
箕面箕面箕面箕面市立障害者福祉市立障害者福祉市立障害者福祉市立障害者福祉センターささゆりセンターささゆりセンターささゆりセンターささゆり園園園園<<<<園管理運営事業園管理運営事業園管理運営事業園管理運営事業>>>>
※※※※社会福祉増進事業含社会福祉増進事業含社会福祉増進事業含社会福祉増進事業含むむむむ

（（（（1111）概要）概要）概要）概要

■障害者等への理解を深める啓発事業として、3月18日、講師にOffice KURIHARA
代表の栗原紀代美氏を招き、「障害者市民の自立と権利擁護を考える」をテー
マにした講座を開催した。

■箕面保育園の園児17名と園長及び保育士2名の計20名を招き、生活介護事業の利
用者とともにもちつき会を実施した。また、リフト車両や機械入浴等を見学し
てもらい、障害やバリアフリー等について考える機会とした。

■聴覚障害のある当事者からの意見を踏まえ、来園者へのDVD貸出を分かりやすく
展示する等の改善を図った。

■貸館利用に関して、随時利用団体から定期利用団体への利用変更はあったが、
団体数は変わりなく、事業別利用状況は微増した。

（（（（2222））））重点重点重点重点項目・課題解決の項目・課題解決の項目・課題解決の項目・課題解決の状況状況状況状況

計 画 実施結果

既存8事業の見直しを検討・協議 ○箕面市へ茶道・華道教室利用者の固定化傾
向、営利活動団体の利用基準・一部有料化
の検討、駐車スペース等について現状報告
を行ったが、解決・結論には至らなかった。

1

障害者等の理解促進に係る啓発
事業の実施

○講師にOffice KURIHARA代表の栗原紀代美氏
を招き、 3月18日午後6時から「障害者市民
の自立と権利擁護を考える」をテーマに講
座を開催した。（参加者36名）

3

施設利用基準のあり方を検討・
協議

2

（（（（3333）今後について）今後について）今後について）今後について

■全事業の実施内容・効果を検証し、新事業への移行または事業の廃止を含
め、箕面市と継続協議を行っていく。

■「地域で生きる」障害者問題市民講座は、広報・事前宣伝の充実、実施内
容・開催時期等を検討し、次年度も継続実施する。あわせて、地域の保育
園等とのイベントをとおした交流も継続していく。

■新規事業として、箕面市より依頼のあった要約筆記講習会を箕面市社会福
祉協議会と共同開催していく。

（（（（4444））））ささささささささゆり園利用ゆり園利用ゆり園利用ゆり園利用状況状況状況状況
平成26年度 平成平成平成平成27272727年度年度年度年度 対前年度比

開館日数開館日数開館日数開館日数 320日 323232322222日日日日 100.1%

利用件数利用件数利用件数利用件数 1,885件 1,81,81,81,863636363件件件件 98.8%

利用件数／利用件数／利用件数／利用件数／1111日日日日 5.9件 5.5.5.5.8888件件件件 98.3%

利用者数利用者数利用者数利用者数 25,717名 22226666,,,,455455455455名名名名 102.9%

利用者数／利用者数／利用者数／利用者数／1111件件件件 13.6名 11114444....2222名名名名 104.4%

利用者数／利用者数／利用者数／利用者数／1111日日日日 80.4名 88882222....2222名名名名 102.2%



・定期利用団体：38団体 (対前年度比2増)
・随時利用団体：27団体 (対前年度比2減)
【合計】65団体(対前年度比±0）

※※※※会議室等使用団体数会議室等使用団体数会議室等使用団体数会議室等使用団体数((((平成平成平成平成28282828年年年年3333月月月月31313131日現在日現在日現在日現在))))

