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実施事業所一覧（2019年4月1日）
NO

事 業 所 名

所 在 地

事 業 開 始 日

事 業 種 別

事業所番号

定員

1998/9/1 知的通所授産施設
2008/3/1 多機能 2010/3/1事業変更

生活介護

2710900826

53

高槻市南平台3-29-10

2008/3/1 多機能 2015/3/1 事業変更

生活介護

2710900834

60

高槻市南平台3-29-10

2001/4/1共働舎内に併設開所
2006/10/1 第２共働舎に移転、事業変更

短期入所

2710900396

5

2006/10/1

日中一時支援

2760920070

8

高槻市芥川町2-12-23

1999/4/1 無認可作業所 2008/3/1 第2共働舎（出張所）
2010/3/1 事業変更

生活介護

12

高槻市栄町2-50-23

2003/4/1 無認可作業所(麦の会） 2008/3/1 第2共働舎（出張
所） 2010/3/1 事業変更

生活介護

6

（仮）子ども食堂

2019/4/1～

独自事業

6

たんぽぽ亭

高槻市古曽部町1-11-20

2002/9/1 無認可（独自事業） 2008/3/1 第2共働舎（従）
2010/3/1 事業変更

生活介護

7

こすもす

高槻市芥川町2-8-22

2008/3/1 共働舎（従）就労移行
2010/3/1 事業変更 2017/4/1定数変更

生活介護

12

8

すみれ

高槻市津之江町1-57-3

2013/10/1 第2の出張所 2015/3/1：事業変更
2018/4/1 第4共働舎（従）

生活介護

6

9

ラベンダー

高槻市大冠町3-13-1

2016/2/1 さくらクラブ併設
2018/4/1 第4共働舎（従）

生活介護

10

高槻市郡家新町62-13

2013/4/1

未定

未定

11 さくらクラブ

高槻市大冠町3-13-1

2015/3/1事業追加 2017/6/1 分離

12 フラワーホーム
13
ぽぱい
14
オリーブ
15
＊ブルート
16
ほうれん荘
17
さくら
18
あまかわ
19
＊おりひめ
20
＊ヒマワリ
21
なでしこ
22
ひこぼし
23
ひなげし
24
つくし
25
くるみ
26
すばる
27
＊おりおん
28
かえで
29
ぺがさす
30
じゅぴたー
31
ぽん
32
ジョイフル
33
ぽこ

高槻市宮田町
高槻市津之江北町
高槻市塚原
高槻市北大樋町
高槻市登町（➡春日町）
高槻市桜ヶ丘北町
高槻市天川町
高槻市北大樋町
高槻市北大樋町
高槻市塚原
高槻市天川町
高槻市真上町
高槻市城東町
高槻市芝生町
高槻市芝生町（➡春日町）
高槻市北大樋町
高槻市西冠
高槻市芝生町
高槻市天川町
高槻市宮田町
高槻市宮田町
高槻市宮田町

1997/4/1地域生活援助事業
1999/4/1、2018/4/1移転
2000/4/1
2001/4/1、2018/4/1移転
2002/4/1、2019/4/1移転予定
2003/7/1
2005/4/1
2006/9/1 2013/12/28移転、2018/4/1移転
2009/7/1、2018/4/1移転
2009/7/1
2009/12/1
2011/2/1
2011/9/1 2013/2/1事業変更
2011/9/1 2013/2/1事業変更
2013/2/1 2014/12/1増設 2019/4/1移転予定
2014/2/1、2018/4/1移転
2015/2/1
2016/2/15 2018/3/31移転
2016/2/15
2017/3/1
2017/3/1
2017/3/1

共同生活援助
短期入所
共同生活援助

2710901659
2710901667

1 共働舎花の会

高槻市南平台3-29-9

2 第２共働舎花の会
3

花の会短期入所事業部
（レスパイト）

第４共働舎花の会
4
（チューリップ）
5

スイートピー

10 あじさいクラブ
新規事業所

共同生活援助（介護
サービス包括型）

エール
しりうす

高槻市宮田町

2017/3/1

短期入所

高槻市芝生町

2019/4/1

共同生活援助

36

事務センター

高槻市宮田町2-34-5

2010/4/1、2017/3/1移転

（独自設置）

2001/6/1 雇用支援準備センター 2006/4/1 国事業

雇用安定化事業
生活支援等事業
ジョブコーチ支援事業
高槻市相談支援
島本町地域療育
特定/一般相談支援
居宅介護
重度訪問介護
行動援護
同行援護
移動支援
移動支援従業者養成

37

高槻市障害者
就業・生活支援センター

38

相談支援センター
スキップ
高槻市高槻町4-17
(2016/9/23移転）

39

サポートセンター
はいびすかす

三島地域若者サポートステー
40 ション

2005/4/1
2004/6/1
2000/10/1
2005/4/1
2006/10/1、2013/4/1移転
2009/1/1
2009/1/1
2009/1/1
2015/1/1
2009/1/1
2009/1/14
2019/4/1

若者サポートステー
ション事業

相談支援センター
あじさい

高槻市宮田町2-34-5

2014/4/1、2017/4/1移転

障がい児相談支援
計画相談支援

42 第３共働舎花の会

高槻市城北町1-7-16
リーベン城北202号室

2007/10/1

就労移行支援

43

ワークたんぽぽ

高槻市芥川町2-25-5

1998/4/1 無認可作業所
2009/2/1 事業移行

就労継続支援Ｂ型

44

希望の家

高槻市若松町29-13 メゾン
ジェルミナール101

2002/7/1 小規模授産施設
2007/10/1 事業移行

就労継続支援Ｂ型

2010/4/1

就労移行支援

2012/3/1

自立訓練（生活訓練）

2018/10/1

就労定着支援

41

45

就労支援センター
フォルツァ

高槻市城北町1-6-19
カンプリ城北ビル 2F

6

2750920106

15

2750920361

10

2720900063

5
5
4
5
4
4
4
5
5
4
6
5
6
5
4
5
5
5
3

児童発達支援/放課後
等デイサービス

35

34

2710901048

合計
2730900020

2710900933

2760910451
指定番号-57

7
2
7
2
4
111
-

2770900054
2730900152

10

2710900768

16
14
12

2710901071

18
-

2019 年度事業計画策定にあたって
2019 年度事業計画の策定にあたって、法人の第 1 次中期計画が終了し、第 2 次中期計画の
初年度たる年です。しかし、昨年度は中期計画の総括作業を行う同時期に、6/18 北大阪地震、
7 月大雨、9 月台風被害と、災害対応に追われることとなってしまいました。持ち越さざるを得
ない課題も多く、特に「支援」に関しての課題が積み残されていると考えます。今年度の各計画
もそのような制約の下での作成となりますが、次に歩みを進める第一歩としたい。
第１に、災害対応から学んだ知識・対応経験を継続することが必要です。
第２に、主な課題を「支援の改善」においてきたことから、その継続を図る内容でなくてはな
らないと考えています。いわゆる「支援」をサービス（業務）のレベルだけではなく、障害者と
関わる深部の「支援」について支援者が身に着けメンバーとの関係改善を図れ、共に成長できる
場となること。
第３に、私たちが地域の中で果たす役割を見据え、計画に盛り込まれる必要がある。
2019 年度の事業計画について、「法人の重点目標」を下記のように提起いたします。
１、「支援関係」＝「支援・被支援」の関係を超える「関係」の構築を目指す
２、「生産性」を超えた「働く」ことの意味を理解し、実現を目指す
３、地域との連携を、参加だけでなく「溶け込む」活動を目指す
これらの目標について解説は加えませんが、法人の実践が実りをもたらすための課題として、
計画に盛り込まれることが必要と考えます。
特に、一昨年度より支援現場が「虐待の通報」を受け改善と共に、研修にも取り組み、支援の
在り方を問い直す機会ともなり、施設的（訓練的）支援への逆行に対して、法人全体で「関係性」
について取り組み直す機会ともなった。ゼロからではなく、マイナスからのステップアップを全
員で取り組みたいと期待します。
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2019 年度の「事業計画」の書式について
2019 年度に向けての「事業計画」の作成を準備してきましたが、書式について 2018 年度版か
らの変更を検討しております。以下に要点を記載します。
（１）現状の書式について
・今の書式は、2015 年度の計画から変更しています。
・理由は、計画、報告とも非常に長文となり、マスプリ等の負担が増え、時間も要する。
・PDCA サイクルという、総括から方針作成へ展開が不十分であったため、目標管理的な様式と
した。
（２）書式の変更理由について
・2015～2018 年度まで 4 年間実施したこととなるが、その成果が上がったのかが基準です。
・各事業 A4、2 枚にまとまったので、コンパクトになり、その点はよかった。
・目標管理的な事業計画の策定であったが、職員に周知されるツールとはなっていなかった点。
PDC という継続展開性も、あまり見られなかった点。抽象課題が多かったので積み上げの視点
がもてなかった点。等々の不十分性が見られた。
・作成方法の改善で済むのかどうか検討したが、事業の把握のために再構成が望ましいと判断した。
（３）変更する書式について
・では、どのように変更するのか。2014 年度版に基本的に戻したいと思います。
・古くからの書式で、事業全体を数字や日程で俯瞰する構造となっています。目標を記載する構造
も追加ですでに入れていました。
・長文となることへの対応を考えていましたが、印刷方法、A4 に 2 枚を入れる方法で対応でき
ると考えました。作成ページは 2ｐから 4～5ｐに増えますが。
・初めて見る人にも、事業が俯瞰できるのよいのではないか。事業の説明で、一から説明する人が
いますが、省けるのではないかとも思います。
以上 変更の趣旨を記載しました。ご意見等あれば、組み込んでいきたいと思います。
（2019/1/7）
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Ⅰ、法人本部

2019 年度事業計画（案）

１、理念
共に学び 共に働き 共に生きる
２、基本方針
個人が人として尊厳をもって、家庭や地域の中で、しょうがいの有無や年齢にかかわらず、
その人らしい安心と活力のある生活が送れるよう、社会的障壁と闘い、自立と社会参加を支援
する。
３、行動指針
① 当事者性を大切にすること
② 運動性があること
③ 開拓性を持つこと
④ 社会モデルに基づく理解
４、重点課題
① 就労への支援
② 日中活動及び作業活動への支援
③ 生活の場の確保
④ 社会参加・余暇活動への支援
⑤ 当事者活動への支援
⑥ 児童への支援
５、2019 年度方針
「障害者差別解消法」が 2016 年に施行され丸 3 年が経過し、障害者権利条約に基づく障害
者理解が進むという希望は、悲しいかな広がりを見せていない。地域で安心して生活し続けるこ
とを目標設定して、私たちの法人は事業の充実・展開を図ってきているが、制度改定による報酬
減額や GH の規制の強化等の足かせにより、事業の展開は困難を増している。
言うまでもなく、事業の展開が主眼ではなく、メンバーへ支援の強化と地域との連携の強化を
図るために、事業（活動）の後退を食い止め、それを支える職員（人材）の確保と育成を図り、
必要とする事業（活動）の拡充を目指すものである。
６、主な事業・活動
① 理事会の開催：理事定数６名、年６回
② 監事監査の実施：監事定数２名、監査１回
③ 評議員会の開催：評議員定数７名、年 3 回程度
④ 第三者委員の設置：委員数３名
⑤ 役員・評議員研修の実施：全体３回／年、外部研修 随時
⑥ 運営協議会の開催 年 3 回
⑦ 人権推進・虐待防止委員会の開催 年 3 回
⑧ 事務局会議の開催：月１回を定例とし、それ以外に必要時に適時臨時会議を設定する。
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７、課 題
① 支援の中核となる「関係構築」の重要性を周知し、支援の改善を実践する。
② 新メンバー受入のための事業所新設を実現し受入数の拡充を図る。
③ 日中活動支援におけるメンバーの社会参加の充実と、生産活動の拡充を目指す。
④ 「グループホーム」
（生活の場）をより安全で快適なものとするため、建設、移転を推進し、
地域での生活の充実を図ると共に、継続できる GH の運営を構築する。
⑤ 相談支援における対応の改善を図るため、２事業所運営、相談員数、事務処理対応を適正化
し、更なる地域ネットワークの充実、若者支援の拡大を図る。
⑥ 就労支援事業の新規事業（就労定着支援を含め）の一体的な運営の高度化を図り、地域のメ
ンバーのニーズへの対応強化を図る。
⑦ 支援を担う人材の確保と育成を図り、ジョブメンター（OJT）制度の定着を図る。
⑧ 経営の健全化・透明性を更に進め、新会計基準への熟知と職員の待遇改善に取り組む。
⑨ メンバーの権利擁護を推進するために、当事者活動を支援強化し、第三者委員の活動、運営
協議会の充実、虐待防止委員会活動を支援する。
⑩ 第３者評価の実施を検討すると共に、監査人（監査法人）の選任も早期実施を図る。
８、組 織
理事長――理事会（理事・監事）――評議員会（評議員）――評議員選任・解任委員会
業務執行理事 ―日中活動支援――統括―――共働舎花の会
――第２共働舎花の会―花の会短期入所事業部
事務局会議

――第 4 共働舎花の会（６事業所）
――（新規生活介護事業）

―事業――－児童支援――――統括―――あじさいクラブ
――（新規事業）
――さくらクラブ、
（新規事業）
―地域生活支援――統括―――フラワーホーム（21 ホーム）――短期入所
―就労・相談支援―統括―-― 高槻市障害者就業･生活支援センター――JC 支援
――三島地域若者サポートステーション事業
――相談支援センター スキップ
――相談支援センター あじさい
――サポートセンターはいびすかす
――第 3 共働舎花の会（３事業所）
――就労支援センター フォルツァ
―事業推進―――総務――――組織運営・経理・労務・請求・庶務
――人事部
――人材開発部
――財務部
――総合企画部
――総合情報システム部
――監査部
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Ⅱ、日中活動支援事業計画
１、共働舎花の会

