
　新年あけましておめでとうございます。
　今年は、平成天皇が退位され、５月には皇太子
様が新たな天皇として即位されます。元号も改めら
れ、正に新しい時代の幕開けとなる年になります。
　皆様におかれましては、健やかな中にも輝かしい
未来に向かう活力のある新年をお迎えのこととお喜
び申し上げます。師走の街は紅葉から落葉、更にイ
ルミネーションへと変化しました。季節の移り変わり
が年々早く感じるのは私だけでしょうか。
　また、政治に目を向けると10月には先送りになっ
ていた消費増税が予定されており、生活に直結する
税であることから、社会的弱者への影響が懸念され
ますが、その使途の多くが福祉に向けられればと考
えています。
　一方、企業や福祉現場等の労働者不足は深刻な
問題であり、喫緊の課題となっております。この課題
に対応するため、昨年来議論されておりました外国
人労働者問題、出入国管理法の改正（外国人労働
者の受入れ拡大に向けた改正）が昨年12月８日に
成立し、４月から施行され、具体的に動き出すこと
になります。我々の職場においても、職員がいきい
きと働ける魅力のある労働環境になるよう日々努力し
ていかなければならないと考えております。
　また、今年は、当事業団にとっても昭和44年に
法人が設立され、50年という節目を迎える年でもあ
ります。
　平成15年には「第３次大阪府障害者計画」を受
け、大阪府と共に「府立金剛コロニーの今後のあり
方について」を作成し、「利用者の地域生活への移

行」と「利用者の状態に合った施設種別への転換」
の二つを基本方針とし、平成16年から再編整備を
進めてまいりました。この再編も、和泉市寺田グルー
プホーム（仮称）の工事が平成31年３月に竣工し、
足掛け15年に及ぶ再編が完了することにより、本年
からは、幼児期から学齢期・青壮年期・高齢期とラ
イフステージに応じた、多岐に亘るサービスの提供を
行うことができる法人として再スタートを切る年でもあ
ります。
　運営面においては、法人設立当初は、定員850
人の知的障がい児者の更生・自活訓練等を総合的
に行う全国一の規模を誇る援護施設を大阪府から
受託運営しておりましたが、すでに平成29年度より
大阪府から独立し自主運営を開始しております。
　自主運営の初年度は、公共団体からの指定管理
や公益事業を除く、福祉事業を行う13事業所中８
事業所の収支差額がマイナスの状態でしたが、平成
30年度には全事業所においてプラス計上できる見
込みであります。事業所間での格差等の問題も多く
残ってはおりますが、徐々に安定した運営に向けて
動き出しつつあり、引き続き自主運営のための経営
基盤の強化に向け努力してまいります。
　今年は、改めて利用者のニーズを真摯に受け止
め、其々のライフステージに応じた質の高い福祉サー
ビスを提供し、地域にも貢献できるよう努力してまい
りたいと考えております。利用者の方々、ご家族の
方々、並びに関係機関各位におかれましては、これ
までと同様にご指導、ご鞭撻をよろしくお願い申し上
げます。
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新年のご挨拶新年のご挨拶

　9月14日、総勢100人の学生が来所されました。大阪大学公認ボランティアサークル「フ
ロンティア」の学生です。毎年3泊4日の日程でお願いしていますが、「フロンティア」で
はワークキャンプと呼はれサークル最大のイベントとなっているようで嬉しい限りです。
　1日目、各グループに分かれての活動。掃除・布団搬入・こんごう祭りの準備など、役
割分担はさすがです。祭りの準備を終え、スタンツ（劇）の練習に熱が入ります。
　2日目の祭り当日、模擬店やスタンツの披露など、「フロンティア」主導で盛り上げてく
れました。夜には、職員との懇親会で意見交換を行いました。
　3～4日目、センター内の各施設でボランティア。外作業・ハウスキーピング・教材制作・
利用者交流と幅広く活動。利用者も職員も大満足の4日間でした。いつも目いっぱい頑
張ってくれる「フロンティア」の皆さんに感謝です。

