
大阪府障害者福祉事業団

社会福祉法人

〒584-0054　大阪府富田林市大字甘南備216番地
大阪府障害者福祉事業団

昭和44年 4月 1日 社会福祉法人大阪府精神薄弱者コロニー事業団設立
昭和45年 4月 1日 大阪府立金剛コロニー運営受託
平成 5年 4月 1日 大阪府立明光ワークス運営受託
平成 7年 4月 1日 大阪INA職業支援センター開所
平成 8年 4月 1日 法人の名称を社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団に改称
平成15年 12月  「府立金剛コロニーの今後のあり方について」が示される
平成15年 12月 1日 ワークくみのき（現／地域生活総合支援センターワークくみのき）開所
平成18年 7月 1日 ワークさつき開所
平成19年 4月 1日 すくよか開所
   じょぶライフだいせん開所
平成20年 4月 1日 かんなびのさと開所
   地域生活総合支援センターきらら開所
   明光ワークス自主運営開始
平成21年 4月 1日 地域生活総合支援センターおんど開所
平成23年 4月 1日 指定出資法人の指定の解除
   地域生活総合支援センターあい開所
平成25年 4月 1日 茨木市立障害福祉センターハートフル運営受託
平成28年 4月 1日 こんごう開所
   地域生活総合支援センターいま開所
平成29年 4月 1日 大阪府により大阪府立金剛コロニーを大阪府立こんごう福祉センターに改称
   かつらぎ開所
   にじょう開所
   大阪府障害者福祉事業団自主運営開始
令和 2年     3月31日  大阪府へ出捐金相当額を返還
令和 2年 9月 1日 法人事務局サテライトオフィス設置
令和 3年 4月 1日 こども発達支援課設置

［法人事務局］
TEL 0721-34-2180
FAX 0721-34-2121

　大阪府障害者福祉事業団は、1969（昭和44）年に知的障がい児者の更生・自活訓練等を総合的に
行う援護施設の役割を担う、大阪府立金剛コロニーを運営する法人として大阪府により設立されました。
　設立当初は、定員850人の大規模な入所施設の運営から始まりましたが、1981（昭和56）年の「国
際障害者年」の制定を機にノーマライゼーション理念が浸透してくると、生活の質（QOL）の向上と
ともに、障がいのある方々の状態に合った自立に向けての「支援」が福祉の役割の中心となり、施
設機能の転換が求められるようになりました。
　2003（平成15）年3月策定の「第3次大阪府障害者計画」においては、「府立の大規模な知的障害者
の入所施設について、関係機関の協力を得て、地域に生活の拠点を整備することにより分散化し再
編を図るとともに、施設の入所者状況を踏まえ、望ましい施設種別への転換に努める。」とされました。
　これらを踏まえ、2003（平成15）年12月大阪府とともに「府立金剛コロニーの今後のあり方に
ついて」を作成し、その中で、「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」の二つを金剛コロニー再編整備の方針とし、施設等の再編整備を進めると同時に法人の自立
民営化を図りました。