2019 年度

１、事業所名

共働舎花の会

２、所 在 地

高槻市南平台三丁目 29 番 9 号

３、事業種別

障害福祉サービス【生活介護】

事業計画

４、利用定員・現員数 定員５３名 現員５３名
５、開所日数

２５５日

６、当初開始年月日

事業指定指定 2008 年 3 月 1 日

事業変更 2010 年 3 月 1 日

７、 基本方針

「ワーカーは、メンバーの“希望する生活”の実現をめざし、共に考え、共に活動に取り組む」
（１） メンバーの主体性を引き出す
（２） 生産活動の活性化
（３） 家族、職員、地域との連携
（４） 日中活動の新たな展開を模索する
８、2019 年度重点目標と実現計画
（１）メンバーへの理解促進
＊ “メンバーの行動には意味（思い）がある”ことを認識できるよう、支援会議にて意
見交換を行う
（２）生産活動の改善
＊ 第 5 共働舎開設に向けて、ＨＡＣＣＰを導入する
＊ 収益向上のため、全体で協力体勢を作る
（３）事業展開
＊ 2020 年の第５共働舎開設
＊ メンバーの高齢化に伴う環境整備、活動内容の充実を図る
９、メンバー支援
事業所会議・ミーティング等を通して、支援・生産活動の改善点の提案を行い、確実に実施で
きるようワーカー間で連携を図る。
（報告・連絡・相談を徹底する）
（１） 生活支援
＊ 社会の一員として自己確認でき、喜びを感じられる支援を行う。
＊ 「個別支援計画」に基づき、日々の活動に取り組む。
＊

「どのような生活を送りたいのか」メンバーの想いを聴きとるよう努め、それに向け、
体勢の整備・必要に応じた支援を実施する。

（２） 作業支援
＊ 個々の力を発揮できる環境を整え、「働く」ことを通して、メンバーが“やりがい”を
感じることができるよう支援を行う。
＊ 第２共働舎花の会・第４共働舎花の会との作業における連携を図る。
＊ メンバーの所得保障のため、工賃の増額を図る努力をする。
（３） 当事者活動支援
＊ メンバー自主組織「みんなの会」活動への支援は、その自主性を尊重する。
＊ ピープルファースト活動への参加を支援する。
＊ 花の会タイムの活動を通して、社会参加の機会を設ける。
（４） 環境の整備
＊ 整理整頓に努め、備品等の整備を行い、安全・安心な環境作りを行う
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＊ 職員で協力して施設の清掃・消毒等を行い、衛生的な環境を保つ
１０、生産活動内容
グループ編成・内容（配置予定）
① A班

リサイクル（アルミ）

② Ｂ班

物販 さをり

③ Ｃ班

農作業 印刷

④ D班

農作業 軽作業

⑤ Ｅ班

漬物 ポン酢

⑥ Ｆ班

菓子

＊ 全体での取り組み

販売、カレンダー

１１、日課
月
9:30

火

水

木

金

土

登所

登所

登所

登所

登所

登所

朝の会

朝の会

朝の会

朝の会

朝の会

朝の会

作業

作業

作業

作業

作業

自主活動

12:00～13:00

昼食・休憩

昼食・休憩

昼食・休憩

昼食・休憩

昼食・休憩

昼食・休憩

13:00～15:15

作業

作業

作業

作業

作業

花の会タイム

15:15～15:30

終わりの会

終わりの会

終わりの会

終わりの会

終わりの会

終わりの会

帰宅

帰宅

帰宅

帰宅

帰宅

帰宅

9:30～9:45
9:45～12:00

15:30

１２、事業運営
（１） 職員配置
施設長（サービス管理責任者兼務） 常勤 1 名
生活支援員：常勤６名 非常勤１２名（配置予定）
事務員：1 名 栄養士：1 名 調理員：４名 看護職員：１名 運転手：４
（２） 資金計画
事業運営費（年額）
収入：126,700,000 円（介護給付費収入）
支出：118,150,000 円（人件費：87,650,000 円、事務費：10,600,000 円、事業
費：17,364,000 円、施設設備整備費：2,540,000 円）
就労支援会計
売上：12,680,000 円
支出：17,500,000 円（経費：6,300,000 円、工賃：9,500,000 円）
（３） 防災対策
＊ 防災計画を作成するとともに、自主防災組織を設置し、防災訓練を年３回以上実施する。
総指揮：施設長

連絡担当：事務職員

救護担当：看護職員

誘導・消火・報告担当：生活支援員 事務職員 調理員
＊ 消防機器点検、昇降機設備点検、電気設備点検を行う。
＊ 防災についての啓発・啓発活動に協力する。
＊ 緊急時の備蓄品（保存食等）の管理・点検を行う。
（また、保存食以外の備蓄品の検討を行う。
）
（４） 医療・健康管理
＊ 協力医療機関（近藤診療所、富田町病院、富永クリニック）と連携する。
＊ メンバー年２回、ワーカー年１回の健康診断を行う。
＊ 歯科検診を年 1 回行う。
＊ 健康診断は、健康医療部門が企画し、実施する。
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＊ メンバーのバイタルチェックを定期的に行い、健康状態を把握し健康の維持に努める。
＊ メンバーの体重測定（毎月１回）、身長測定（健診時）、発作記録の作成を行う。
＊ 感染症・食中毒の予防に努力し、啓蒙活動を実施する。
＊ 衛生研修を実施する。
（５） 余暇活動支援
＊ 行事等は、
「みんなの会」で意見交換を行い、メンバーの希望を受け、企画・実施する。
全体の調整は、当事者活動担当者・行事担当者が行う。
＊ 地域交流事業は、地域交流担当が窓口となり、参加の態勢を調整する。
＊ 花の会タイム・班活動を計画的に実施し、メンバーの希望による活動の設定を行う。全
体の調整は、花の会タイム担当者が行う。
●年間行事予定
月
4月

花の会運動会

5月

みんなの会総会、花の会バザー

6月

花の会総会・交流会

7月

夏祭り

8月

プール実習、大掃除、夏休み

9月

一泊研修旅行

＊ 「給食費」負担が実施され、材料費
300 円・人件費等３50 円での負担金徴収を行なう。
＊ 「給食費」徴収は、月末に集計し、翌
月１5 日に自動払い込みにて請求する。

10 月

ふれあい運動会

11 月

花の会バザー

12 月

クリスマス会、大掃除、忘年会、

＊ 献立は、栄養士が立案し、ランチ会議
を経て、施設長が決定する。
＊ 献立は、メンバーの希望を取り入れ、
衛生・栄養バランス・摂取量等への配慮を行い、
除去食・特別食の配慮も行う。又、誕生日メニ
ュー･行事メニューの実施に努める。

冬休み
1月

（６） 給食事業

行事予定

＊ コーヒー・紅茶のサービスを行う。

冬休み、餅つき

＊ 給食部門の研修として、衛生研修、調

2月

理研修、栄養研修を行う。

3月

（７） 送迎事業

＊ メンバーの通所を保障することを目的とする。２施設混合利用７コースで実施する。
＊ 緊急時等、適宜、配慮を行い対応する。
（８） ボランティア・実習生等の受け入れ
＊ ボランティアの養成・受入を行う。各事業所等を窓口とし、受入については、担当が企
画し実施する。
＊ 学校教育機関等よりの実習、総合学習・体験・見学等については、施設長が窓口となり
受入を行う。
（９） 職員研修
法 人 研 修 入職時研修（5 月）
、正職研修（10 月）
、全体研修（2 月）
事業内研修 入職時研修（6 月）、中堅研修（10 月）
内部研修（月 1 回）
虐待防止研修、衛生研修、救命救急研修（年 1 回以上実施）
事業外研修 専門職研修、生産活動研修、施設長研修等
行政説明会 指定障がい福祉サービス事業者集団指導等
＊ 事業内研修は、運営会議において計画し、支援の質の向上に努める。
（10）会議
法人事務局会議 月 1 回（理事会を含む）
法人事務調整会議 月 1 回
管理者会議

月1回
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運営会議

月 1 回（3 事業所合同：施設長・副主任・支援員・事務職員）

職員全体会議

適時（3 事業所合同）

事業所別会議

月 1 回（3 事業所合同）

方針会議

3 月実施（3 事業所合同）

総括会議

3 月実施（3 事業所合同）

＊ 「花の会」の活動（メンバー・家族・ワーカーによる定例会、家族会、みんなの会（当
事者会）
、職員親睦会等）に協力する。
（11）財務・事務管理
＊ 情報公開

ＨＰにて事業報告、事業計画等の公開を行う

＊ 個人情報の保護

個人情報については、適正に取り扱う。職員は、業務上知り得た秘

密を保持するものとする。
＊ 苦情対応

苦情解決のためのワーカー業務の習熟に努める。事故発生の減少を目指し、

要因・環境・原因の究明に努める。また。改善を図るために事業所会議等で意見交換を
行い、周知する。
（12）新規事業準備
＊ 日中活動の場を広げるため、
（仮称）第５共働舎花の会（定員 30 名）の 2020 年 4 月
開設をめざす。
（13）その他
＊ 広報

ニュース編集担当、施設便り担当に分けて、情報の発信を行う。

施設便り「モンパの木」は、隔月の発行を目指す。
その他の刊行物（花の会通信、家族会だより、後援会便り等）の発行に協力する。
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２、第２共働舎花の会

2019 年度事業計画

１、事業所名

第２共働舎花の会

２、所 在 地

高槻市南平台三丁目 29 番 10 号

３、事業種別

障害福祉サービス【生活介護】 事業所番号：2710900834

４、利用定員・現員数 定員６０名 現員５５名
５、開所日数

２５５日

６、当初開始年月日

事業指定 2008 年 3 月 1 日 事業変更 2010 年 3 月 1 日

７、 基本方針

メンバーとワーカーが相互に成長できる関係性を築き、地域の中でいきいきとした生活を送る
（１）メンバーと「思い」を共有し、対等な関係性を築く
（２）日中活動の新たな展開を模索する
（３）メンバーが生活しやすい環境を獲得できるよう、地域へ働きかける
８、2019 年度重点目標と実現計画
（１）虐待や不適切なかかわりの撲滅
（２）継続的な虐待防止研修の実施
９、メンバー支援
事業所会議・ミーティング等を通して、支援・生産活動の改善点の提案を行い、確実に実施で
きるようワーカー間で連携を図る。
（報告・連絡・相談を徹底する）
（１） 生活支援
＊ 社会の一員として自己確認でき、喜びを感じられる支援を行う。
＊ 「個別支援計画」に基づき、日々の活動に取り組む。
＊

「どのような生活を送りたいのか」メンバーの想いを聴きとるよう努め、それに向け、
体勢の整備・必要に応じた支援を実施する。

（２） 作業支援
＊ 個々の力を発揮できる環境を整え、「働く」ことを通して、メンバーが“やりがい”を
感じることができるよう支援を行う。
＊ 共働舎花の会・第４共働舎花の会との作業における連携を図る。
＊ メンバーの所得保障のため、工賃の増額を図る努力をする。
（３） 当事者活動支援
＊ メンバー自主組織「みんなの会」活動への支援は、その自主性を尊重する。
＊ ピープルファースト活動への参加を支援する。
＊ 花の会タイムの活動を通して、社会参加の機会を設ける。
（４） 環境の整備
＊ 整理整頓に努め、備品等の整備を行い、安全・安心な環境作りを行う
＊ 職員で協力して施設の清掃・消毒等を行い、衛生的な環境を保つ
１０、生産活動内容
グループ編成・内容（配置予定）
① A班

リサイクル・花配達

② Ｂ班

リサイクル・農作業・ショップ

③ Ｃ班

リサイクル・ショップ

④ D班

リサイクル・軽作業

⑤ Ｅ班

パン製造

⑥ Ｆ班

配食
9

＊ 必要に応じて非常勤職員（生活支援員・調理員）を上記に加え配置する
＊ 全体での取り組み

販売、カレンダー

１１、日課
月
9:30

火

水

木

金

土

登所

登所

登所

登所

登所

登所

朝の会

朝の会

朝の会

朝の会

朝の会

朝の会

作業

作業

作業

作業

作業

自主活動

12:00～13:00

昼食・休憩

昼食・休憩

昼食・休憩

昼食・休憩

昼食・休憩

昼食・休憩

13:00～15:15

作業

作業

作業

作業

作業

花の会タイム

15:15～15:30

終わりの会

終わりの会

終わりの会

終わりの会

終わりの会

終わりの会

帰宅

帰宅

帰宅

帰宅

帰宅

帰宅

9:30～9:45
9:45～12:00

15:30

１２、事業運営
（１） 職員配置
施設長（サービス管理責任者兼務） 常勤 1 名
副主任 常勤 2 名 生活支援員：常勤１２名 非常勤３名（配置予定）
事務員：1 名 栄養士：1 名 調理員：1 名 看護職員：１名 運転手：5
（２） 資金計画
事業運営費
収入