こんごう福祉センターこんごう福祉センター

ありがとう！！ 大阪大学フロンティア

みなみおおさか福祉センターみなみおおさか福祉センター

地域生活総合支援センターおんど「地域と共に」

　「ふれあいのお店」は、守口市内の障がい者支援事業所が守口市役所内の
イートインスペースに日替りで出店するシェアストアです。いま生活介護では、
大阪INA職業支援センターの協力を得ながら月１～２回、パン販売を行って
います。
　利用者も販売を心待ちにされているのか、「次はいつ行くの。」などの声も
多く、地域の方との“ふれあい”をとても楽しみにされています。また、販
売を通して「ありがとう、頑張ってね。」といった地域の方からの温かい声も
励みになっています。これからも少しずつですが、地域の方々と交流する場
を増やしていきたいと思っています。
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地域生活総合支援センターいま
「ふれあいのお店」に来てください！！
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［法人事務局］
TEL 0721-34-2180
FAX 0721-34-2121 https://www.sfj-osaka.net

守口市役所1階ローソン
（イートインスペース内）
１１：００～１３：００

＊守口市内の事業所が日替りで
  出店しています。

　おんどは今年で開設10年目を迎えました。これまで松原市の中でたくさんの方々との
出会いがあり、支えられ、今では微力ながら地域福祉に貢献できるまでに育ってきています。
　秋には行事などで地域交流が盛んになります。10月のおんど祭りでは、民生委員の方々にもお手伝いいただき、
ご近所の方々も遊びに見えました。11月には複数の事業所と合同の「ふれあい運動会」、近隣中学校からの職場体験
の受入れ、中学校のお祭りへの豚汁の模擬店出店など、たくさんの利用者と職員が参加しました。また、就労継続支
援B型では、NPO法人を中心に複数の事業所と協力して、公共施設の清掃を請け負い、施設外就労
にも取組んでいます。
　このように地域の皆さまと交流する機会は、利用者の生活を豊かにし、職員の気づきや成長を促す
機会になっているのではないかと感じております。
　これからも、地域の皆さまと共に地域共生社会の構築に向け努力してまいりたいと思っております。
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［事業団理念］ ともに生きる心を育み ともに歩む社会の実現
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インフルエンザの
施設内感染拡大を防ごう

　昨年11月24日深夜、大阪が歓喜に沸きました。
1970年以来となる、大阪での2025年万国博覧会の
開催が決定した歴史的瞬間でした。
　勝因の一つとして挙げられるのが、世界に発信した
Co-Create（共創）というコンセプトです。
　「様 な々ステークホルダー（利害関係者）と協働して共
に新たな価値を創造する」という概念で、社会情勢の
変化が急激に加速する中その変化に対する即応力への
意識が高まったことで、様 な々分野で注目されています。
　障がい福祉の分野も例外ではなく、目まぐるしく変化
する社会情勢の中、Co-Create（共創）の必要性を強
く感じています。急速な環境変化の下では、長い年月
をかけて培った競争優位を長期的に維持することが難
しく、連続的に競争優位を生み出すことができないと
生き残れない時代になっています。法人単体では困難
なためCo-Create（共創）によって競争優位を生みだ
し続けようという考え方に期待が寄せられ、ステーク

ホルダー（他法人・企業・利用者・家族・関係機関等）
との共創が重要になると考えます。
　1970年といえば、「心身障害者対策基本法」が制
定された年で、日本で初めて障がい者施策を総合的
に推進することが示されました。その後1993年に「障
害者基本法」に改正され、現在の、障がいの有無に
かかわらず国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え
合う「共生社会」につながる礎となりました。
　障がい者の社会的地位の確立とともに、私たちサー
ビス提供事業者はより良い支援とサービスの質の向上
のため、個々に競争優位を生み出すことで刺激し合い
ながら高め合ってきました。しかしこれからは「競争」か
ら「共創」への転換が求められています。
　大阪が世界に発信し認められたCo-Create（共創）
の波に乗り、新たな法人の価値を見い出し確立させる
べく邁進してまいります。

