく業務が行えるよう

に工夫しましたが、共有すべき情報に対する意識の違いや基準がないためにあまり活用できて

いませんでした。 

・事業所内のスムーズな連携と、業務の質の向上を目的にスーパーバイズ研修を企画することが

出来ました。 

 

②限られた時間の中で効率的な業務を行います 

・全登録者→374名 うち、計画相談登録数 129名（今年度新規 23名）となりました 

・サービス等利用計画作成→122件、モニタリング作→108件 作成しました。 

・高槻支援学校福祉相談会…毎月第三火曜日（輪番制） 

・浦堂保育園 園庭開放巡回相談（あんしんねっとあゆむ事業）…毎月第三木曜日 

・事務の時間短縮を図ることで、本来の必要に応じた訪問や、定期面談を密に行うことに重点を

戻し、細やかな変化への気づきや、状況に応じた柔軟な対応を図りました 

・データ入力に関し、ソフトを活用したり、その他支援に必要な情報等を常に整理してまとめる

ようにしました。 

・業務内容の共有が不十分であったため、効率化を図ることは出来ませんでした。 

 

③地域資源の開拓をします 

・地域で取り組んでいる医療、福祉、教育等の様々なネットワーク作りの場に参加し、現状の報

告や、日々の支援での工夫等、関係機関の方と情報交換する機会をできるだけ多く持つように

しました。 

・自立支援協議会ケアマネジメント連絡会にて、様々な相談の中から地域課題を抽出し検討する

場に参加しました。 
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④その他/計画相談について 

・計画作成の多い月と少ない月があり、また新規と更新で回数が異なるため収入が安定しない状

況です 

 

【事業課題】 

・事業所内の連携を密にはかることで、業務の効率化を行うために、「報連相」の重要性を共有し

あいます 

・事業所内のケース会議を再開し、抜け漏れない業務を行うための情報共有を徹底していきます。 

・サービス等利用計画をスムーズに作成するために、ソフトを活用し、抜け漏れない仕組みを整

理していきます。 

・事業実施にかかる事務事業の把握と効率化を図るためにチェックシートを活用します。 

・委託相談の充実を図るために、人員配置のための加算を行政に訴えていきます。 

・事業内容の充実を図っていくために、業務体制や必要に応じたモニタリングの回数などを検討

します。 

・ご本人を中心にした計画の作成に取り組めるようにスキルアップをしていきます。 

・ネットワーク会議等へ積極的に参加し、課題を共有し合いながら連携を図り、チームで資源の

開拓を進めていきます。 

 

【数値指標】 

事業種別 委託相談 指定特定相談支援事業 指定一般相談支援事業 障がい支援区分認定調査 

内容 市町村委託事業 ①サービス利用支援 

②継続サービス利用支援 

①地域移行支援 

②地域定着支援 

市町村委託事業 

（高槻市、大阪市） 

利用者延べ数 372 名 123 名 状況に応じて対応していきます 40件/年間 

利用平均（月） 20人/月 ①10 人/月 ②10 人/月 状況に応じて対応していきます 4 件 

報酬単価概算 

 

1 年ごとの契約 

高槻市：5,220,000 

島本町：1,064,700 

 

①サービス利用支援費 

1,611 単位（17,269 円/

月） 

②継続サービス利用支援費 

1,310 単位（14,043 円/

月） 

①地域移行支援サービス費 

地域移行支援サービス費：

2313単位/集中支援加算：500

単位/退院・退所月加算：2700

単位/体験宿泊加算：300 単位

/700 単位 

②地域定着支援サービス費 

体制確保費：300 単位/月 

緊急時支援費：700単位/日 

５，０００/件 

総報酬額 ６，２８４，７００ ３，７５７，４４０ － ２００，０００ 

職員数（常勤） 3 研修修了者 

職員数（非常勤） 0 0 

職員配置基準 相談支援専門員：１名 基準なし 基準なし 基準なし 
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５、サポートセンターはいびすかす 2016 年度事業報告 

 

【総括】 

前任の管理者（サービス提供責任者も兼務…以下、サ責という）が年度変わりで異動になり、

今年度から新しい管理者を迎えて新体制でスタートすることになった。サ責が一名減少したが、

５月に新しく採用された職員がサ責となり着任する。サ責の資格要件を充たす登録ヘルパー（時

給職）を加えるとサ責は現在３名である。 

体制が変わったことで支援時間数の引き下がりが懸念されたが、職員の頑張りもあり、大幅に減

少するほどには至っていない。今年度から同行援護の新規契約者が２名増えたが、資格要件のハ

ードルが高く、常勤職員しか支援に対応できないため、ヘルパーが不足している。移動支援・居

宅介護も少しずつであるが新規契約者が増えている。しかし対応できる登録ヘルパーの数が足り

ていないため、利用依頼が集中する土日祝は日によっては依頼を断らざる負えない状況となって

いる。登録ヘルパーを獲得する手段の一つであるガイドヘルパー養成研修を開催できなかった。

引き続き、登録ヘルパーを増員させ、依頼に応えられる体制作りが課題となっている。 

 

【事業成果】 

① ガイドヘルパー養成研修を福祉系専門学校、大学に加え、障がい者雇用を促進している企業

も対象に受講者を募集する 

 前述の通り、養成研修を開催できなかった為、大学等への営業活動を行わず。次年度は複

数回開催したい。 

 

② サービス提供責任者を４名体制にして、登録ヘルパーの募集をかける 

 昨年度のより、人数は増え 3名体制となったが、目標人数には到達できなかった。 

ヘルパー募集については、チラシを作成し、3000 枚配布。求人情報誌『青い鳥』に掲載。 

新規に 6名獲得したが、何らかの事情で依頼ができなくなった方が 6名となり、実質は増や

すことはできなかった。次年度も引き続き様々な媒体を活用しヘルパー獲得に力を入れてい

きたい。 

   

③ 全員が事務や依頼調整で同水準の対応ができるようにマニュアルの見直しを行う 

事務については、全職員で協力することで対応できるようになったが、依頼調整等のシフ

ト管理については、一部の職員となっているので、支援の共有ができる体制にしていきたい。 

 

【事業課題】 

① サービス提供責任者の増員とヘルパー獲得 

ニーズがあるのに、応えることができない現状を打破するためには、サービス提供責任者を

増員し、ヘルパー数を増やしていくことが重点課題。継続して求人情報紙への掲載、チラシ

配布等でヘルパーを獲得していきたい。ヘルパーの中からサービス提供責任者となる人材を

育成していきたい。 

 



31 

 

② ヘルパー養成研修の開催 

2017 年度は、複数回開催する。開催案内は、求人情報紙等様々な媒体を活用し受講生を獲

得したい。 

 

③ 事務の効率化 

事務は、ソフトの導入を検討する。効率化を図り請求事務等でのノーミスを目指す。事務の

負担が軽減された時間を支援に充てることで実績を増やすことができる。また、ヘルパー獲

得の営業活動にも力を入れることができる。 

 

【数値指標】 

事業種別 移動支援 居宅介護 行動援護 同行援護 合 計 

年間件数 1,970 633 66 51 2720件 

月平均件数 164 52 5.5 4 227 件 

年間時間数 8,972 905.5 234 212 10,323 時間 

月平均時間数 748 75.4 19.5 17 860.25 時間 

月平均利用者数 60名 

月平均ヘルパー数 24.9 名 

報酬額 16,131,401 4,224,337 1,018,989 537,990 23,329,887 円 

 