129,443,000 支出

98,281,000

報酬総額

125,243,000 人件費

76,340,000

4,200,000 事務費

7,000,000

事業費

14,941,000

利用者負担金収入
就労支援会計
収入

27,100,000 支出

20,000,000

（３） 防災対策
＊ 防災計画を作成するとともに、自主防災組織を設置し、防災訓練を年３回以上実施する。
総指揮：施設長

連絡担当：事務職員

救護担当：看護職員

誘導・消火・報告担当：生活支援員 事務職員 調理員
＊ 消防機器点検、昇降機設備点検、電気設備点検を行う。
＊ 防災についての啓発・啓発活動に協力する。
＊ 緊急時の備蓄品（保存食等）の管理・点検を行う。
（また、保存食以外の備蓄品の検討を行う。
）
（４） 医療・健康管理
＊ 協力医療機関（近藤診療所、富田町病院、富永クリニック）と連携する。
＊ メンバー年２回、ワーカー年１回の健康診断を行う。
＊ 歯科検診を年 1 回行う。
＊ 健康診断は、健康医療部門が企画し、実施する。
＊ メンバーのバイタルチェックを定期的に行い、健康状態を把握し健康の維持に努める。
＊ メンバーの体重測定（毎月１回）、身長測定（健診時）、発作記録の作成を行う。
＊ 感染症・食中毒の予防に努力し、啓蒙活動を実施する。
＊ 衛生研修を実施する。
（５） 余暇活動支援
＊ 行事等は、
「みんなの会」で意見交換を行い、メンバーの希望を受け、企画・実施する。
全体の調整は、当事者活動担当者・行事担当者が行う。
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＊ 地域交流事業は、地域交流担当が窓口となり、参加の態勢を調整する。
＊ 花の会タイム・班活動を計画的に実施し、メンバーの希望による活動の設定を行う。全
体の調整は、花の会タイム担当者が行う。
●年間行事予定
月

行事予定

4月

花の会運動会

5月

みんなの会総会、花の会バザー

6月

花の会総会・交流会

7月

夏祭り

8月

プール実習、大掃除、夏休み

9月

一泊研修旅行

10 月

ふれあい運動会

11 月

花の会バザー

12 月

クリスマス会、大掃除、忘年会、冬休み

1月

冬休み、餅つき

2月
3月

（６） 給食事業
＊ 「給食費」負担が実施され、材料費 300 円・人件費等３50 円での負担金徴収を行なう。
＊ 「給食費」徴収は、月末に集計し、翌月１5 日に自動払い込みにて請求する。
＊ 献立は、栄養士が立案し、ランチ会議を経て、施設長が決定する。
＊ 献立は、メンバーの希望を取り入れ、衛生・栄養バランス・摂取量等への配慮を行い、
除去食・特別食の配慮も行う。又、誕生日メニュー･行事メニューの実施に努める。
＊ コーヒー・紅茶のサービスを行う。
＊ 給食部門の研修として、衛生研修、調理研修、栄養研修を行う。
（７） 送迎事業
＊ メンバーの通所を保障することを目的とする。２施設混合利用７コースで実施する。
＊ 緊急時等、適宜、配慮を行い対応する。
（８） ボランティア・実習生等の受け入れ
＊ ボランティアの養成・受入を行う。各事業所等を窓口とし、受入については、担当が企
画し実施する。
＊ 学校教育機関等よりの実習、総合学習・体験・見学等については、施設長が窓口となり
受入を行う。
（９） 職員研修
法 人 研 修 入職時研修（5 月）
、正職研修（10 月）
、全体研修（2 月）
事業所内研修 入職時研修（6 月）
、中堅研修（10 月）
内部研修（月 1 回）
虐待防止研修、衛生研修、救命救急研修（年 1 回以上実施）
事業所外研修 専門職研修、生産活動研修、施設長研修等
行政説明会 指定障がい福祉サービス事業者集団指導等
＊ 事業所内研修は、運営会議において計画し、支援の質の向上に努める。
（10）会議
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法人事務局会議 月 1 回（理事会を含む）
法人事務調整会議 月 1 回
管理者会議

月1回

運営会議

月 1 回（3 事業所合同：施設長・副主任・支援員・事務職員）

職員全体会議

適時（3 事業所合同）

事業所別会議

月 1 回（3 事業所合同）

方針会議

3 月実施（3 事業所合同）

総括会議

3 月実施（3 事業所合同）

＊ 「花の会」の活動（メンバー・家族・ワーカーによる定例会、家族会、みんなの会（当
事者会）
、職員親睦会等）に協力する。
（11）財務・事務管理
＊ 情報公開
ＨＰにて事業報告、事業計画等の公開を行う
＊ 個人情報の保護
個人情報については、適正に取り扱う。職員は、業務上知り得た秘密を保持するもの
とする。
＊ 苦情対応
苦情解決のためのワーカー業務の習熟に努める。
事故発生の減少を目指し、要因・環境・原因の究明に努める。また。改善を図るため
に事業所会議等で意見交換を行い、周知する。
（12）新規事業準備
＊ 日中活動の場を広げるため、
（仮称）第５共働舎花の会（定員 30 名）の 2020 年 4 月
開設をめざす。
（13）その他
＊ 広報
ニュース編集担当、施設便り担当に分けて、情報の発信を行う。
施設便り「モンパの木」は、隔月の発行を目指す。
ホームページについて、更新業務の確保に努める。
その他の刊行物（花の会通信、家族会だより、後援会便り等）の発行に協力する。
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３、花の会短期入所事業部

2019 年度事業計画

１、事業所名

花の会短期入所事業部（愛称 レスパイト）

２、所 在 地

高槻市南平台三丁目 29 番 10 号

３、事業種別

短期入所（単独型・福祉型） 事業所番号：2710900396
日中一時支援

４、利用定員・現員数 短期入所：1 日 5 名

登録番号 ：2760920070
日中一時：1 日 8 名

５、開所日数
６、当初開始年月日

短期入所（単独型・福祉型） 事業指定：2006 年 10 月 1 日
登 録 ：2007 年 4 月 1 日

日中一時支援
７、 基本方針

安全・楽しむ・成長する
（１）利用者・家族にとって安心して利用できる支援に努める。
（２）遊びや人との関わりの中で、喜ぶ・楽しむ空間を提供する支援に努める。
（３）職員と利用者が共に学び、共に成長しあえる支援に努める。
８、2019 年度重点目標と実現計画
（１）職員の確保と稼働率の向上
（２）引き出しの多い支援力を職員が身につける
（３）ヒヤリハットを財産とするために、気づきを積極的に出し合う
９、メンバー支援
会議やミーティング等を通して、職員が意見を交わしより良い支援を積み重ねていく。
（１）緊急時の受け入れ体制の強化
①エール・ジョイフルと協力し緊急時の受け入れ体制を強化する
②自立支援協議会と連携し、地域生活支援拠点について協力する
（２）安全・安心な喜ぶ・楽しむ空間の提供
①安全に最大の配慮を行い、他施設にない外出支援サービスの提供を維持する
②暦や季節を感じてもらう創作・遊びを提供する
③利用者のニーズに応えた音楽・玩具の提供を行う
④感染症対策の徹底と衛生環境の保持を行う
（３）利用者視点でのサービスの向上
①ケース会議等で個人の課題・目標を職員間で共有して支援の質を向上させる
②利用者の持っている力を伸ばす支援を行う
③他機関との連携を図り、個別のニーズと課題に取り組む
④全職員が外部研修で専門知識の習得を行い、発信する力を持つ
１０、生産活動内容（対象外）
１１、日課（利用者の状況に合わせている）
１２、事業運営
（１） 職員配置
管理者（常勤 1 名）
事務員（1 名）

生活支援員（常勤 3 名 非常勤 4 名）

栄養士（１名）

調理員（1 名）

（２） 資金計画
事業運営費
収入：29,200,000 円（短期入所：19,500,000 円、日中一時：9,700,000 円）
支出：29,200,000 円（人件費：24,330,000 円、事務費：614,000 円、事業費：
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3,356,000 円、設備整備費：900,000 円）
（３） 防災対策
＊ 防災計画を作成するとともに、自主防災組織を設置し、防災訓練を年３回以上実施、
夜間避難訓練を年 1 回以上実施する。
総指揮：副主任

連絡担当：事務職員

救護担当：看護職員

誘導・消火・報告担当：生活支援員 事務職員 調理員
＊ 消防機器点検、昇降機設備点検、電気設備点検を行う。
＊ 防災についての啓発・啓発活動に協力する。
＊ 緊急時の備蓄品（保存食等）の管理・点検を行う。
（また、保存食以外の備蓄品の検討を行う。
）
（４） 医療・健康管理
＊ 協力医療機関（近藤診療所、富田町病院、富永クリニック）と連携する。
＊ ワーカー年１回の健康診断を行う。
＊ 健康診断は、健康医療部門が企画し、実施する。
＊ メンバーのバイタルチェックを定期的に行い、健康状態を把握し健康の維持に努める。
＊ 感染症・食中毒の予防に努力し、啓蒙活動を実施する。
＊ 衛生研修を実施する。
（５）余暇活動支援

●年間行事予定

（６）給食事業

月

＊ 朝食 250 円（材料費等 150 円）、昼食 650 円（材料
費等 300 円）
夕食 650 円（材料費等 300 円） ＊「給食費」徴収は、
利用時に請求する。除去食や特別食の配慮を行う。

行事予定

4月

支援学校入学式

8月

支援学校夏季休業

12 月

支援学校冬季休業

3月

支援学校卒業式

（７）送迎事業
＊ メンバーの通所を保障することを目的とする。
＊ 緊急時等、適宜、配慮を行い対応する。
（８）ボランティア・実習生等の受け入れ
＊ ボランティアの養成・受入を行う。受入については、担当が企画し実施する。
＊ 学校教育機関等よりの実習、総合学習・体験・見学等については、管理者が窓口となり
受入を行う。
（９）職員研修
法 人 研 修 入職時研修（5 月）
、正職研修（10 月）
、全体研修（2 月）
事業内研修 内部研修（月 1 回）虐待防止研修、衛生研修、救命救急研修（年 1 回以上）
事業外研修 専門職研修
行政説明会 指定障がい福祉サービス事業者集団指導等
（10）会議
スタッフ会議 月 1 回

方針会議 3 月実施

総括会議 3 月実施

（11）財務・事務管理
＊ 情報公開

ＨＰにて事業報告、事業計画等の公開を行う

＊ 個人情報の保護

個人情報については、適正に取り扱う。職員は、業務上知り得た秘
密を保持するものとする。

＊ 苦情対応

苦情解決のための業務の習熟に努める。/事故発生の減少を目指し、要因・
環境・原因の究明に努める。また。改善を図るために職員会議等で意見交換
を行い、周知する。

（12）新規事業準備/（13）その他
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４、第４共働舎花の会

2019 年度事業計画

１、事業所名

第４共働舎花の会

２、所 在 地

高槻市芥川町二丁目 12 番 23 号（主たる事業所「チューリップ」）

３、事業種別

障害福祉サービス【生活介護】

４、利用定員・現員数 定員５２名 現員４８名
５、開所日数

２５５日

６、当初開始年月日

事業指定指定 2010 年 3 月 1 日 事業変更 201８年４月 1 日

７、 基本方針

「一人ひとり自分らしく地域の中でいきいきと活動できるように、それぞれの思いを尊重し活動する」
（１） メンバー、ワーカーが対等な関係でつながり活動する。
（２） 生産活動の活性化
（３） 地域とのつながりを大切にする。
８、2019 年度重点目標と実現計画
（１）メンバーとワーカーの関係性の見直し
（２）各店舗が連携し、売上の改善を図る。
（商品の充実と回転率のアップ、店内の整理整頓）
（３）地域の方との交流の場（ミレーヌ等）設定
９、メンバー支援
事業所会議・ミーティング等を通して、支援・生産活動の改善点の提案を行い、確実に実施でき
るようワーカー間で連携を図る。
（報告・連絡・相談を徹底する）
（１） 生活支援
＊ 社会の一員として自己確認でき、喜びを感じられる支援を行う。
＊

「どのような生活を送りたいのか」メンバーの想いを聴きとるよう努め、それに向け、体
勢の整備・必要に応じた支援を実施する。

（２） 作業支援
＊ 個々の力を発揮できる環境を整え、
「働く」ことを通して、メンバーが“やりがい”を感じ
ることができるよう支援を行う。特に店舗活動では地域の方との関わりを大切にして、メ
ンバーが地域の中で力を発揮できるようにする。
＊ 共働舎花の会・第２共働舎花の会との作業における連携を図る。
＊ メンバーの所得保障のため、工賃の増額を図る努力をする。
（３） 当事者活動支援
＊ メンバー自主組織「みんなの会」活動への支援は、その自主性を尊重する。
＊ ピープルファースト活動への参加を支援する。
＊ 花の会タイムの活動を通して、社会参加の機会を設ける。
（４） 環境の整備
＊ 整理整頓に努め、備品等の整備を行い、安全・安心な環境作りを行う
＊ 職員で協力して施設の清掃・消毒等を行い、衛生的な環境を保つ
１０、生産活動内容
グループ編成・内容（配置予定）
①チューリップ