個人情報保護の

　平成29年度より事業団法令遵守規程に基づき、
法人事務局事業課において法人内実地指導を行って
います。
　行政機関が定期的に行う実地指導の補完と、内部
監査部門による確認を目的に、各事業所が適正な
事業運営を行えているかの確認をしています。また、
外部の実地指導にはない、法人統一のルールやシ
ステムを使用し事務処理が適切に行われているのか
の確認も行っています。
　上半期は事業所運営全般（特に、利用者支援・
サービス提供における運営状況）、下半期は予算執
行・労務管理・利用者預り金等管理状況を確認し、
不備な点を指摘することにより、その改善を図ってい
るところです。
　平成30年度は新たな取組みとして、同一事業を
行う他事業所のサービス管理責任者等が実施指導
を行う立場で同行することにより、自身のスキルアップ

と業務の標準化を図る試みを行いました。同行した
メンバーからは、書類のファイリングや個別支援計
画・業務日誌・会議録の内容等、普段見ることのな
い他事業所の状況を知ることができ非常に参考に
なった、今後自分の事業所で役立てていきたいなど
の声が多数ありました。この試みは業務の標準化を
図るためにも有効です。利用者・ご家族に安心して
利用していただけるよう、これからも実地指導を継続
し行ってまいります。

　近年、個人情報漏洩のリスクに対する意識が高まっ
てきています。障がい福祉の分野では、利用者やご家
族等の個人情報を知る機会が多くあり、我々は、日常
的に個人情報を取扱う業務を行っています。それゆえ
取扱いを誤ると利用者に多大な迷惑をかけるだけでな
く、法人にとっても甚大なダメージとなりかねません。
　障がい福祉における個人情報の取扱いについては
『個人情報保護法』及び『ガイドライン』等によって定め
られています。またサービス提供においては、個人情
報保護規程に基づく個人情報取扱概要説明書により
利用者に説明し、個人情報使用についての同意を得
ています。
　ある調査によると、個人情報漏洩事例のワースト5は、
① USBメモリの紛失
② 紙媒体の紛失
③ 退職職員による持出し
④ 職員同士の私語・噂話の外部漏洩
⑤ Faxの誤送信
とのことです。

　故意による③以外はヒューマンエラーによるもので、
「ルール作りと我々一人ひとりの個人情報への意識定着」
で予防が図れます。予防策としては、USBや配布資料に
ついてはナンバリング手法の導入、紙媒体であれば小ま
めなシュレッター廃棄等が有効とされています。しかし支
援現場ではあらゆるものが個人情報に該当し、また病歴
や排泄状況等、他者に知られたくない情報への配慮が
必要なものも多く存在します。職員一人ひとりが日頃から
個人情報を取扱うことに対しての意識を高め、TPOに応
じて個人情報を保護する認識をもって業務にあたることが
何より重要な予防策であると考えます。

115件されています。
　インフルエンザワクチンは、感染を抑える力は30 ～
40％といわれていますが重症化することを抑えます。　
今年も品薄で、各地の施設では接種に苦労されている
と聞いています。西日本の療養介護施設では入所者の
95％以上が接種、職員では90％以上接種している施
設が約70％、そして、施設での発症の発端は入所者
職員がほぼ同数だそうです（沖縄南部医療センター 當
山 潤院長）。
　うつらない様、うつさない様、日々の健康管理や手
洗いをしっかり行い、人ごみはできるだけ避けましょう。
また、体調の悪い時に無理して出勤しないようにし、日々
の健康状態の把握に努めましょう。

すくよか看護監　上吹越 美枝

　風がだんだんと冷たくなり、インフルエンザ発生の
声も聞こえてくるようになりました。利用者をお預かり
する立場としてはインフルエンザ発生あるいは感染拡
大防止は大きな関心事です。
　障害者支援施設では感染拡大が起こりやすいと考
えられます。その理由として、障がい者の特徴があり
ます。症状を表出することができなかったり、免疫機
能や身体機能の低下などの疾患を持っていることに
加えて、（1）思うが儘に行動することがある（2）利用
者間あるいは利用者職員間の濃厚接触（ケアでの触
れ合いが多い）があるなど、感染の機会が多くあり、
また伝播する可能性も強くなります。
　昨冬、こんごう福祉センターでは30件の罹患者が
発生し、そのうち5人以上の流行が3件ありました。
タミフルの予防投与も利用者に延115件、職員に
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個人情報を取扱うことに対しての意識を高め、TPOに応
じて個人情報を保護する認識をもって業務にあたることが
何より重要な予防策であると考えます。