事業団のあゆみ

沿　革

社会福祉法人

https://www.sfj-osaka.net/

2022年4月発行



基本方針

理念

ともに生きる心を育み
ともに歩む社会の実現

相互に人格と個性を尊重し、安心して
暮らすことができる福祉社会を実現し
ます。

自己決定、自己選択による利用者本位
のサービス提供を基本に、ライフステー
ジに応じ、わたしらしく生きる自立生
活を支援します。

利用者に質の高いサービス提供ができ
るよう、専門性の向上と意欲に満ちた
人材の育成に努めます。

施設が有する専門機能を連携させ、新たな
創造と工夫をもって総合力を発揮し福祉
社会に貢献します。

共生社会の実現のため、障がいの理解、交
流と参加、地域福祉などについて研究と
理解を深め、啓発に努めます。

情報の公開と透明性のある運営を行うと
共に、改革の視点をもって、効率的経営を
行い、信頼される事業団をめざします。

　大阪府障害者福祉事業団の理念は、福祉社会

の実現に向けて、ともに生きていこう、一緒に

歩いていこう、とする姿勢をなげかけています。

　国際連合は1980年に「国際障害者年行動計画」

で障がいの分類を示し、障がい者を単に心身に障

がいがあるという観点からではなく、社会の中に

おいて実際の生活に即した視点からとらえなおし

ています。そして2001年、WHOのICF（国際生

活機能分類）では、障がいとは「人と環境の相互

作用」と定義し、誰もが活動し参加できる社会づ

くりを求めています。わが国においても、2006

年障害者自立支援法が施行され、障がいの種別

なく、活動と参加できるユニバーサルな社会への

変革を求めています。

　このような流れにあって、1981年の国際障

害者年は大きな変革の一歩でした。国際障害者

年の完全参加と平等のテーマは「ともに生きる

社会」をつくることが目標でした。これには、

お互いともに生きようとする心を育まなければ

ならないという思いが込められています。とも

に生きる心は共感をもって生まれます。私たち

は、まず私たちが共感をもってともに歩み、支

えあい、人がつながる力を育むことが福祉の原

点・基底であると考え、その＂心＂をもって歩

んでいきます。

　そして、誰もが自分らしく誇りをもって生き

ることができるよう、それを支えるユニバーサ

ルな社会への変革に取り組む、その志をもって

これからも一緒に歩いていくことを宣言します。

事 業 団 の 思 い

　大阪府障害者福祉事業団では、グループホーム

が制度化される以前より、入所施設の利用者の方

のニーズに応えるべく、地域生活への取り組みを

進めてきました。1990（平成2）年にグループホー

ムの制度が整備され、さらに、日中活動支援事業

所やグループホームの展開・整備を積極的に行っ

てきました。今では、大阪府内に、重度・高齢の

利用者に対応した整備型グループホーム定員150

人分を含む、定員400人超のグループホームを運

営するまでになりました。あわせて、相談支援か

ら日中活動や、ショートステイ等の機能をあわせ

持つ、地域生活総合支援センターを府内9市に設

置し、地域生活の支援を行っています。

　一方、富田林市の旧府立金剛コロニー、現こん

ごう福祉センターにおいては、重度の行動障がい

や重複障がいのある方には、障害者支援施設、高

齢で介護が必要な方には特別養護老人ホーム、常

時医療ケアが必要な方には医療型障害児入所施

設・療養介護のサービスを提供しています。また、

外来診療により、こんごう福祉センター内の施設

の医療も担っています。

　長年にわたる障がいのある方への支援の実績

から、多くの学びを得ました。幼児期の支援の

重要性、日中活動や就労などの大切さ、ご本人

だけでなくご家族や保育所・学校スタッフへの

支援の必要性など、利用者のみなさまのライフ

ステージ、個別のニーズに対応した多岐に渡る

サービスの提供が必要であると認識しました。

　そして、日本では数少ない、幼児期から高齢

期までを包括した、あらゆる事業を行う事業団

となりました。

　たとえば、家族と暮らすことが困難な方がいます。

その方の生活を支えるために、施設入所、共同生

活援助（グループホーム）、短期入所（ショートス

テイ）などのサービスを提供します。

　たとえば、就職をめざしている方がいます。

その方の職業訓練や就労の場をともに探す就労

移行支援、職業訓練校、働く場を提供する就労

継続支援のサービスなどを提供することができ

ます。

　たとえば、環境への順応が困難な方がいます。

幼児期から適応訓練を受けることができる児童

発達支援、保育所・学校スタッフをも支援する保

育所等訪問支援を行っています。

　利用者のみなさまには、「当たり前のことを当

たり前に」実現するために、私たち事業団が行う

多岐に渡るサービスを「自分本位に自然に」選ん

でいただければと思っています。

　家族、友人とともに、みなさまの人生に寄り

添い、ともに歩むことが、大阪府障害者福祉事

業団の思いです。



Baby A child Youth & Adult The Aged

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
（ショートステイ）

生活介護就労継続支援B型

保育所等訪問支援

放課後等デイサービス

福祉型障害児入所施設

医療型障害児入所施設

地域活動支援センターⅡ型

すくよか外来診療（保険医療機関）

幼児期 学齢期 青壮年期 高齢期

相談支援（障がい児者）

● 内科
● 婦人科
● 小児科
● 歯科

● 耳鼻いんこう科
● 循環器科
● 精神科
● リハビリテーション科

● 外科
● 整形外科
● 訪問看護

ひる

就労移行支援

職業訓練校

自立訓練（生活訓練）

共同生活援助（グループホーム）

施設入所支援

療養介護

ライフステージに応じた福祉サービスの提供

未就学の障がいのある児童への基本
的な動作の指導、集団生活への適応
訓練などを行います。

入浴、排せつ、食事等自立した日常生活を営むために
必要な訓練を行います。

就労の機会と生産活動の場を提供
し、次のステップを目指す支援を行
います。

入浴、排せつ、食事等の介護、創作
活動や生産活動の機会の提供を行
います。

家庭の事情により短期間入所して
いただき、生活上の支援やその他
必要な支援を行います。
介護者にとってのレスパイトサービ
ス（休息）としての役割も担ってい
ます。