店舗（リサイクル）
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②こすもす

店舗（リサイクル、自主製品販売）

③たんぽぽ亭

弁当製造販売

④スイートピー

店舗（リサイクル）

⑤すみれ

店舗（リサイクル）

⑥ラベンダー

軽作業、さをり織り

１１、日課
月
9:30

火

水

木

金

土

登所

登所

登所

登所

登所

登所

朝の会

朝の会

朝の会

朝の会

朝の会

朝の会

作業

作業

作業

作業

作業

花の会タイム

12:00～13:00

昼食・休憩

昼食・休憩

昼食・休憩

昼食・休憩

昼食・休憩

昼食・休憩

13:00～15:15

作業

作業

作業

作業

作業

作業

15:15～15:30

終わりの会

終わりの会

終わりの会

終わりの会

終わりの会

終わりの会

帰宅

帰宅

帰宅

帰宅

帰宅

帰宅

9:30～9:45
9:45～12:00

15:30

１２、事業運営
（１） 職員配置
施設長（サービス管理責任者兼務） 常勤 1 名
生活支援員：常勤：１３名

非常勤パート４名 （配置予定）

事務員：３名 栄養士：２名 調理員：４名 看護職員：１名 運転手：４
（２） 資金計画
事業運営費
収入計

92,755,000 支出計

77,113,000

報酬総額

88,033,000 人件費

62,359,000

利用者負担金収入

3,484,000 事務費

3,881,000

その他

1,238,000 事業費

9,639,000

施設・整備費

1,234,000

就労支援会計
収入計

23,100,000 支出計

22962,000

店舗

15,450,000 家賃等

9,971,000

弁当

6,000,000 工賃

8,841,000

その他

1,650,000 その他

41,50000

（３） 防災対策
＊ 防災計画を作成するとともに、自主防災組織を設置し、防災訓練を年３回以上実施する。
総指揮：施設長

連絡担当：事務職員

救護担当：看護職員

誘導・消火・報告担当：生活支援員 事務職員 調理員
＊ 消防機器点検、昇降機設備点検、電気設備点検を行う。
＊ 防災についての啓発・啓発活動に協力する。
＊ 緊急時の備蓄品（保存食等）の管理・点検を行う。
（また、保存食以外の備蓄品の検討を行う。
）
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（４） 医療・健康管理
＊ 協力医療機関（近藤診療所、富田町病院、富永クリニック）と連携する。
＊ メンバー年２回、ワーカー年１回の健康診断を行う。
＊ 歯科検診を年 1 回行う。
＊ 健康診断は、健康医療部門が企画し、実施する。
＊ メンバーのバイタルチェックを定期的に行い、健康状態を把握し健康の維持に努める。
＊ メンバーの体重測定（毎月１回）、身長測定（健診時）、発作記録の作成を行う。
＊ 感染症・食中毒の予防に努力し、啓蒙活動を実施する。
＊ 衛生研修を実施する。
（５） 余暇活動支援
＊ 行事等は、
「みんなの会」で意見交換を行い、メンバーの希望を受け、企画・実施する。全
体の調整は、当事者活動担当者・行事担当者が行う。
＊ 地域交流事業は、地域交流担当が窓口となり、参加の態勢を調整する。
＊ 花の会タイム・班活動を計画的に実施し、メンバーの希望による活動の設定を行う。全体
の調整は、花の会タイム担当者が行う。
●年間行事予定
月

行事予定

4月

花の会運動会

5月

みんなの会総会、花の会バザー

6月

花の会総会・交流会

7月

夏祭り

8月

プール実習、大掃除、夏休み

9月

一泊研修旅行

10 月

ふれあい運動会

11 月

花の会バザー

12 月

クリスマス会、大掃除、忘年会、冬休み

1月

冬休み、餅つき

3月

街かどコンサート

（６） 給食事業
＊ 「給食費」負担が実施され、材料費 300 円・人件費等３50 円での負担金徴収を行なう。
＊ 「給食費」徴収は、月末に集計し、翌月１5 日に自動払い込みにて請求する。
＊ 献立は、栄養士が立案し、ランチ会議を経て、施設長が決定する。
＊ 献立は、メンバーの希望を取り入れ、衛生・栄養バランス・摂取量等への配慮を行い、
除去食・特別食の配慮も行う。又、誕生日メニュー･行事メニューの実施に努める。
＊ コーヒー・紅茶のサービスを行う。
＊ 給食部門の研修として、衛生研修、調理研修、栄養研修を行う。
（７） 送迎事業
＊ メンバーの通所を保障することを目的とする。6 事業所混合利用４コースで実施する。
＊ 緊急時等、適宜、配慮を行い対応する。
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（８） ボランティア・実習生等の受け入れ
＊ ボランティアの養成・受入を行う。各事業所等を窓口とし、受入については、担当が企画
し実施する。
＊ 学校教育機関等よりの実習、総合学習・体験・見学等については、施設長が窓口となり受
入を行う。
（９） 職員研修
法 人 研 修 入職時研修（5 月）
、正職研修（10 月）
、全体研修（2 月）
事業内研修 入職時研修（6 月）
、中堅研修（10 月）
内部研修（月 1 回）
虐待防止研修、衛生研修、救命救急研修（年 1 回以上実施）
事業外研修 専門職研修、生産活動研修、施設長研修等
行政説明会 指定障がい福祉サービス事業者集団指導等
＊ 事業内研修は、運営会議において計画し、支援の質の向上に努める。
（10）会議
法人事務局会議 月 1 回（理事会を含む）
事務調整会議

月1回

管理者会議

月1回

運営会議

月 1 回（3 事業所合同：施設長・副主任・支援員・事務職員）

職員全体会議

適時（3 事業所合同）

事業所別会議

月 1 回（3 事業所合同）

方針会議

3 月実施（3 事業所合同）

総括会議

3 月実施（3 事業所合同）

＊ 「花の会」の活動（メンバー・家族・ワーカーによる定例会、家族会、みんなの会（当事
者会）
、職員親睦会等）に協力する。
（11）財務・事務管理
＊ 情報公開

ＨＰにて事業報告、事業計画等の公開を行う

＊ 個人情報の保護

個人情報については、適正に取り扱う。職員は、業務上知り得た秘密
を保持するものとする。

＊ 苦情対応

苦情解決のためのワーカー業務の習熟に努める。事故発生の減少を目指し、
要因・環境・原因の究明に努める。また。改善を図るために事業所会議等で意
見交換を行い、周知する。

（12）新規事業準備
＊ 日中活動の場を広げるため、
（仮称）第５共働舎花の会（定員 30 名）の 2020 年 4 月開設
をめざす。
（13）その他
＊ 広報 ニュース編集担当、施設便り担当に分けて、情報の発信を行う。
施設便り「モンパの木」は、隔月の発行を目指す。
ホームページについて、更新業務の確保に努める。
その他の刊行物（花の会通信、家族会だより、後援会便り等）の発行に協力する。

18

５、
（仮称）子ども食堂事業
１、事業所名

未定

２、所在地

高槻市栄町 2 丁目 50 番 23 号

３、事業種別

独自事業

４、利用定員・現員数

電話 未設置

定員設定特になし

５、職員数・配置・開所日数

利用児童数に合わせて職員・ボランティアを配置
開所は毎週土曜日

６、当初開始年月日
７、基本方針

2019 年度事業計画（案）

お盆・年末を除く 11：00～14：00

2019 年 5 月より

子ども・大人を区別しないで、落ち着いた交流の場とする
経済的な負担をできるだけ避け、安心できる場を模索する
個々の個性を大切にし、相談にも対応できるようにする

８、年度重点目標と実現計画（実施内容）
毎週土曜日 11：00～14：00
食事の希望者に昼食の提供をする（1 食 100 円）
地域に参加の呼びかけを行い、10 名程度での運営を考える
９、メンバー支援
児童・参加者の希望により、学習支援、作業支援、余暇支援、居場所支援等、本人の充足感を
充たせることから始める。
10、生産活動内容

特に設定しない

11、日課
開所

11：00

自由時間

11：00～12：00

昼食

12：00～13：00

自由時間

13：00～14：00

終わりの会 14：00
帰宅

14：10

12、事業運営
（１）職員配置
施設管理者 1 名
支援者

1～3 名（ボランティアを含め）

必要なら 相談員・看護職員を配置する

（２）資金計画
収入 補助金を申請（1 回 7000 円×40 回）280,000 円（食材料費、事務費）
支出 人件費 職員が業務の場合は、事業所よりの給付
事務費 家賃、水光熱費はスイートピーが負担する
事業費 補助金で賄う
その他の収支（施設・設備整備費等）がある場合は、地域住民の皆さんに寄附をお願いする
（３）防災対策
防災計画を作成するとともに、防災訓練を年 1 回実施する。
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（4）医療・健康管理
緊急時等は協力医療機関との連携を図る
健康診断等が必要な場合は、家族等と協議する
（５）余暇活動支援（行事・旅行・クラブ活動等）
余暇に必要な用具を準備する（本、ラジカセ、TV、
）
（6）給食事業
昼食に必要な食器や食事用具を整える
（７）送迎事業

実施しない

（８）ボランティア・実習生等の受け入れ

できるだけ協力を呼びかける

（９）職員研修
必要に応じ研修を実施する。他の事業の見学・交流を図る。
（10）会議
必要に応じて「運営会議」を設定する
（11）財務・事務管理
情報公開

事業の実施については公開する

個人情報の保護
苦情対応

事業に対する意見等は、謙虚に聞く

（12）新規事業準備
（13）その他

個人情報の流出を防ぎ、興味本位の取材等は避ける
予定なし

特になし
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Ⅲ、児童支援事業計画
１、あじさいクラブ

2019 年度事業計画

１、事業所名

あじさいクラブ

２、所在地

高槻市郡家新町 62 番 13 号 （TEL：685-3388、FAX：669-8305）

３、事業種別

児童発達支援、放課後等デイサービス

４、利用定員・現員数

定員 15 名
現員（登録者数 19/2 月） 児発 13 名 放デイ 44 名

５、職員数・配置・開所日数
（１）職員数、配置 常勤７名（予定）
（２）開所日数

238 日

月曜日～金曜日（祝日・8/13～8/16、12/29～1/3 を除く）

６、事業開始年月日
2013 年 4 月 1 日

（指定番号：大阪府 2750920106 号）

７、基本方針
本人の主体的な活動や自立に向けて、ライフステージに応じた児童期の支援を行う。
８、年度重点目標と実現計画（実施内容）
（１）質の高い支援の提供
・業務としての支援の確立を図る（スキルアップ）
・関係発達を図る取り組みを模索する（フィーリングアップ）
（２）地域に開かれた事業運営
・「地域に開かれる」とは何かを、共に考える
・地域に溶け込む（受け入れられる）取り組みを継続する
（３）今後の事業計画、運営体制の検討
・新事業所の開設をめざす
・サービス管理責任者（児童発達支援管理責任者）の養成を行う
９、メンバー支援
（１）生活・支援指針
利用児童がのびやかに育つことを最優先とする
（２）健康管理
かけがえのない命・健康を大切にする
医療的なケアが必要な方に向けた受入ができるよう態勢を整える
（３）個別支援計画
一人ひとりに応じた支援プランを策定する
①フェイスシート（随時）、②アセスメント（必要時）、③ 個別支援計画（利用時）、
④モニタリング（計画の見直し）（6 か月に 1 回）※利用開始月によって変動あり。
10、生産活動内容

対象外

11、日課
学校の春休み、夏休み、短縮、代休等によって時間は異なる。
学校、保育所の行事等によっても、時間は変動する。
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通常の活動

児発

10：00～ （昼食） ～16：00

放デイ 15：00～

～17：00

帰宅
帰宅

12、事業運営
（１）職員配置
管理者：1 名（兼務）、児童発達支援管理責任者：1 名、児童指導員 2 名、保育士：2 名、福
祉サービス経験者 1 名、運転手（職員送迎）
（２）資金計画
項目

（円）

収入

報酬総額

17,800,000

支出

人件費

21,000,000

事務費

4,218,000

事業費

1,350,000

（３）防災対策
＊ 防災計画を作成するとともに、防災訓練を年３回以上実施する
＊ 予防管理組織：（事業所内担当・火元責任者等）、自衛消防組織（総指揮：管理者、連絡・
消火・避難誘導等 担当：現場職員）を定める。また消防機器の点検に努める
＊ 非常食の備蓄：（利用定員数＋職員数）×３食×１日分 管理・点検を行う
（4）医療・健康管理
＊ 服薬の管理をしっかり行う
＊ 利用児童の健康状態の把握（家族、学校の先生等）に努め、バイタルチェックを行う
＊ 協力医療機関（富田町病院）と必要に応じて提携する
＊ 感染症、食中毒の予防に努める
（５）余暇活動支援（行事）
＊ 野外活動（野菜の収穫、公園の散歩等）
＊ 誕生日会
＊ 水遊び（安全確保の上で可能ならば）
（6）給食事業
＊ 希望に応じて、給食を実施する。（１食あたり４５０円）
＊ 利用児童の健康に留意し、アレルギー等の配慮を行う。
（７）送迎事業
＊ 利用児童の通所保障、希望に応じて送迎を実施する。送迎は原則、事業所と自宅（または
学校、児童施設）間とするが、個別の相談に応じる。緊急時の際には柔軟に対応する。
＊ 利用負担は、「利用者定額負担」内とし、別途送迎費を請求しない。
（８）ボランティア・実習生等の受け入れ
＊ 希望があれば相談の上、随時受け入れを行う。
（９）職員研修
・法人研修：全体研修、正職員研修、中堅職員研修、新入職員研修
・事業所内研修：OJT 及び毎月第２火曜日内部研修
・事業所外研修：OFF-JT、研修会、講演会、業による研修会・説明会
・自己研鑽：資格取得等への支援
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（10）会議
・法人事務局会議：月１回 児童部門から１名 参加する
・地域交流会議：月１回 児童部門より１名 参加する
・児童部門会議：月１回

あじさいクラブ、さくらクラブ

全職員対象の会議・研修を行う。

・事務調整会議：月１回
・個別ケース会議：適時
（11）財務・事務管理
＊ 情報公開
・事業所評価表を配布する
・事業所自己評価表を作成し配布する
＊ 個人情報の保護
・個人情報管理を適正に行う
・ケース会議等で必要な情報は最小限とし、使用の際には承諾を得る
・職員は職務上、知り得た情報、秘密を保持する。
＊ 苦情対応
・苦情対応責任者（管理者）を置き、随時受付を行う
・第三者委員・虐待防止委員・行政の窓口についても説明を行う
（12）新規事業準備
＊ 第 2 あじさいクラブ（仮称）の開設
・２０１９年９月１日 開所に向け必要な準備を進める。
（13）その他
＊ 家族の参観について：期間を限定せず、家族の見学を受け入れる
＊ 合同懇談会について：年１回実施、また必要に応じてご家族の意見を聞く機会を設ける
＊ クラブだよりの発行（年４～５回）
＊ 地域情報（主に児童関連）、制度情報の提供を行う。
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２、さくらクラブ