115件されています。
　インフルエンザワクチンは、感染を抑える力は30 ～
40％といわれていますが重症化することを抑えます。　
今年も品薄で、各地の施設では接種に苦労されている
と聞いています。西日本の療養介護施設では入所者の
95％以上が接種、職員では90％以上接種している施
設が約70％、そして、施設での発症の発端は入所者
職員がほぼ同数だそうです（沖縄南部医療センター 當
山 潤院長）。
　うつらない様、うつさない様、日々の健康管理や手
洗いをしっかり行い、人ごみはできるだけ避けましょう。
また、体調の悪い時に無理して出勤しないようにし、日々
の健康状態の把握に努めましょう。

すくよか看護監　上吹越 美枝

　風がだんだんと冷たくなり、インフルエンザ発生の
声も聞こえてくるようになりました。利用者をお預かり
する立場としてはインフルエンザ発生あるいは感染拡
大防止は大きな関心事です。
　障害者支援施設では感染拡大が起こりやすいと考
えられます。その理由として、障がい者の特徴があり
ます。症状を表出することができなかったり、免疫機
能や身体機能の低下などの疾患を持っていることに
加えて、（1）思うが儘に行動することがある（2）利用
者間あるいは利用者職員間の濃厚接触（ケアでの触
れ合いが多い）があるなど、感染の機会が多くあり、
また伝播する可能性も強くなります。
　昨冬、こんごう福祉センターでは30件の罹患者が
発生し、そのうち5人以上の流行が3件ありました。
タミフルの予防投与も利用者に延115件、職員に
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　新年あけましておめでとうございます。
　今年は、平成天皇が退位され、５月には皇太子
様が新たな天皇として即位されます。元号も改めら
れ、正に新しい時代の幕開けとなる年になります。
　皆様におかれましては、健やかな中にも輝かしい
未来に向かう活力のある新年をお迎えのこととお喜
び申し上げます。師走の街は紅葉から落葉、更にイ
ルミネーションへと変化しました。季節の移り変わり
が年々早く感じるのは私だけでしょうか。
　また、政治に目を向けると10月には先送りになっ
ていた消費増税が予定されており、生活に直結する
税であることから、社会的弱者への影響が懸念され
ますが、その使途の多くが福祉に向けられればと考
えています。
　一方、企業や福祉現場等の労働者不足は深刻な
問題であり、喫緊の課題となっております。この課題
に対応するため、昨年来議論されておりました外国
人労働者問題、出入国管理法の改正（外国人労働
者の受入れ拡大に向けた改正）が昨年12月８日に
成立し、４月から施行され、具体的に動き出すこと
になります。我々の職場においても、職員がいきい
きと働ける魅力のある労働環境になるよう日々努力し
ていかなければならないと考えております。
　また、今年は、当事業団にとっても昭和44年に
法人が設立され、50年という節目を迎える年でもあ
ります。
　平成15年には「第３次大阪府障害者計画」を受
け、大阪府と共に「府立金剛コロニーの今後のあり
方について」を作成し、「利用者の地域生活への移

行」と「利用者の状態に合った施設種別への転換」
の二つを基本方針とし、平成16年から再編整備を
進めてまいりました。この再編も、和泉市寺田グルー
プホーム（仮称）の工事が平成31年３月に竣工し、
足掛け15年に及ぶ再編が完了することにより、本年
からは、幼児期から学齢期・青壮年期・高齢期とラ
イフステージに応じた、多岐に亘るサービスの提供を
行うことができる法人として再スタートを切る年でもあ
ります。
　運営面においては、法人設立当初は、定員850
人の知的障がい児者の更生・自活訓練等を総合的
に行う全国一の規模を誇る援護施設を大阪府から
受託運営しておりましたが、すでに平成29年度より
大阪府から独立し自主運営を開始しております。
　自主運営の初年度は、公共団体からの指定管理
や公益事業を除く、福祉事業を行う13事業所中８
事業所の収支差額がマイナスの状態でしたが、平成
30年度には全事業所においてプラス計上できる見
込みであります。事業所間での格差等の問題も多く
残ってはおりますが、徐々に安定した運営に向けて
動き出しつつあり、引き続き自主運営のための経営
基盤の強化に向け努力してまいります。
　今年は、改めて利用者のニーズを真摯に受け止
め、其々のライフステージに応じた質の高い福祉サー
ビスを提供し、地域にも貢献できるよう努力してまい
りたいと考えております。利用者の方々、ご家族の
方々、並びに関係機関各位におかれましては、これ
までと同様にご指導、ご鞭撻をよろしくお願い申し上
げます。