理学療法や作業療法による機能維持訓練や日
常生活動作の練習等の支援を行います。

就労に必要な知識及び能力の向上の訓練、求職活動、職
場開拓に関する支援を行います。

大阪障害者職業能力開発校からの委託を受け、知的障
がいのある方の職業能力開発訓練を行います。

地域での少人数の共同生活において、生活上の支援を
行います。

暮らしの場と生活上の支援
を提供する入所施設です。

障がい児者の自立した生活を支え、抱える課題の解決や適
切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細
かく支援します。

地域ニーズに応える施設として一般診療、リハビリ
テーションなどの多様なサービスを提供します。

医療機関において生
活上の支援を提供する
入所施設です。

保育所等に通所する障がいのある児
童、スタッフへの支援を行います。

授業の終了後や学校の休業日に生活
能力の向上のために必要な訓練、社会
との交流の促進など多様な支援を行
います。

障がいのある児童へ生活上の支援やその
他必要な支援を提供する入所施設です。

児童発達支援

人生のあらゆる場面に寄り添い、法人の総合支援機能を発揮し、
地域の関係者と連携して利用者本位のサービスの利用につなげます。

短期入所
（ショートステイ）

要介護の認定を受けた方が最適な介護サー
ビスを受けることができるよう支援します。

65歳以上で、日常生活に支障がある方へ、
日常生活上の介護、機能訓練、健康管理及び
療養上の介護を行う施設です。

65歳以上で、自宅で介護を受けることが一
時的に困難な方へ短期間生活上の介護を行
います。

居宅介護支援事業
（ケアプランセンター）

Day

よる

Night

就労定着支援
就労の継続を図るための支援を行います。

詳しい情報は
事業団のホームページを

ご覧ください。

https://www.sfj-osaka.net/

一般の方も
ご利用

いただけます。

受託事業

自主事業

公益事業

こんごう
あい
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いま

ワークくみのき ワークさつき

きらら
茨木市立障害福祉センターハートフル

おんど

明光ワークス あい
ワークくみのき ワークさつき
おんど

青空 風
いま Sun
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府立しいのき寮 府立すぎのき寮

すくよか

茨木市立障害福祉センターハートフル

かつらぎ
いまあい
にじょう

じょぶライフだいせん
おんど

こんごうすくよか
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風車 ｍum

大阪ＩＮＡ職業支援センター

明光ワークス

きらら じょぶライフだいせん

ゆい

かがやき

あいあい・ほくせつ
あいあい・みしま ほほえみ

さざなみ
きらら

おんど
のどか

こんごう

じょぶライフだいせん

かつらぎ
にじょう

すくよか

かんなびのさと

かんなびのさと

じょぶライフだいせん



施設一覧

法人事務局
1 ～ 8

は受託事業

は自主事業

9 10

は公益事業

11

1415

16 18

17

13

12
事業所数及び利用者数

事業所数

事業所職員総数

（事業所指定数：71）

（利用者約1,400人）

18事業所　

契約者数

職員数

約3,000人

約1,400人

サテライト
オフィス

14

15

18

17

16 堺市堺区旭ヶ丘中町四丁2番1号
TEL.072-245-7485 じょぶライフだいせん

●障害者支援施設［施設入所支援（40）・生活介護（50）・就労移行支援（22）]
●就労定着支援　●短期入所（4）

TEL.072-245-8790のどか
●共同生活援助（29）

TEL.072-343-7601相談支援センター風車
●一般相談支援　●特定相談支援

河内長野市西之山町2番21号
TEL.0721-53-5988 地域生活総合支援センターきらら

●生活介護（40）　●就労移行支援（20）　●就労定着支援

河内長野市西之山町2番21号
TEL.0721-53-6004きらら

●共同生活援助（60）

TEL.072-338-3101 おんど
●共同生活援助（42）

松原市上田八丁目7番16号
TEL.072-338-5850地域生活総合支援センターおんど

●生活介護（40）　●就労継続支援B型（20）　●短期入所（10）

大阪狭山市東茱萸木三丁目2153番地　TEL.072-368-8550
地域生活総合支援センターワークくみのき

●生活介護（30）　●就労継続支援Ｂ型（30）

TEL.072-368-8550
かがやき

●共同生活援助（44）

大阪狭山市半田一丁目624-3浦島ビル1階 TEL. 072-368-8666 
相談支援センターぱるぱる

●一般相談支援　●特定相談支援　●障害児相談支援

泉大津市春日町23番3号
TEL.0725-22-8981ワークさつき

●生活介護（25）　●就労継続支援Ｂ型（35）　●日中一時支援（5）

TEL. 0725-22-8800さざなみ
●共同生活援助（31）

南河内南障害者就業•生活支援センター 河内長野市昭栄町2番1号101号
TEL.0721-53-6093

みなみおおさか福祉センター

    