2019 年度事業計画

１、事業所名

さくらクラブ

２、所在地

高槻市大冠町 3 丁目 13 番１号 （ＴＥＬ：674-6790、ＦＡＸ：674-6791）

３、事業種別

（１）児童発達支援（児童福祉法第 4 条）
（２）放課後等デイサービス（同法第 65 条）

４、利用定員・現員数

定員 １０名

現員予測 名

定員数

児童発達支援

放課後等デイ

児童発達支援

併せて

登録者数 １６名

登録者数 ２８名

放課後等デイサービス

1０名／日

（2019 年 2 月現在） （2019 年 2 月現在）

５、職員数・配置・開所日数
（１）職員数、配置

さくらクラブ 7 名

（２）開所日数

238 日 月曜日～金曜日（祝日・8/13～8/16、12/29～1/3 を除く）

６、事業開始年月日
2015 年 3 月 1 日

あじさいクラブの従たる事業所として

2017 年 7 月 1 日（指定番号：大阪府 2750920361 号）
７、基本方針
本人の主体的な活動や自立に向けて、ライフステージに応じた一貫した児童期の支援を行う。
・自立に向けた成長の支援を個々のニーズに添い、本人・家族とともに行う。
・社会参加を目標に、家族・地域を含めたトータルな支援に努める。
８、年度重点目標と実現計画（実施内容）
１）質の高い支援の提供 ～人材育成、権利擁護意識の向上～
・支援の方向性、内容、役割分担について日々のミーティング等で、意思疎通を図る。
・内部研修だけでなく、外部研修を積極的に活用し、適切な知識・技術力の向上に努める。
・職員個々が自立した行動力を身に付けると共に、職員間だけに留まらず、他事業所、相談支援
事業所、家族との連携力の強化を図る。連携力の強化は発信力からの観点から積極的に情報発
信を行う。
・主体的に業務改善が出来るよう、課題を共有化し解決へ向け取り組みを行う。
・障害種別、特性、発達段階、生活状況や課題に配慮し、プログラム検討、環境設定を行う。
２）地域に開かれた事業運営 ～情報発信、地域連携、地域支援～
・地域の行事や交流イベントに積極的に参加し、交流を深め、情報の発信を行う。
・事業所アンケートを定期に行い、ホームページや事業所内で提示。事業運営の改善に努める。
３）今後の事業計画、運営体制の検討
・２０１９年度内に高槻北部での新事業所、または従たる事業所開設を開設する。
・定員を厳守し、よりよい支援環境を整える。
・児童発達支援管理責任者の養成を進める。
９、メンバー支援
（１）生活・支援指針
利用者の発育の個人差・個性を考慮しながら、生活・遊びの中で基本的な生活習慣を身に着
け、集団生活になじむことができるよう適切な支援を行う。また、地域（学校や行政、地域住
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民）と協力をし、利用者が地域の中で自分らしく暮らしていけるよう取り組む。
（２）健康管理
子ども一人ひとりが、健康な生活習慣を身に付け、豊かな成長が遂げられるよう積極的に次
の点に取り組む。
［１］日常養護・健康管理 ［２］病気の予防と早期発見 [３] 安全と事故防止
[４] 健康増進と保健指導

[５] 環境衛生

（３）個別支援計画
長期的な視点に立ち、情緒の安定と発達をはかり、豊かな情操を養い、創造性の豊かな心身
ともに健康な一人ひとりに応じた支援プランを策定する。
① フェイスシートの作成（随時）
、②アセスメントの実施（原則３～４月）、
③

個別支援計画の作成・説明（原則４～５月）、モニタリング（計画の見直し）の実施（原
則９月・３月）※ご利用開始月によって変動あり。

10、生産活動内容

・対象外

11、日課
児童発達支援

放課後等デイサービス

自宅、集合場所にお迎え（随時）
１０：００～

開所
挨拶
個別活動・集団活動

１２：００～

昼食

学校へお迎え（随時）

１３：００～

個別活動・集団活動

個別活動・集団活動・学習支援

１５：００～

おやつ作り・おやつ

おやつ作り・おやつ

１６：００～

個別活動・集団活動

挨拶、個別活動、集団活動

自宅へ送迎

自宅へ送迎

メンバー帰宅完了

メンバー帰宅完了

１８：００

※ 春休み、夏休み、代休等によって時間は異なる。
※ 各学校、各児童施設の行事等によっても、時間は変動する。
12、事業運営
（１）職員配置
常勤
職種

非常勤

員数

常勤換

専従

兼務

専従

兼務

算

管理者

１

０

１

０

０

１

児童発達支援管理責任者

１

０

１

０

０

１

児童指導員

２

２

０

０

０

２

保育士

３

１

１

１

０

２，２

障害福祉サービス経験者

０

０

０

０

０

０
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備考

その他従業者

０

０

０

０

０

０

運転手

１

０

０

０

１

０．２

（２）資金計画
項目

（円）

収入

報酬総額

27,200,000

支出

人件費

16,800,000

事務費

3,168,000

事業費

1,800,000

その他の収支（施設・設備整備費、借入返済等）
・ 施設整備（耐震工事）等、現在 助成金申請中。（施行未定）
就労支援会計の収支
・対象外
（３）防災対策
＊ 防災計画を作成するとともに、防災訓練を年３回以上実施する。
＊ 予防管理組織：
（事業所内担当・火元責任者等）
、自衛消防組織（総指揮：管理者、連絡・
消火・避難誘導等 担当：現場職員）を定める。また消防機器の点検に努める。
＊ 非常食の備蓄：
（利用定員数＋職員数）×３食×１日分 管理・点検を行う。
（4）医療・健康管理
＊ 利用児童の健康状態の把握（家族、学校の先生等）に努め、健康チェックを行う。
＊ 協力医療機関（富田町病院）と必要に応じて提携する。
＊ 感染症、食中毒の予防に努める。また衛生研修を実施し、職員の意識向上に努める。
（５）余暇活動支援（行事・旅行・クラブ活動等）
＊ 春休み、夏休み、冬休み等 活動時間が長時間にわたる場合、
「普段できない体験（外食、
戸外活動）
」を計画する。
（6）給食事業
＊ 希望に応じて、たんぽぽ亭のお弁当を提供する。（１食あたり４５０円）
＊ 利用児童の健康に留意し、アレルギー等の配慮を行う。
（７）送迎事業
＊ 利用児童の通所保障、希望に応じて送迎を実施する。送迎は原則、事業所と自宅（または
学校、児童施設）間とするが、個別の相談に応じる。緊急時の際には柔軟に対応する。
＊ 利用負担は、
「利用者定額負担」内とし、別途送迎費を請求しない。
（８）ボランティア・実習生等の受け入れ
＊ 現在、ボランティア・実習生等の受入れ実績はないが、希望があれば相談の上、随時受け
入れを行う。
＊ 外部団体（教育機関等）からの問い合わせに応じ、ボランティア・実習生の受け入れを行
う。また市民ボランティアセンターに情報を開示する等、開かれた事業所を目指す。
（９）職員研修
・法人研修・・・法人、花の会主催の研修会に参加する。新入職員は新人研修に参加する。
・事業内研修・・毎月第２火曜日の午前中を職員会議・職員研修の時間とする。
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・事業外研修・・希望、または職員の職務段階に応じた外部研修を実施する。
・行政説明会・・子育て総合支援センター（カンガルーの森）が主催する、事業所連絡会、研
修会に積極的に参加する。
（10）会議
・法人事務局会議・・ 月１回（理事会を含む） 児童部門から１名 参加する
・地域交流会議・・

月１回 児童部門より１名 参加する

・児童部門会議・・

月１回 あじさいクラブ、さくらクラブ 全職員対象の会議・研修を
行う。

・事務担当者会議・・ 月１回
※ 必要に応じて、個別ケース会議等を事業所内で行う。
（11）財務・事務管理
＊ 情報公開
・年度内に１度、ご利用者家族全員にアンケートを行い、支援について、事業運営等幅広
く意見を求め、取りまとめた事業所評価表を配布する。
・年度内に１度、事業所自己評価表を作成し配布する。
・情報開示請求があれば、その都度受付を行い、開示の検討を行う。
＊ 個人情報の保護
・個人情報管理を適正行う。ケース会議等で必要な情報は最小限とし、使用の際には承諾
を得る。職員は職務上、知り得た情報、秘密を保持する。
＊ 苦情対応
・苦情対応責任者（管理者）を置き、随時受付を行う。また第 3 者委員・虐待防止委員・
行政の窓口についても説明を行う。
・事故等の減少に努め、職員間でも意見交換を行い、改善を図る。
（12）新規事業準備
＊ 第 2 あじさいクラブ（仮称）の開設
・２０１９年９月１日 開所に向け必要な準備を進める。
（13）その他
＊ 保護者の事業への理解と協力の促進にむけて
・活動現場参加

参加は１年中オープンとし、保護者の見学を受け入れる。

・参観・懇談会

個別懇談会を年 2 回、合同懇談会を年１回実施する。また必要に応
じてご家族の意見を聞く機会を設ける。

・お知らせ

クラブだよりの発行（年４～５回）
花の会ニュースの定期送付（年４回）
その他、地域情報（主に児童関連）の情報発信を行う。

・ホームページ

活動、エピソードの紹介を行う。
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Ⅳ、地域生活支援事業計画
フラワーホーム（エール・ジョイフル）

2019 年度事業計画

１、事業所名：

フラワーホーム、エール・ジョイフル

２、所在地：

高槻市宮田町二丁目 34 番 5 号（GH 事務センター）

３、事業種別：

障害福祉サービス【共同生活援助（介護サービス包括型）
】、
【短期入所】

４、利用定員・現員数

フラワーホーム：定員 107 名（共同生活援助）
エール・ジョイフル 各２名（短期入所）

５、職員数：7５名

開所日数：365 日

６、当初開始年月日：

1997 年 4 月 1 日

７、基本方針
「本人の思いと地域のつながりを大切にし、その人らしくいきいきと生活できるフラワーホームを
めざします」
「メンバーの可能性を拡げ、希望に応える支援を行います」
「心身の健康と安心して暮らせる環境を作ります」
８、2019 年度重点目標と実現計画
①安心して生活できる場にする。
メンバーの障害特性を理解し、健康面、精神面等の情報を職員間で共有し、会議、研修、事例検
討会等で方針を出す。
②メンバーが主体であること。
メンバーの思い、意思表示や表現方法を知り、職員はリードせず、サポートに徹する。
③社会参加・余暇活動の充実。
経験する場を大切にし、失敗しても経験に繋げられるようにする。メンバーの表情などから充実
感を図り、生活に広がりを見出す。
９、メンバー支援
地区会議・事例検討会・ミーティング等を通して、支援・生活の改善点の提案を行い、確実に実
施できるように世話人間で連携を図る。
（報告・連絡・相談を徹底する）
（１）生活支援
＊自分の居場所だと認識でき、安心、喜び、充実を感じられる支援を行う。
＊「どのような生活を送りたいのか」メンバーの想いを聞き取るよう努め、それに向け、体勢
の整備・必要に応じた支援を実施する。
＊個々の力を発揮できる環境を整え、「役割」を通して、メンバーがやりがい、充実感をもて
るように支援する。
（２）作業支援（対象外）
（３）当事者活動支援
＊メンバーの自主組織「四季路」活動への支援は、その自主性を尊重する。
＊ピープルファースト活動への参加を支援する。
（４）環境の整備
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＊整理整頓に努め、日用品等の整備を行い、安心・安全な環境作りを行う。
＊メンバーと協力してホームの清掃・消毒等を行い、衛生的な環境を保つ。
10、生産活動内容 （事業による）
：対象外
11、日課
時間

内容

15:30 以降

帰着、入浴（随時）
、散歩、おやつ

18:00 頃

夕食、服薬確認

21:00 頃から

消灯、就寝

23:00、1:00、4:00

巡回（室温確認、トイレ誘導など）

6:00 頃

起床、身支度、整容

7:00 頃

朝食

8:30 頃

出発（出勤、登所）

※各メンバーに合せた生活を提供するため、個別にホームマニュアルで対応する。
12、事業運営
（１）職員配置
所長（管理者）常勤１名

（サービス管理責任者 常勤兼務５名）

世話人・生活支援員 常勤 37 名 非常勤 23 名
（事務職員

常勤 １名

非常勤 １名） （運転手

非常勤 １名）

＊ 多数のホームがあるため、運営については「エリア」を設定し、エリア長を配置する。
今年度は 3 エリア：A エリア、B エリア、ぽんぽこ
＊ 各エリアのホームを 10 のホーム群に分け、
「地区担当」を配置し、運営サポートを行う。
＊ 短期入所（エール・ジョイフル）は、ホーム内にあるため、一体的運営を行う。
（２）資金計画
収入
報酬総額