事事事事 業業業業 名名名名
平成26年度 平成平成平成平成27272727年度年度年度年度 対前年度比

（人数比）
件数 人数 件数件数件数件数 人数人数人数人数

障害者社会参加促進事業障害者社会参加促進事業障害者社会参加促進事業障害者社会参加促進事業 41 261 41414141 315315315315 120.7%

[[[[内訳内訳内訳内訳]]]]
①①①①茶道教室茶道教室茶道教室茶道教室 20 107 20202020 111151515151 141.1%

②②②②華道教室華道教室華道教室華道教室 21 154 21212121 111166664444 106.5%

ボランティア育成事業ボランティア育成事業ボランティア育成事業ボランティア育成事業 46 443 45454545 544544544544 122.8%

[[[[内訳内訳内訳内訳]]]]

①手話①手話①手話①手話講習会講習会講習会講習会
「「「「入門・入門・入門・入門・基礎基礎基礎基礎編編編編」」」」

35 405 35353535 506506506506 124.9%

②②②②中級中級中級中級音訳講習会音訳講習会音訳講習会音訳講習会

<<<<平成平成平成平成26262626年度は初級年度は初級年度は初級年度は初級>>>>
11 38 10101010 38383838 100.0%

啓発事業啓発事業啓発事業啓発事業（（（（市民市民市民市民講座講座講座講座<<<<平成平成平成平成26262626年度は映画会年度は映画会年度は映画会年度は映画会>>>>）））） 2 70 1111 36363636 51.4%

貸館事業貸館事業貸館事業貸館事業 1,796 24,943 1,7761,7761,7761,776 25,56025,56025,56025,560 102.5%

[[[[内訳内訳内訳内訳]]]]

①障害者団体①障害者団体①障害者団体①障害者団体 607 11,524 625625625625 11,55111,55111,55111,551 100.2%

②ボランティアサークル②ボランティアサークル②ボランティアサークル②ボランティアサークル 595 7,372 555547474747 7,7,7,7,299299299299 99.0%

③外郭・行政関係③外郭・行政関係③外郭・行政関係③外郭・行政関係 225 3,396 282282282282 4,5274,5274,5274,527 133.3%

④その他④その他④その他④その他 328 2,604 281281281281 2,2,2,2,137137137137 82.1%

⑤ＩＴ室⑤ＩＴ室⑤ＩＴ室⑤ＩＴ室 41 47 41414141 44446666 97.9%

合合合合 計計計計 1,885 25,717 1,8631,8631,8631,863 26,45526,45526,45526,455 102.9%



箕面箕面箕面箕面市立障害者福祉市立障害者福祉市立障害者福祉市立障害者福祉センターささゆりセンターささゆりセンターささゆりセンターささゆり園園園園<<<<生活介護事業生活介護事業生活介護事業生活介護事業>>>>

（（（（1111）概要）概要）概要）概要

■平成27年5月より医療的ケア（吸引・胃ろう）が必要な方1名が新たに利用することと
なったが、平成28年1月に長期入院中の利用者1名が逝去されたため、結果として契約者
数は前年度同様22名となった。また、今年度は前年度に引き続き、体調を崩し入院（肺
炎・腸閉塞等）された方が多かったため、利用率は低く、介護給付費は約300万円の減
収となった。

■定期通院（気管カニューレ交換、リハビリ等）や筋ジス等の進行性疾病、医療的ケアを
含む重複障害や高齢化に伴う機能低下による欠席や入院等（肺炎、発作等）により、利
用予測や安定的経営に関しては、相変わらず厳しい状況が続いた。

■利用者・家族からの強い要望や日々のモチベーションを高める等の目的から、「宿泊旅
行」の実施を目指し、平成23・24年度はサービス提供時間を調整したトワイライトプロ
グラム（14：00～20：00）、平成25年度はささゆり園での宿泊体験、平成26年度は近隣
施設（箕面観光ホテル）での宿泊旅行を経て、今年度は箕面市から離れて「神戸しあわ
せの村」での宿泊旅行を実施した。

（（（（2222））））重点重点重点重点項目・課題解決の項目・課題解決の項目・課題解決の項目・課題解決の状況状況状況状況

計 画 実施結果

不安定利用に対する対応 ○1週間以上入院された方が9名（体調を崩して入
院5名、その他入院4名）と、本人・家族・主治
医と連携した健康管理での対応が依然難しい状
況であった。