1

2

3

9

10

11

富田林市大字甘南備216番地
TEL.0721-34-2201 すくよか

●医療型障害児入所施設・療養介護（105） ●短期入所（5）
●外来診療 ●訪問看護

富田林市大字甘南備216番地
TEL.0721-34-2206  かんなびのさと

◆特別養護老人ホーム（80）
◆短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護（20） 

TEL.0721-69-5519 

◆居宅介護支援事業 ◆：介護保険サービス

ケアプランセンターかんなびのさと

富田林市大字甘南備216番地
TEL.0721-69-5036 こんごう

●障害者支援施設（60）　●生活介護（25）
●短期入所（3）　●日中一時支援（6）

4 富田林市大字甘南備216番地
TEL.0721-26-8002 かつらぎ

●障害者支援施設（60）　●短期入所（3） 　●日中一時支援（6）

箕面市稲六丁目15番26号
TEL.072-729-2182明光ワークス

●生活介護（40）　●自立訓練（生活訓練）（6）　●就労継続支援B型（34）　

大阪INA職業支援センター

TEL.072-729-2183 
あいあい・ほくせつ

●共同生活援助（83）
TEL.072-734-6218 
相談支援センター みーな

●一般相談支援　●特定相談支援　●障害児相談支援

茨木市玉櫛二丁目5番8号
TEL.072-636-8817 地域生活総合支援センターあい

●生活介護（45）　●就労継続支援B型（15）

TEL.072-636-9004シヨートステイあい
●短期入所（10）

TEL.072-636-9005あいあい・みしま
●共同生活援助（60）

TEL.072-632-0906相談支援センターリーべ
●一般相談支援　●特定相談支援　●障害児相談支援

13

生活介護ハートフル

●生活介護（20）

茨木市片桐町4番26号
TEL.072-620-9818

茨木市立
障害福祉センターハートフル
●地域活動支援センターⅡ型（午前25、午後25）　●入浴サービス
●各種講座　●貸室　●研修及び啓発事業

箕面市稲六丁目15番26号　TEL.072-729-7021 箕面キャンパス
●障害者特別委託訓練施設（職業訓練） 〔パン・菓子製造科（15）・園芸科（10）〕

富田林市大字甘南備216番地　TEL.0721-26-8066富田林キャンパス
●障害者特別委託訓練施設（職業訓練）〔グリーンハーベスト科（5）〕

こんごう福祉センター

きたおおさか福祉センター

12 守口市寺方本通二丁目20番4号
TEL.06-6780-4370 地域生活総合支援センターいま

●生活介護（40）　●放課後等デイサービス（10）

  
  

TEL.06-6780-4365相談支援センターみらい
●一般相談支援　●特定相談支援　●障害児相談支援

TEL.06-6780-4420シヨートステイいま TEL.06-6780-4364

●短期入所（10）   

ほほえみ
●共同生活援助（30）

5 富田林市大字甘南備216番地
TEL.0721-26-8013 にじょう

●障害者支援施設（60）　●短期入所（3）　●日中一時支援（6）　 

TEL.0721-34-2775ゆい
●共同生活援助（61）

7 富田林市大字甘南備216番地
TEL.0721-34-2184 

大阪府立こんごう福祉センター
しいのき寮
●福祉型障害児入所施設（50）　●短期入所［空床型］
●障害者支援施設［施設入所支援（10）・生活介護（10）]

8 富田林市大字甘南備216番地
TEL.0721-34-2183 

大阪府立こんごう福祉センター
すぎのき寮
●福祉型障害児入所施設（30）　●短期入所［空床型］
●障害者支援施設［施設入所支援（10）・生活介護（10）]

6 富田林市大字甘南備216番地
TEL.0721-26-7710こども発達支援課
箕面市稲六丁目15番26号
TEL.072-729-0125こども発達支援センター青空

●児童発達支援・放課後等デイサービス（10）　●保育所等訪問支援

茨木市東奈良三丁目16番14号
TEL.072-636-0110こども発達支援センター風

●児童発達支援・放課後等デイサービス（15）　●保育所等訪問支援

こども発達支援センターSun
●児童発達支援・放課後等デイサービス（10）　●保育所等訪問支援

富田林市栗ヶ池町2969番地の5
富田林市市民会館地下1階 TEL.0721-26-7331

こども発達支援センターmum
●児童発達支援・放課後等デイサービス（10）　●保育所等訪問支援

河内長野市中片添町11番9号
TEL.0721-55-2272 

相談支援センターmum
●特定相談支援　●障害児相談支援

河内長野市中片添町11番9号
TEL.0721-55-2274

富田林市大字甘南備216番地
TEL.0721-34-2180 
大阪市中央区谷町7-4-15
大阪府社会福祉会館3階 
TEL.06-6718-7130

法人事務局

サテライトオフィス