支出

337,102,000

人件費

320,606,000

利用料収入

49,015,000

事務費

21,454,000

その他

25,989,000

事業費

30,274,000

借入金

78,500,000

施設・設備整備費

78,500,000

合計

490,606,000

合計

450,888,000

（３）防災対策
＊防災計画を作成するとともに、防災訓練を年３回実施する。
総指揮：管理者

連絡担当：事務職員

報告担当・救助担当：世話人（生活支援員）

＊消防機器点検、昇降機設備点検、電気設備点検を行う。
＊防災時の備蓄品（保存食等）の管理・点検を行う。
（また、保存食以外の備蓄品検討を行う。
）
（4）医療・健康管理
＊協力医療機関（富田町病院、高槻市歯科医師会）と連携する。
＊メンバーのバイタルチェックを定期的に行い、健康状態を把握し健康の維持に努める。
＊感染症・食中毒の予防に努め、啓蒙活動を実施する。
＊職員の健康診断を年 2 回実施する。
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（５）余暇活動支援（行事・旅行・クラブ活動等）
＊世話人による余暇活動支援を実施する。
＊移動支援事業を利用して社会参加の充実を図り、メンバーの意見を尊重した余暇が過ごせる
ように事業所との連携を図る。
（6）給食事業
＊第２共働舎花の会の配達する夕食を利用し、カロリー・栄養計算がされたものを提供する。
＊朝食・間食・嗜好品について、本人の健康状態を考慮して支援する。
（７）送迎事業
＊ぽん・ぽこ・エール・ジョイフルと共働舎花の会、第 2 共働舎花の会間の通所について、送
迎車を配置し、円滑な送迎を行う。
（８）ボランティア・実習生等の受け入れ
＊ボランティアの養成・受け入れを行う。事務センターを窓口とし、受け入れついては各担当
が企画し実施する。
＊学校教育機関等よりの実習、総合学習・体験・見学等については、施設長が窓口となり受け
入れを行う。
（９）職員研修
法人研修 入職時研修（5 月）
、正職研修（10 月）、全体研修（2 月）
事業内研修 入職時研修（7 月）
、内部研修（月 1 回）、正職員研修（隔月 1 回）
虐待防止研修、衛生研修、救命救急研修（年 1 回以上実施）
事業外研修 専門職研修、生産活動研修、施設長研修等
行政説明会 指定障がい福祉サービス事業者集団指導等
＊事業所内研修は企画調整会議において計画し、支援の質の向上に努める。
（10）会議
法人事務局会議（理事会を含む） 月 1 回
事務調整会議 月 1 回
運営会議 月１回
企画調整会議 月１回
グループホーム全職員会議 偶数月１回
地区会議 月 1 回
ホーム会議 月 1 回
総括会議 3 月実施
グループホーム合同定例会 年３回
＊「花の会」の活動（メンバー・家族・ワーカーによる定例会、家族会、みんなの会（当事
者会）
、職員親睦会等）に協力する。
（11）財務・事務管理
＊情報公開
ホームページにて事業報告、事業計画等の公開を行う。
＊個人情報の保護
個人情報については、適正に取り扱う。職員は、業務上知り得た秘密を保持するものとす
る。
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＊苦情対応
苦情解決のための世話人業務の習熟に努める。
事故発生の減少を目指し、要因・環境・原因の究明に努める。また、改善を図るために全
職員会議等で意見交換を行い、周知する。
（12）新規事業準備
＊現在使用している住居の老朽化に伴い、住み替え先と利用希望者がいるため、新規物件の
確保と新ホームの開設を目指す。
（13）広報
＊グループホーム活動報告誌「がじゅまる通信」は、隔月の発行を目指す。
＊ホームページについて、更新業務の確保に努める。
＊その他の刊行物（花の会通信、家族会だより、後援会便り等）の発行に協力する。
（14）友花会活動
＊地域で就労・生活するメンバーの悩み等の相談への支援を行う。
＊メンバーの相互の交流を図り、友人関係を支援する。
＊友花会活動への支援は、メンバーの自主性を尊重する。
＊ピープルファースト活動への参加を支援する。
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５、就労・相談支援事業計画
１、第３共働舎花の会

2019 年度事業計画

１、事業所名：第３共働舎花の会 従たる事業所 ワークたんぽぽ 希望の家
２、所在地：
第３共働舎花の会

高槻市城北町 1-7-16

TEL:

FAX:

リーベン城北 201

072-662-1233

072-662-1233

ワークたんぽぽ

高槻市芥川町 2-25-5

072-681-6344

072-681-6354

希望の家

高 槻 市 若 松 町 29-13

072-661-7750

072-661-7750

101
３、事業種別 ：
第３共働舎花の会

就労移行支援

ワークたんぽぽ

就労継続支援Ｂ型

希望の家

就労継続支援Ｂ型

４、利用定員 合計４０名
第３共働舎花の会

１０名

ワークたんぽぽ

１６名

希望の家

１４名

５、職員数・配置・開所日数
管理者 １名（サービス管理責任者兼務）
第３共働舎花の会

３名

ワークたんぽぽ

３名

希望の家

３名

６、事業開始年月日：２００７年１０月 1 日

（ワークたんぽぽ２００９年２月１日）

７、基本方針
「人のつながりを大切に、みんなが“いきいき豊かに”生活が営める地域社会をめざす。」
①就労・相談支援事業所等と地域での連携に努め、理念の実現を図る。
②「個別支援計画」をよりメンバーのニーズが反映されたものにし、支援の充実を図る。
③就労移行支援は、全メンバーの一般就労を目指す。定着支援は、定着率 9 割を目指す。就労
継続支援Ｂ型は、工賃増額を目指す。
④広報に力を入れ、内外に第３共働舎花の会の活動の周知を図る。
⑤虐待防止に努める。
８、年度重点目標と実現計画（実施内容）
年度重点目標
『支援内容と生産活動を充実させ、就労移行者・工賃向上を目指す。
』
実現計画（実施内容）
①人権意識や支援技術の向上を図るため研修を充実させる。
②実践的な活動となるため、支援プログラムの開発・改善
③メンバーの確保。各事業で定員充足を目指す。
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④就労件数 10 件 目標を達成する。
⑤職場定着率 9 割を目指して、定着支援に努める。
⑥工賃増額を目指して、生産活動の開発・改善
⑦事業実施に係る事務業務の把握と効率化を図る。
⑧地域のネットワークを形成するよう努める。
９、メンバー支援：就労移行・生産活動だけが支援でなく、相談支援事業所等関係機関と連携し、
地域で豊かな生活を送れるよう支援する。
10、生産活動内容：
ワークたんぽぽ

おからかりんとう・ポップコーン製造、ポスティング、マンション清掃等

希望の家

キャップ組み立て請け負い作業

2019 年度平均工賃目標：月平均 18,000 円
11、日課：受付時間

月曜～金曜日

午前８時 30 分～午後５時３０分

メンバー活動時間 ９：３０～１６：００ （希望の家９：００～）
12、事業運営
（１）職員配置
管理者常勤 1 名（サービス管理責任者兼務）
第３共働舎花の会

就労支援員常勤 1 名、生活支援員常勤 1 名、職業指導員常勤 1 名

ワークたんぽぽ

生活支援員常勤 1 名、職業指導員常勤 1 名、目標工賃達成指導員常勤 1 名

希望の家

生活支援員常勤 1 名、職業指導員常勤 1 名、目標工賃達成指導員常勤 1 名

（２）資金計画
項目

第３共働舎花の会

希望の家

ワークたんぽぽ

就労移行

就労継続支援 B 型

就労継続支援 B 型

10

14

16

40

1440

2868

3278

6840

6.0

11.9

13.6

31.5

稼働率（％）

60.0

85.0

85.0

76.7

開所日数

241

241

241

241

基本報酬

521

事業種別
利用者定員数
利用者延数
１日平均利用者数

単価（１人１日）

基本報酬

999

合計（平均）

福祉専門職配置

6

目標工賃達成指導員加算

80

就労支援研修

6

福祉専門職配置

6

15,592,000

18,530,000

21,179,000

55,301,000

生産活動収入

0

3,600,000

4,200,000

7,800,000

工賃（月額）

0

21,000

15,000

18,000

総報酬額（円）

収入 報酬総額 ：\55,301,000
支出 人件費、事務費、事業費、その他の収支（施設・設備整備費、借入返済等）
支出総額：\55,301,000
（３）防災対策：火災・水害・震災等に備えた訓練を年３回実施します。
（4）医療・健康管理：健康診断 メンバー年 2 回 ワーカー年 1 回
利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状
況等の把握に努める。
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（５）余暇活動支援（行事・旅行・クラブ活動等）：生産活動の合間に適時実施。
第３共働舎花の会

社会見学、調理実習、合同クリスマス会等

ワークたんぽぽ

一泊研修旅行（不定期）
、慰労会（不定期）、合同クリスマス会等

希望の家

一泊研修旅行（数年に一回は 2 泊）慰労会、忘年会、合同クリスマス会等

（6）給食事業：対象外
（７）送迎事業：対象外
（８）ボランティア・実習生等の受け入れ：ゆうあいセンターボランティア講座に協力
（９）職員研修
法人研修……職員全体会議、
事業内研修…適時 虐待防止研修等の人権研修
事業外研修…適時参加
行政説明会…集団指導等
（10）会議
各事業所会議（月１回）
、第 3 全体会議（月１回）
就労相談部門運営会議（月 1 回）

就労相談部門主担会議（月 1 回）

自立支援協議会進路・就労ワーキング（月 1 回）
、
高槻事業所連絡会議（月 1 回）
（11）財務・事務管理
情報公開：ワムネット
個人情報の保護：文書にて同意
苦情対応：法人マニュアルに沿って対応
（12）新規事業準備：就労定着支援事業
（13）その他
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２、就労支援センターフォルツァ

2019 年度事業計画

１、事業所名：就労支援センターフォルツァ
２、所在地：〒569-0071 高槻市城北町 1 丁目 6-19 カンプリ城北ビル 2 階
３、事業種別：障がい福祉サービス
・就労移行

事業指定：2010 年 4 月 1 日 （多機能型）

・自立訓練（生活訓練） 事業指定：2012 年 3 月 1 日 （多機能型）
・就労定着支援

事業指定：2018 年 10 月 1 日

４、利用定員・現員数
就労移行 定員 12 名

現員 13 名

自立訓練 定員 18 名

現員 19 名

就労定着支援 定員なし 現員 11 名
５、職員数・配置・開所日数
職員数：10 名 開所日数：236 日
配 置：管理者・サービス管理責任者（兼務）
：1 名
就労移行：5 名
（生活支援員 1 名・就労支援員 1 名・職業指導員 3 名：内 1 名定着支援員兼務）
自立訓練：4 名（生活支援員：内 3 名訪問兼務）
就労定着：1 名（職業指導員兼務）
６、当初開始年月日
・就労移行：2010 年 4 月 1 日

・自立訓練（生活）
：2012 年 3 月 1 日

・就労定着支援：2018 年 10 月 1 日
７、基本方針：私たちはひとりひとりの「働く力」
「生活する力」を育み、
就労や社会につなげることを目指します。
その為、
「人権の尊重」
「主体性の尊重」「地域に開かれた事業所」を実行します。
８、年度重点目標と実現計画（実施内容）
重点目標：①1 日の通所人数を、移行メンバー10 名、自立メンバー10 名確保する
②就職後 6 カ月継続したメンバーを 6 名以上にする
実現計画：①見学会の実施（年 2 回以上） ②フォルツァ通信の発行（年 4 回）
③地域活動（会議やイベント）へ参加（スタッフ全員）
④研修参加（スタッフ全員） ⑤実習件数 20 件 ⑥各自目標管理の達成
９、メンバー支援
（１）就労移行支援
・基礎訓練（所内プログラム）にてメンバーのアセスメントをおこない、就労に向けた
基本的な知識やマナーを身につけられる様支援します。その後、実践訓練として企業実習を
提案し、客観的な評価による自己理解を促します。就職活動時は書類作成、面接練習、
面接同行などサポート的な支援をおこないます。
（２）自立訓練（生活訓練）
・基礎訓練（所内プログラム）にてメンバーのアセスメントをおこない、生活リズムの安定、
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通所の為の基礎体力作り、基本的な社会ルールの習得を目指せるよう支援します。
ご本人やご家族の希望を伺い、就労移行や就労継続 B 型やＡ型の利用をサポートします。
・訪問支援は、フォルツァへの通所を目指しメンバーのご自宅へ伺い基礎訓練を実施します。
（３）就労定着支援
・フォルツァ利用（移行・自立）を経て一般企業へ就職され、6 カ月経過された方で支援を
ご希望され申請が通った方へ最長 3 年間（1 年毎）支援をおこないます。
月 1 回以上の面談を実施し、就労の継続を目指して支援をおこないます。
（４）補足：基礎訓練（所内プログラム）について
・
「11、日課」の内容が所内プログラムとなります
・ビューティーレッスン（資生堂）
、スーツ着こなし講座（洋服の青山）、ヨガ、調理実習
体力測定、飯盒炊爨（フォトロゲイニング・バーベキュー）
、社会見学、５リズムなど
10、生産活動内容
（１）軽作業：ポーチガム組立作業（ママリス）
、シール貼り（成和テック）、など
（２）リサイクル業務：施設外にて産業廃棄物のリサイクル作業（浜田）
（３）その他：フォルツァ通信作成、年賀状作成、チラシやハガキ作成等スタッフ依頼の業務
11、日課
月

火

水
朝

9：30
10：00

パソコン

座学

昼
ＣＢＴ※1

自習

金

礼

清掃・軽作業

12：00
13：00

木
軽作業

軽作業

休 憩

就活プログラム※3

ＳＳＴ※2

パソコン

自立グループ活動※4

清

14：35

ハマダ実習

ハマダ実習
※5

掃

1 日の振返り面談（個別）

15：00

帰

16：00

宅

※1

CBT（集団認知行動療法）
：自分自身を知り考え方を変える方法を身につける

※2

SST（ソーシャルスキルズトレーニング）
：日常生活や職場でのコミュニケーション力を身につける

※3

就活プログラム：面接練習、お礼状書きなど、就職活動に必要な知識を実践形式で学びます

※4

自立グループ活動：生活自立に必要な能力を座学形式で学びます

※5

ハマダ実習：施設外にてリサイクル業務をおこないます

12、事業運営
（１）職員配置
（施設長）管理者（サビ管兼務） 常勤 １名
・就労移行 （生活支援員
（職業指導員
・自立訓練 （生活支援員

常勤 1 名） （就労支援員 常勤 1 名）
常勤 1 名 非常勤 2 名）
常勤 4 名）

・就労定着 （就労定着支援員 非常勤 1 名）
（２）資金計画
報酬を持って充てる
収入 報酬総額：42,201,000 円
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支出 人件費：31,240,000 円 事業費：10,625,000 円（事務費を含む）
その他の収支（施設・設備整備費、借入返済等）：対象外 就労支援会計の収支：対象外
（３）防災対策
防災計画を作成するとともに、防災訓練を年 4 回実施する。
メンバーと共に消防署、防災センター見学を実施する
総指揮：管理者 情報収集伝達担当：就労移行職員 避難誘導