理事長　飯田 哲司
いい　だ　　てつ　し

新年のご挨拶新年のご挨拶

　9月14日、総勢100人の学生が来所されました。大阪大学公認ボランティアサークル「フ
ロンティア」の学生です。毎年3泊4日の日程でお願いしていますが、「フロンティア」で
はワークキャンプと呼ばれサークル最大のイベントとなっているようで嬉しい限りです。
　1日目、各グループに分かれての活動。掃除・布団搬入・こんごう祭りの準備など、役
割分担はさすがです。祭りの準備を終え、スタンツ（劇）の練習に熱が入ります。
　2日目の祭り当日、模擬店やスタンツの披露など、「フロンティア」主導で盛り上げてく
れました。夜には、職員との懇親会で意見交換を行いました。
　3～4日目、センター内の各施設でボランティア。外作業・ハウスキーピング・教材制作・
利用者交流と幅広く活動。利用者も職員も大満足の4日間でした。いつも目いっぱい頑
張ってくれる「フロンティア」の皆さんに感謝です。

こんごう福祉センターこんごう福祉センター

ありがとう！！ 大阪大学フロンティア

みなみおおさか福祉センターみなみおおさか福祉センター

地域生活総合支援センターおんど「地域と共に」

　「ふれあいのお店」は、守口市内の障がい者支援事業所が守口市役所内の
イートインスペースに日替りで出店するシェアストアです。いま生活介護では、
大阪INA職業支援センターの協力を得ながら月１～２回、パン販売を行って
います。
　利用者も販売を心待ちにされているのか、「次はいつ行くの。」などの声も
多く、地域の方との“ふれあい”をとても楽しみにされています。また、販
売を通して「ありがとう、頑張ってね。」といった地域の方からの温かい声も
励みになっています。これからも少しずつですが、地域の方々と交流する場
を増やしていきたいと思っています。

ト ピ ッ ク ス

きたおおさか福祉センターきたおおさか福祉センター

地域生活総合支援センターいま
「ふれあいのお店」に来てください！！

ホームページアドレス
［法人事務局］
TEL 0721-34-2180
FAX 0721-34-2121 https://www.sfj-osaka.net

守口市役所1階ローソン
（イートインスペース内）
１１：００～１３：００

＊守口市内の事業所が日替りで
  出店しています。

　おんどは今年で開設10年目を迎えました。これまで松原市の中でたくさんの方々との
出会いがあり、支えられ、今では微力ながら地域福祉に貢献できるまでに育ってきています。
　秋には行事などで地域交流が盛んになります。10月のおんど祭りでは、民生委員の方々にもお手伝いいただき、
ご近所の方々も遊びに見えました。11月には複数の事業所と合同の「ふれあい運動会」、近隣中学校からの職場体験
の受入れ、中学校のお祭りへの豚汁の模擬店出店など、たくさんの利用者と職員が参加しました。また、就労継続支
援B型では、NPO法人を中心に複数の事業所と協力して、公共施設の清掃を請け負い、施設外就労
にも取組んでいます。
　このように地域の皆さまと交流する機会は、利用者の生活を豊かにし、職員の気づきや成長を促す
機会になっているのではないかと感じております。
　これからも、地域の皆さまと共に地域共生社会の構築に向け努力してまいりたいと思っております。

場 所

時 間

ぜひ、
お立ち寄り
ください。

ふれあいのお店
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