1

入浴支援体制の見直し ○入浴特化（午前集中型）の支援体制を整える等、
見直しを行った。

〇相談支援員と連携を図りながら、利用者・家族
に社会資源等の情報を提供した。

〇箕面市へ現状および課題（入浴希望利用者の増
加等）の報告を行ったが、具体的な結論には至
らなかった。

2

介護職による喀痰吸引等の実施 〇介護職員2名が新たに喀痰吸引等基本研修を受
講した。また、延べ14名の介護職員が実地研修
を修了した。

〇宿泊旅行に向け喀痰吸引等実施マニュアルの見
直しを行った。

3

重度重複障害者の地域生活に係る調査
研究

〇平成28年1月7日に高槻市の北摂杉の子会「ぷれ
いすBe」（多機能型事業所）の見学を行った。

〇「北摂重症児者の拠点作りの会」定例会に参加
した。

〇定期的に家庭訪問および懇談を実施した。
〇医療的ケアが必要な方達を対象とした試行的な
ショートステイ利用を地域生活総合支援セン
ターと連携を図りながら実施した。

4

5 医療的ケアの必要な利用者の地域生
活支援検討

指定管理者アンケート結果を踏まえ
た対応

〇アンケート結果のフィードバック（宿泊旅行等
への反映）を行った。

○定期的に内部で職員研修（月1回以上）等を実
施し、職員の資質向上を図った。

6

人員確保 ○新たに看護師1名を採用する等、看護師を複数
確保し、常時2名体制となるよう体制強化を
行った。

7



計 画 実施結果

（（（（3333）今後について）今後について）今後について）今後について

■引き続き、医療的ケア実施体制の充実を図っていく（指導看護師による介護職員および添乗
職員への研修の適時実施、医療的ケア手順マニュアル作成等）。
■家族の高齢化による介護力の低下に伴う地域生活支援（居宅介護、入所施設、短期入所、
ＧＨ等）についての検討や情報提供を行っていく。
■宿泊旅行に向けた取り組みを継続するとともに、日帰り旅行（休日実施）等についても新た
に取り組む等、多様な活動支援について検討していく。
■先駆的取り組みを行う他地域の法人等への調査研究を行っていく。
■職員個別面談や職員内部研修（月1回以上）を継続実施し、さらなる職場風土の改善と職員
の定着率向上および資質向上に努めていく。

介護技術の標準化への対応 ○機能訓練マニュアルの作成・見直しを行った。
○新規採用職員にOJT担当者を配置して育成に努
めた。

○定期的に職員内部研修（月1回以上）等を実施
し、介護技術の標準化に努めた。

8

地域への情報発信、交流 ○ブログ（計15回）の作成・配信や機関紙の作
成・配布を行い、近隣福祉施設との交流時には
機関誌を活用した。

9

（（（（4444））））主主主主な活動内容な活動内容な活動内容な活動内容
①健康活動（バイタルチェック、スヌーズレン、プール、手浴・足浴等）
②機能訓練（月2回の作業療法士による訓練指導及び日常のエクササイズ等）
③創作活動（さをり織り、組み紐、季節の創作、イベント開催時等の飾り付け等）
④園外活動（買い物、散歩、学園祭、ラウンドワンボーリング等）
⑤音楽活動（カラオケ、音楽鑑賞、ダンス、全体演奏会等）
⑥ゲーム活動（ボッチャ、サイコロゲーム、カードゲーム、スマートボール等）
⑦イベント（バーベキュー大会、宿泊旅行、忘年会・もちつき会、年度末イベント等）

（（（（5555）医療的ケア実施状況）医療的ケア実施状況）医療的ケア実施状況）医療的ケア実施状況
内 容 人数

たんの吸引

口腔内 8名

鼻腔内 7名

気管カニューレ内部 5名

経管栄養

胃ろう 3名

腸ろう 1名

経鼻経管栄養 3名

胃ろう、腸ろうによる与薬 3名

合 計（延べ人数） 30名

（（（（6666）在籍者状況）在籍者状況）在籍者状況）在籍者状況（平成（平成（平成（平成28282828年年年年3333月月月月31313131日現在日現在日現在日現在））））