担当：自立訓練職員

（4）医療・健康管理
嘱託医師：対象外
協力医療機関との連携：特定医療法人大阪精神医学研究所 新阿武山病院
健康診断の実施：メンバー（簡易年 1 回、詳細年 1 回）スタッフ年 1 回
その他：血圧測定器あり
（５）余暇活動支援（行事・旅行・クラブ活動等）
行事：お食事会（年 2 回）
、古木クラッシックギターコンサート（年 1 回）
（6）給食事業：対象外
（７）送迎事業：対象外
（８）ボランティア・実習生等の受け入れ
・実習生（福祉サービス体験者）
：近隣支援学校からの実習生受入
・実習生（福祉職）
：社会福祉士、精神保健福祉士資格取得中の実習生受入
（９）職員研修
法人研修：随時参加

行政説明会：集団指導等に随時参加

事業内研修：内部研修（月 1 回程度）
、ＳＶ等実施
事業外研修：支援等に必要な研修に随時参加
（10）会議
法人事務局会議：対象外 職域交流会議：月 1 回 就労部門運営会議：月 1 回
就労部門主担会議：月 1 回 発達障がい・高槻フォーラム会議：2 カ月 1 回程度
自立支援協議会（進路就労ワーキング）月 1 回 ネットワーク会議：月 1 回
ネットワーク会議（精神ワーキング）：月 1 回 スタッフ会議：月 1 回
（11）財務・事務管理
情報公開：障害福祉サービス等情報公表システムにて公開
個人情報の保護：サービス管理責任者による法律とガイドラインの遵守
苦情対応：管理者
（12）新規事業準備：
メンバーの増加に対応して、活動室・職員スペースの確保が図れる場所への移転を検討中
（13）その他
・一般就労し卒業されたメンバーを対象に「卒業生の集い」を開催（年 1 回）
・見学会（地域の医療、福祉、教育、当事者等を対象。年 2 回以上）
・フォルツァ通信発行（地域の医療、福祉、教育を対象に年４回郵送）
・イラスト部の活動（自習訓練を利用）を実施（年１回発表会を実施）
・訪問型自立訓練のニーズに合わせた運営について検討を行う
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２、高槻市障がい者就業・生活支援センター
１、事業所名

高槻市障がい者就業・生活支援センター

２、所在地

高槻市高槻町４番 17 号

３、事業種別

・障害者就業・生活支援センター（雇用安定等事業）

2019 年度事業計画

TEL：072-668-4510 FAX：072-668-4530

・障害者就業・生活支援センター（生活支援等事業）
・ジョブコーチ事業（訪問型職場適応援助者助成金）
４、利用定員・現員数

定員 定めなし

現員登録者数

名

５、職員数 9 名
配置（予定） 常勤 8 名
開所日数

非常勤 1 名

239 日（職員稼働日数 240 日）

６、当初開始年月日
2001 年４月１日 高槻市障害者就業・生活支援準備センター（大阪府ステップアップ事業）
2004 年４月１日 高槻市障害者就業・生活支援センター（厚生労働省事業）
７、基本方針
理念 「障がいのある人もない人も共に働き、共に学び、共に生きる社会」の構築をめざします。
スタッフの実直な努力と関係機関連携のおかげで、全国トップクラスの評価を頂き２年連続増員が
認められ感謝の気持ちを強くしています。地域に信頼されるセンターを目指し、ケースワーク・チー
ムワーク・ネットワーク力を高め、
『
「働きたい・雇いたい」を応援する』を実践していきます。
８、年度重点目標と実現計画（実施内容）
「共に学び、共に働、共に生きる」を実践しながら、支援技法等の根拠ある質の高い支援の実施
企業対応力を高め、企業も含めた関係機関とのネットワーク構築と維持・存続・改善
専門性を支える基礎仕事力向上と、地域ネットワーク構築の為の所内チームワーク力向上
９、メンバー支援
当センターでは、登録者支援、企業支援、関係機関連携とした
（１）登録者支援
・「働きたい」と願う方が様々な出会いを実現し、周りの方々と幸せと満足が得られる応援をします
・相談者が自分の生き方を自己決定できるよう、多様な選択肢の提示と説明責任を大切にします
・根拠ある支援の実施（ジョブコーチ理論・ソリューション・フォーカスド・アプローチ等）します
（２）企業支援
・障がいのある人との出会いと通じ、障害理解が深まり、働きやすい職場環境の構築を応援します
・職場のアセスメントとジョブマッチングから始まるナチュラルサポートの形成を支援します
・企業同士のネットワーク構築を支援します
（３）関係機関連携
・働きたいご本人や雇いたい企業の為の、連携・ネットワークの構築をめざします
・支援者のスキルアップや地域課題に対応できる取り組みを連携・ネットワークで実施します
・高槻地域の障がい者就労支援ネットワークや、自立支援協議会に参画し、全国のネットワークにも
積極的に協力します
10、生産活動内容

特に実施せず
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11、運営時間（日課） 開所 9：00、閉所 17：30
（上記の原則を守りながら、就労者等の時間に考慮しながら柔軟な相談・支援を実施）
12、事業運営
（１）職員配置
所長（主任就業支援ワーカー）1 名、 主任職場適応援助者１名
就業支援ワーカー :4 名、生活支援ワーカー:2 名（１名募集中）
、ジョブコーチ:1 名
（２）資金計画

委託費と助成金を持って充てる

収入 総額

４５，２２９，０００円

雇用安定等事業

３６，４５０，０００円

生活支援等事業

６，２５１，０００円

訪問型職場適応援助者助成金

２，２８８，０００円

高槻市雇用相談
支出

人件費
事業費・事務費

２４０，０００円
４１，１８３，０００円
５，４９５，０００円

その他の収支（施設・設備整備費、借入返済等）
就労支援会計の収支 なし
（３）防災対策

防災計画と緊急連絡網を作成するとともに、防災訓練を年 1 回実施する。

総指揮 所長

連絡担当 生活支援ワーカー 等

（4）医療・健康管理

健康診断の実施と必要に応じて産業医面談の実施

（５）余暇活動支援（行事・旅行・クラブ活動等）

就労者を中心とした、働く障がい者の集い、

エンジョイサークル、トークカフェ等を関係機関と協働で実施
（6）給食事業

実施せず

（７）送迎事業

実施せず

（８）ボランティア・実習生等の受け入れ

依頼があれば積極的に受けいれる

（９）職員研修
・法人研修
法人全体研修、新人研修等に参加
事例検討では当センターが実施する役割を担う
・事業内研修
所内ミーティングでのスキルアップクイズ（月 1 回）
、事例検討（原則月 1 回）
就業生活支援センター・スキップ・相談あじさい合同研修 年１回
・事業外研修
たかつき・しまもと障がい者就労支援ネットワーク・就労支援基礎講座では運営担当
たかつき福祉基礎講座
障害者就業・生活支援センター就業支援担当者研修
障害者就業・生活支援センター就業支援担当スキル向上研修
就業・生活支援センター事業をより深く考えるフォーラム
訪問型職場適応援助者養成研修
全国就業支援ネットワーク 定例研究会
全国就業支援ネットワーク 生活支援基礎講座
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職業リハビリテーション学会
ジョブコーチカンファレンス
ＣＡＦ2019
・自己研鑽
有資格者等の自己研鑽による研修参加。大阪精神保健福祉士協会等
（10）会議
施設内・法人内
・法人事務局会議

月 1 回（理事会を含む）

・職域交流会議

月1回

・ミーティング

月1回

・運営協議会

年1回

地域
就業・生活支援センター連絡会
就業・生活支援センター連絡会 北ブロック会（ブロック長）
自立支援協議会

運営委員会

自立支援協議会

進路・就労ワーキング（サブリーダー）

あんしんねっとあゆむ 推進委員会
あんしんねっとあゆむ 東ブロック会
高槻市相談支援事業所連絡会
高槻市生活困窮者支援ネットワーク会議
高槻市精神保健福祉機関連絡会議
島本町障害福祉施策推進協議会
たかつき・しまもと障がい者就労支援ネットワーク会議
たかつき・しまもと障がい者就労支援ネットワーク会議 事務局会議
たかつき・しまもと障がい者就労支援ネットワーク会議 精神ワーキング（リーダー）
たかつき・しまもと障がい者就労支援ネットワーク会議

企業ワーキング（サブリーダー）

三島ブロック進路指導関係機関連絡会議
ミニ三島ブロック進路指導関係機関連絡会議
（11）財務・事務管理
情報公開、委託元の大阪労働局・大阪府福祉部に実施報告
個人情報の保護、委託元の指導の下、責任者を決めて実施
苦情対応、必要時その都度対応。登録時に委託元と実施法人を説明している
（12）新規事業準備
事業ではないが、地域課題に応じて関係機関とワーキングチーム等を作り対応しており、新
しい取り組みを実施。一例で、2019 年１月発足ＩＤＥＡモデルワーキングがある。
（13）講師派遣
訪問型職場適応援助者（ジョブコーチ）養成研修
高齢障害者求職者雇用支援機構とＪＣ－ＮＥＴへの講師派遣
これまで通り、依頼があれば積極的に協力する。スタッフの成長で講師を担える者が増え
ており、回数の増加と、大阪府下・全国とのネットワーク強化に期待する
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４、相談支援センター

スキップ

2019 年度事業計画

１、事業所名：相談支援センター スキップ
２、所在地：高槻市高槻町４－１７ ＴＥＬ：072-6６８-４６２０ ＦＡＸ：072-6６８-４５３０
３、事業種別 ：①障がい児相談支援事業

②計画相談支援事業 ③地域移行支援 ④地域定着支援

⑤市町村（高槻市・島本町）委託相談支援 ⑥障がい支援区分認定調査
４、利用定員 以下は事業種別①～④についての定員 ⑤⑥は、定員設定なし。
相談支援専門員一人あたり１か月あたり４０名を超えない数
児童（18 歳未満の障がいの種別を問わない）
成人（18 歳以上の知的・身体・精神・発達・難病者等）
５、職員数

3名

配置：常勤 3 名

開所日数（営業日数）240 日

６、事業開始年月日：２０００年１０月 1 日（障害児（者）地域療育等支援事業を受託）
７、基本方針
①自己決定を実現するために、生活の中で不安なことや困ったことがあるときに、身近に相
談できる事業所を目指します。
②安心しながら地域で暮らし続けることができるように、様々な社会資源を活用し、みんな
で支えていけるチーム作りをしていきます。
③地域のネットワークへ積極的に参加しながら、個々の課題を地域の課題として提言し、
ニーズを実現していくための制度開拓に努めていきます。
８、年度重点目標と実現計画（実施内容）
年度重点目標
相談に来られた方々の想いに寄り添い、地域の中で「自分らしく豊かに」過ごす方法を共に考えて
いきます。
実現計画（実施内容）
① ニーズを反映したサービス等利用計画を作成するために、支援力向上を目指します。
・相談支援の基礎となる支援力を高めるために、
「自らの学び」の視点で取り組みます。
・外部研修等への参加や、内部スーパーバイズ研修等を活用していきます。
・学びや実践をアウトプットする機会を作っていきます。
②相談に来られる方々がさまざまな資源へと繋がりやすくなるために、地域に点在する社会資源と
の繋がり、ネットワークを拡げていきます。
・相談に来られた方々を中心に、積極的に地域の関係機関との連携を深めていきます。
・様々な相談に対し、幅広く必要に応じた支援を行うことができるようにしていきます。
③一人一人の願いを実現する社会資源充実のために、地域のネットワークでの活動を通して地域の
課題解決への活動に積極的に参加し、必要に応じて制度・社会資源の開拓等に向けて働きかけて
いきます。
・自立支援協議会等への参加を通じて、個別の課題を地域の課題として提言していきます。
・計画作成費の見直しと委託相談支援の拡大や費用の見直しを行政に訴えていきます。
９、メンバー支援： サ-ビス等利用計画の作成

地域生活全般の相談支援

10、生産活動内容：対象外
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11、日課：受付時間

月曜～金曜日

午前 8 時 30 分～午後 5 時 30 分

12、事業運営
（１）職員配置

管理者

常勤 1 名

相談支援専門員

常勤２名

（２）資金計画
収入 報酬総額 ： １０，０９０，０００円
事業種別

委託相談

指定特定相談支援事業

内容

市町村委託事業

指定一般相談支援事業

障がい児相談支援事業

障がい支援区分認定

①サービス利用支援

①地域移行支援

①サービス利用支援

市町村委託事業

②継続サービス利用支援

②地域定着支援

②継続サービス利用支援

（高槻市、大阪市）

利用者延べ数

372 名

９０名

状況に応じて対応していきます

状況に応じて対応していきます

６０件/年間

利用平均（月）

20 人/月

①８人/月 ②８人/月

状況に応じて対応していきます

状況に応じて対応していきます

平均５件

報酬単価
概算

1 年ごとの契約

①サービス利用支援費

①地域移行支援サービス費

高

1,611 単 位 （ 17,269

地域移行支援サービス費：

円/月）

2313 単 位 / 集中支 援加 算：

👈

②継続サービス利用支援

500 単位/退院・退所月加算：

体制確保費：300 単位/月

費 ： 1,310

2700 単 位 / 体験宿 泊加 算：

緊急時支援費：700 単位/日

槻

市

：

5,220,000
島

本

町

：

1,064,700

単 位

（14,043 円/月）
総報酬額

5,220,000

＊

５，０００/件

②地域定着支援サービス費

300 単位/700 単位

4,570,000

－

－

300,000

支出 人件費、事務費、事業費、その他の収支（施設・設備整備費、借入返済等）
支出総額： １９，５２０，０００円
（３）防災対策：就業・生活支援センターに合わせて取り組む
（4）医療・健康管理：スタッフの健康診断実施(年１回)
（５）余暇活動支援（行事・旅行・クラブ活動等）：現在は開催できていない
（6）給食事業：実施していない
（７）送迎事業：実施していない 車両 1 台を保有（相談の同行用）
（８）ボランティア・実習生等の受け入れ：現在は行えていない
（９）職員研修
法人研修……職員全体会議、
事業内研修…就ぽつ合同合宿、相談あじさいとの合同 SV 研修の開催を予定（年 3 回）
事業外研修…相談支援全国研修、高槻市内相談支援研修、SV 研修、相談支援専門コース等
行政説明会…集団指導
（10）会議
自立支援協議会運営会議（月 1 回）
、ケアマネジメント連絡会（月 1 回）全体会議（年 2 回）
児童相談支援事業所連絡会議（月 1 回）
就労相談部門会議（月 1 回）主担会議（月 1 回）職域交流会議（月 1 回）
（11）財務・事務管理
・情報公開：ワムネット ・個人情報の保護：文書にて同意
・苦情対応：法人マニュアルに沿って対応
（12）新規事業準備：なし
相談あじさいとの統合を図るための件ツを行っている
（13）その他
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５、相談支援センターあじさい

2019 年度事業計画

１、事業所名：相談支援センターあじさい
２、所在地：高槻市宮田町 2-34-5 ＴＥＬ：072-695-2300 ＦＡＸ：072-695-2301
３、事業種別 ：①障がい児相談支援事業

②計画相談支援事業

４、利用定員
相談支援専門員一人あたり１か月あたり４０名を超えない数
児童（18 歳未満の障がいの種別を問わない）
成人（18 歳以上の知的・身体・精神・発達・難病者等）
５、職員数・配置・開所日数

職員数 常勤 1 名

開所日数（営業日数）240 日

６、事業開始年月日：2014 年 4 月 1 日
７、基本方針
①相談に来られた方々が「自分らしく豊かに」暮らし続けるための計画作成に努めます。
②ライフステージに応じた様々な社会資源を活用し、みんなで支えるチーム作りをしていきます。
③地域のネットワークへ参加し、地域ニーズを実現していくための制度開拓に努めていきます。
８、年度重点目標と実現計画（実施内容）
年度重点目標
相談に来られた方々の想いに寄り添い、地域の中で「自分らしく豊かに」過ごす方法を共に考えて
いきます。
実現計画（実施内容）
① ニーズを反映したサービス等利用計画を作成するために、支援力向上を目指します。
・相談支援の基礎となる支援力を高めるために、
「自らの学び」の視点で取り組みます。
・外部研修等への参加や、内部スーパーバイズ研修等を活用していきます。
・学びや実践をアウトプットする機会を作っていきます。
②相談に来られる方々がさまざまな資源へと繋がりやすくなるために、地域に点在する社会資源と
の繋がり、ネットワークを拡げていきます。
・相談に来られた方々を中心に、積極的に地域の関係機関との連携を深めていきます。
・様々な相談に対し、幅広く必要に応じた支援を行うことができるようにしていきます。
③一人一人の願いを実現する社会資源充実のために、地域のネットワークでの活動を通して地域の
課題解決への活動に積極的に参加し、必要に応じて制度・社会資源の開拓等に向けて働きかけて
いきます。
・自立支援協議会等への参加を通じて、個別の課題を地域の課題として提言していきます。
・計画作成費の見直しと委託相談支援の拡大や費用の見直しを行政に訴えていきます。
９、メンバー支援： サ-ビス等利用計画の作成
10、生産活動内容：対象外
11、日課：受付時間

月曜～金曜日

午前 9 時～午後 6 時

12、事業運営
（１）職員配置

管理者兼相談支援専門員 常勤

（２）資金計画
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1名

収入 報酬総額 ：\2,700,000
事業種別
内容

Ⅰ：障がい児相談支援事業
①
②

障害児支援利用援助費
継続障害児支援利用援助費

利用者延べ数

①サービス利用支援
②継続サービス利用支援

55 名

利用平均（月）
報酬単価概算

Ⅱ：計画相談支援事業

15 名

Ⅰ、Ⅱ事業述べ平均

①計画作成：5.5/月、②モニタリング：4.0/月

① サービス利用支援費
1,620 単位（17,366 円/月）
① 継続サービス利用支援費
1,318 単位（14,128 円/月）
※その他加算あり

①サービス利用支援費
1,458 単位（15,629 円/月）
②継続サービス利用支援費
1,207 単位（12,939 円/月）
※その他加算あり

総報酬額

2,700,000 円

職員数（常勤）

２（スキップ管理者兼務 1 名）

職員数（非常勤）
職員配置基準

0
基準なし

基準なし

支出 人件費、事務費、事業費、その他の収支（施設・設備整備費、借入返済等）
総額：\6,193,000

資金の足らずは、拠点間繰り入れ等で補う。

（３）防災対策：GH 事務センターに合わせて取り組む
（4）医療・健康管理：スタッフの健康診断実施(年１回)
（５）余暇活動支援（行事・旅行・クラブ活動等）：現在は開催できていない
（6）給食事業：対象外
（７）送迎事業：対象外
（８）ボランティア・実習生等の受け入れ：現在は行えていない
（９）職員研修
法人研修……職員全体会議、
事業内研修…就ぽつ合同合宿、スキップとの合同 SV 研修の開催を予定（年 3 回）
事業外研修…相談支援全国研修、高槻市内相談支援研修、SV 研修、相談支援専門コース等
行政説明会…集団指導
（10）会議
自立支援協議会運営会議（月 1 回）
、ケアマネジメント連絡会（月 1 回）全体会議（年 2 回）
児童相談支援事業所連絡会議（月 1 回）
就労相談部門会議(月 1 回)主担会議（月 1 回）職域交流会議（月 1 回）
（11）財務・事務管理
情報公開：ワムネット
個人情報の保護：文書にて同意
苦情対応：法人マニュアルに沿って対応
（12）新規事業準備：
相談員の増員を行うために、機能の効率化、事務職の導入等も含め検討を行う
（13）その他
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６、サポートセンターはいびすかす

2019 年度事業計画

１、事業所名：サポートセンターはいびすかす
２、所在地：高槻市高槻町４－１７ ＴＥＬ：072-669-9519 ＦＡＸ：072-669-9518
３、事業種別 ：①居宅介護 ②重度訪問介護 ③同行援護 ④行動援護
⑤移動支援 ⑥ガイドヘルパー養成研修（知的障がい課程）
４、利用定員
障がい福祉サービスは、利用定員の定めなし。但し、利用者等の人数によって、サービス提供責
任者を配置。
児童（18 歳未満の障がいの種別を問わない）
成人（18 歳以上の知的・身体・精神・発達・難病者等）
５、職員数・配置・開所日数
常勤 2 名 非常勤 1 名 登録ヘルパー 実働 33 名

開所日：派遣事業日に対応

６、事業開始年月日：２００９年１月 1 日
７、基本方針
『障がいがある方々の地域生活と社会参加を支援します』
利用者の地域での暮らしを豊かにする目的に向けて、ホームヘルパーやガイドヘルパーの利用
は欠かせないものとなっています。サービスを利用されていない方へサービスの提供を行えるよ
うに環境を整えます。そのために、法人の各事業所と連携を取り、人材募集・育成、ガイドヘル
パー養成研修を経て人員体制の強化を行ない、事業の拡大と支援の充実を図っていきます。

①メンバー主体で安全に配慮し、地域生活で困難なこと、実現したいことを支援する。
②依頼に対して可能な限り、実現に向けて取り組む一方で、利用しづらい制度に対して改
善を求める活動を行う。
③職員間、他事業所との連携で抜けの無いように報連相を行い、確認を徹底する。
８、年度重点目標と実現計画（実施内容）
年度重点目標
応えきれないニーズに対応できる体制にすること。具体的には、養成研修を年複数回開催すること
でヘルパーを増やす。また、移動支援偏重から居宅介護等のニーズにも応えることができるよう、
介護初任者研修等の有資格者を確保する取り組みを行う。
実現計画（実施内容）

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、障害者雇用を促進している企
業も対象に受講者を募集する。
②ヘルパーを増やす。求人広告等の活用。
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。
９、メンバー支援：障がいがある方々の地域生活と社会参加を支援します。
10、生産活動内容：対象外
11、日課：受付時間

月曜～金曜日

午前８時 30 分～午後５時３０分

サービス提供 年中無休 24 時間
12、事業運営
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（１）職員配置
管理者（サービス提供責任者兼務）常勤 1 名
サービス提供責任者

常勤２名（１名管理者兼務） 非常勤１名

ヘルパー 実働 33 名 短期目標として 40 名で支援できる体制にしたい。
事務員 非常勤 1 名
（２）資金計画
収入 報酬総額 ：\２３，２３８，０００

事業種別

移動支援

新規利用者数

１０名

1 日平均利用者数

居宅介護

行動援護

同行援護

５名

０名（対応可）

３名

６．６名

２．５名

０．１名

０．３名

報酬単価概算

身体介護なし

身体介護

３．５時間

身体介護有

（1 人 1 日）

６時間：９，７８０円

３０分：３，２８０円

１２，５９６円

２時間：８，０４０円

重度訪問介護

１８，１００，０００円

総報酬額

３，６００，０００円

総合計

４９２，０００円

９３６，０００円

２３，２３８，０００円

職員数

常勤：２名

常勤：２名

常勤：２名

常勤：２名

（常勤・非常勤）

非常勤：３５名

非常勤：２５名

非常勤１名

非常勤：８名

支出 人件費、事務費、事業費、その他の収支（施設・設備整備費、借入返済等）
支出総額：\ ２２，９１８，０００
（３）防災対策：災害時の対応等の研修を行う。
（4）医療・健康管理：常勤の健康診断実施(年１回)
（５）余暇活動支援（行事・旅行・クラブ活動等）：ガイドヘルパー派遣
（6）給食事業：対象外
（７）送迎事業：対象外
（８）ボランティア・実習生等の受け入れ：ガイドヘルパー養成研修を年複数回開催。
（９）職員研修
法人研修……職員全体会議、
事業内研修…毎月１回ヘルパー会議（支援についての意見交換・スキルアップ研修）
事業外研修…適時参加
行政説明会…集団指導等
（10）会議
はいびすかす（ヘルパー）会議（月１回）
はいびすかす（事務局）会議（月１回）
就労相談部門主担会議（月 1 回）
（11）財務・事務管理
情報公開：ワムネット
個人情報の保護：文書にて同意
苦情対応：法人マニュアルに沿って対応
（12）新規事業準備：検討

同行援護従事者養成研修について調査

（13）その他
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７、三島地域若者サポートステーション
１、事業所名

三島地域若者サポートステーション

２、所在地

高槻市高槻町４番 17 号

３、事業種別

地域若者サポートステーション事業

４、利用定員・現員数

2019 年度事業計画

定員 定めなし

15 歳から 39 歳までの就労していない若年の方
５、職員数・配置・開所日数
６、当初開始年月日

11 名（常勤 1 名

非常勤 10 名） 開所日数 288 日

2019 年４月１日 花の会として初受託の新規事業

７、基本方針
働く意思があっても就労を阻害する様々な要因を抱えていることで社会に出ていけない困難さを
抱える若者の職業的自立を専門的に支援し、若者の可能性が閉ざされない様にする。また様々な関係
機関との連携によるネットワーク構築を行う。
８、年度重点目標と実現計画（実施内容）
前実施法人からのスムーズな花の会への移行。
地域・花の会内部への事業周知と連携。
就職率 60％、新規登録件数 100 件、就職件数 60 件、定着率 65％を目指す。
９、メンバー支援
登録者支援、企業支援、関係機関連携を行っていく。
プログラムの利用期間は 6 か月
同時並行的に個別面談も行います
法人内外 他機関等の紹介も行う
① 初めての方 個別相談（予約制） センターに登録
② 話し方・聴き方教室
③ パソコン教室
④ 実践就労口座
⑤ 自己再発見プログラム
⑥ 就労 SST
⑦ 就労アセスメント（職業興味検査、適性検査、性格検査、作業検査等）
⑧ ステップアップセミナー
10、生産活動内容
特になし
11、日課
月～土開所（9：00～17：00）
上記の原則を守りながら、スタッフ等の時間に考慮しながら柔軟な相談・支援を実施
12、事業運営
（１）職員配置
総括コーディネーター

1 名（公認心理士 臨床心理士）

臨床心理士

4 名（内 公認心理士 2 名）
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キャリアコンサルタント 6 名（内 社会保険労務士 1 名）
（２）資金計画
精算払い委託事業の為、初年度の受託金１５８，４５５，６４５円は法人より借り入れ運営
基盤的支援メニュー分 8,017,450 円（税抜き）
実践的支援メニュー分 6,654,369 円（税抜き）
（３）防災対策
防災計画と緊急連絡網を作成するとともに、防災訓練を年 1 回実施する。
（4）医療・健康管理
健康診断の実施と必要に応じて産業医面談の実施
（５）余暇活動支援（行事・旅行・クラブ活動等）
特になし
（6）給食事業
実施せず
（７）送迎事業
実施せず
（８）ボランティア・実習生等の受け入れ
依頼があれば積極的に受けいれる
（９）職員研修
法人研修
法人全体研修、新人研修等に参加
事例検討では当センターが実施する役割を担う
事業外研修
適時 必要な研修を受講する
（10）会議
サポステ運営会議 適宜（予定）
法人内・地域の会議について吟味していく（未定）
（11）財務・事務管理
委託元の指導の下に実施
（12）新規事業準備
特になし
（13）その他
当法人、新規受託事業であり、まずは軌道に乗せる事を重要視する

49