在籍者数在籍者数在籍者数在籍者数 平均年齢平均年齢平均年齢平均年齢
平均平均平均平均

在籍在籍在籍在籍年数年数年数年数
平均平均平均平均

利用率利用率利用率利用率
平均平均平均平均

利用人数利用人数利用人数利用人数

平成平成平成平成27272727年度年度年度年度 22222222名名名名 40.840.840.840.8歳歳歳歳 8.08.08.08.0年年年年 83838383....9999%%%% 16.716.716.716.7名名名名
平成26年度 22名 40.2歳 8.0年 85.3% 17.6名

平成平成平成平成27272727年度利用者年度利用者年度利用者年度利用者
障害障害障害障害支援支援支援支援区分区分区分区分

区分６区分６区分６区分６ 区分５区分５区分５区分５ 区分４区分４区分４区分４ 区分３区分３区分３区分３ 区分２区分２区分２区分２ 区分１区分１区分１区分１

18名 4名 0名 0名 0名 0名



箕面箕面箕面箕面市立障害者福祉市立障害者福祉市立障害者福祉市立障害者福祉センターささゆりセンターささゆりセンターささゆりセンターささゆり園園園園<<<<日中一時支援事業日中一時支援事業日中一時支援事業日中一時支援事業>>>>

（（（（1111）概要）概要）概要）概要

■平成27年度末時点で、箕面市内に13ヵ所、豊中市22ヵ所、吹田市16ヵ所、
茨木市20ヵ所、池田市10か所など、近隣他市でも事業所が設立されており、
箕面市への現状報告と今後の事業のあり方に係る継続協議を行い、平成27
年度より週3日に変更・営業を行った。

■前年度に引き続き、利用者・家族の意向を踏まえて、社会適応訓練（自力
通所に向けた支援：2名）を実施した。

■前年度同様、他事業所と連携を図りながら、利用の公平性、利用者・家庭
状況等に配慮した曜日の設定を行った。また、活動内容に関して各曜日の
サービスの均一化を図った。

■近隣事業所（さんかくひろば）とサマーパーティーを実施し、利用者の情
報共有を行った。

（（（（2222））））重点重点重点重点項目・課題解決の項目・課題解決の項目・課題解決の項目・課題解決の状況状況状況状況

計 画 実施結果

事業の方向性を協議 ○箕面市へ現状及び今後の課題（契約者数の減
少、待機者0、民間事業者の急増）について、
状況報告、協議を行った。協議の結果、平成
28年度より営業日を週3日から週2日へ変更す
ることとなった。

1

社会適応訓練の実施 ○平成27年度、新たに2名の社会適応訓練を実
施し、自力通所に繋がった。

2

指定管理者アンケート結果を踏まえた
対応

○アンケート結果のフィードバックを行った。
○定期的に職員内部研修（月1回以上）等を実
施し、職員の資質向上を図った。

3

専門職との連携 ○自閉症等の障害特性について、支援アドバイ
ザーに助言、指導を仰いだ。

○ささゆり園利用者全員が他事業所を併用して
いるため、適宜利用者の情報収集を行った。

4



（（（（4444））））主主主主な活動内容な活動内容な活動内容な活動内容

（（（（5555）在籍者状況）在籍者状況）在籍者状況）在籍者状況（平成（平成（平成（平成28282828年年年年3333月月月月31313131日現在日現在日現在日現在））））

①健康活動 （散歩、プール、エアマット等）
②調理実習 （焼き菓子作り、昼食作り等）
③創作活動 （シールアート、ペットボトルキャップ創作、木工等）
④農園活動 （野菜栽培、草花栽培等）
⑤園外活動 （公共交通機関の利用、買い物、図書館、スーパーガーデンプール等）

在籍者数在籍者数在籍者数在籍者数 平均年齢平均年齢平均年齢平均年齢 平均在籍年数平均在籍年数平均在籍年数平均在籍年数 平均利用率平均利用率平均利用率平均利用率 平均利用人数平均利用人数平均利用人数平均利用人数

平成平成平成平成27272727年度年度年度年度 11111111名名名名 16161616....2222歳歳歳歳 3333....1111年年年年 65656565....8888%%%% 3333....7777名名名名

平成26年度 15名 15.5歳 2.8年 75.5% 4.5名

平成平成平成平成27272727年度年度年度年度利用者利用者利用者利用者
障害障害障害障害支援支援支援支援区分区分区分区分

区分６区分６区分６区分６ 区分５区分５区分５区分５ 区分４区分４区分４区分４ 区分３区分３区分３区分３ 区分２区分２区分２区分２ 区分１区分１区分１区分１

0名 0名 0名 3名 2名 0名

※6名は障害支援区分未認定。療育手帳のみ所持。

（（（（3333）今後について）今後について）今後について）今後について

■営業日を週3日から週2日に変更して事業実施を行っていく。
■事業の実施内容・効果を検証し、新事業への移行又は事業の廃止を含め
箕面市と継続協議を行っていく。

■発達障害等への対応に関し、支援アドバイザーの助言を受けながら、個
別の課題に応じた支援のあり方について検証・実践していく。



箕面箕面箕面箕面市立障害者福祉市立障害者福祉市立障害者福祉市立障害者福祉センターささゆりセンターささゆりセンターささゆりセンターささゆり園園園園<<<<施設入浴施設入浴施設入浴施設入浴サービスサービスサービスサービス事業事業事業事業>>>>

（（（（1111）概要）概要）概要）概要

■事業の現状及び課題（利用年限・送迎・光熱水費等）を踏まえて、今後の
事業の方向性について箕面市に報告・協議を行ったが、結論には至らな
かった。

■平日夕方という実施時間帯、1日2時間程度の従事時間の関係から、依然と
して従事者（登録ヘルパー）の確保が困難な状況にあり、不足分は生活介
護の職員で対応した。

（（（（2222））））重点重点重点重点項目・課題解決の項目・課題解決の項目・課題解決の項目・課題解決の状況状況状況状況

計 画 実施結果

事業の方向性を協議 ○箕面市へ現状及び今後の課題について状況
報告を行ったが、結論には至らなかった。

1

新規利用者の募集、確保 ○入浴の相談があった際は、ホームヘルパー、
訪問入浴、基準該当サービスなど、何らか
の社会資源を活用することにより、最大週
6回まで自宅で入浴サービスを受けること
ができる等の情報提供を行った。

2

人員確保と支援サービスの質的向
上

○女性ヘルパーは確保することができた。男
性ヘルパーはブログの活用、ビラ配布等を
実施したが、安定的なヘルパー確保には至
らなかったため、生活介護の職員が対応し
た。

○マニュアル化には至らなかったが、登録ヘ
ルパーに対し、適時、安全・適切な身体介
護技術の指導を行った。

3



（（（（4444）施設入浴サービス利用状況）施設入浴サービス利用状況）施設入浴サービス利用状況）施設入浴サービス利用状況

平成26年度 平成平成平成平成27272727年度年度年度年度 対前年度比

実施日数実施日数実施日数実施日数 244日 243243243243日日日日 99.6%

利用者数利用者数利用者数利用者数 728名 631631631631名名名名 86.7%

利用者数／利用者数／利用者数／利用者数／1111日日日日 3.0名 2222....6666名名名名 86.7%

（（（（3333）今後について）今後について）今後について）今後について

■事業の実施内容・効果を検証し、事業のあり方について箕面市と継続し
て協議していく。

■利用者及び利用相談のあった方への情報提供を継続していく。
（平成28年度以降、居宅介護における入浴については週5回まで、また地
域生活支援事業における入浴サービス（施設入浴）については、訪問入
浴と施設入浴を合わせて週3回まで利用可能。そのため対象者要件やサー
ビス等利用計画の作成等の要件はあるものの、ケースによっては居宅介
護と入浴サービスを併用し、週7日入浴することも可能）

■登録ヘルパーの確保（機関誌、ビラ配布、ブログ等の活用）に努めてい
く。また、登録ヘルパーに依存しない従事体制の検討を行い、引き続き
安定的な事業運営を図っていく。




