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 皆様お住まいの地域の介護支援センターをご存知ですか？ 伊丹市社会福祉事業団では４つの介護支援センター

をもち、それぞれの担当地域において福祉のあらゆる相談に応じています。この度、介護支援センターをより多く

の方に知っていただくためのイベントを開催します！皆様是非お越しください。 

「春のいきいき健康教室」 

内 容：●いつでもどこでも！健康体操 

    ミズノスポーツサービス（株）の運動指導員に  

    よる健康体操 

    ●伊丹市社会福祉事業団ってどんなところ？ 

    伊丹市社会福祉事業団紹介パネル展示 

内 容：●いきいきサポート（介護予防デイ） 

    参加者作品展示 他 

    ※体操教室は事前申し込みが必要です。 

各回２０名まで。 

（下記の連絡先までお申し込みください） 

日 時：平成２６年４月２５日（金）平成２６年４月２５日（金）平成２６年４月２５日（金）平成２６年４月２５日（金）    

                １０：００～１６：００１０：００～１６：００１０：００～１６：００１０：００～１６：００    

場 所：ラスタホール１Ｆラスタホール１Ｆラスタホール１Ｆラスタホール１Ｆ（伊丹市南野２－３－１５） 

お申し込み・お問い合わせ：南野介護支援センター 

             担当：山内（やまうち） 

電 話：０７２－７７３－６０５５（定休日：月火祝） 
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新規事業所 

サポートテラス昆陽東 
平成２６年７月開所（予定）！ 
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【目からウロコの……】 

 ４月４日に実施した事業団「出前講座」の 

様子です。 

「目からウロコの介助のつぼ」と題し、訪問介

護事業所のベテラン介護福祉士が運動力学やご

本人の残存能力を活用した介助方法の説明を行

いました。講座を企画されたボランティアグ

ループの皆様は真剣に聞き入ってくださいまし

た。 

伊丹市社会福祉事業団  

介護支援センター合同事業 

軽 作 業 

印 刷 作 業 

段ボール製品加工・チラシの折込封入・箱の組立等様々な作業を行います。 

印刷やハガキ等、各種プリント作業を行います。 

※その他、状況に応じて、様々な作業を提供しております。 

「札場辻」 

「泉町」 

伊丹市役所 N
 

171 
昆陽 

昆陽６ 

昆陽泉町 

千僧６ 

伊丹けいさつ 

小井ノ内 

伊丹病院 

新 規 
利用者 
募集中 

指定特定相談支援事業所 

就労移行支援／就労継続支援Ｂ型事業所 

主に精神障がいをお持ちの方（詳細はお問い合わせください） 

●職員が作業をサポートします。 

●専門の相談員が随時、相談対応いたします。 
●ご自身のペースで通所・作業を行っていただけます。 
 

    

    

    

    
    

    

    
    

    

    
    

    

 

 

サポートテラス 
昆陽東 

☆アクセス☆ 

ＪＲ伊丹駅または阪急伊丹駅より 

伊丹市営バス 

①④⑥⑦⑯⑱㉝㉞系統 

「札場辻」下車徒歩３分 

 

☆所在地☆ 

〒664-0886伊丹市昆陽東５－２－６０ 

グランドメゾン昆陽Ⅱ 

    ほっとほっとほっとほっとなななな１１１１枚枚枚枚    

通 所 型    

相 談 支 援 

ご利用対象 

おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ：：：：伊丹東有岡伊丹東有岡伊丹東有岡伊丹東有岡ワークハウスワークハウスワークハウスワークハウス    電話 ０７２－７８３－９８８５／ファ ック ス０７２－７８３－９８８６ 
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 平成２６年３月１９日（水）いたみホールにて、「自分ら

しく地域で生活していくために」と題した研修会を伊丹東有

岡ワークハウスと事業団精神障がい者支援専門部会の共催で

開催し、約７０名の方にご参加いただきました。 

 研修会では当法人・奥田利男理事長の挨拶のあと、第１部

では西宮市にある特定非営利活動法人ハートフル・障害者相

談支援センター「輪っふる」センター長の角野太一氏よりご

講演いただきました。 

 第２部では「輪っふる」の利用者お２人と支援相談員お１

人の方より、福祉サービスを利用する当事者の立場からの報

告がありました。最後に、東有岡ワークハウス所長の友澤よ

り、在宅の精神障がい者の方々に対して自分らしい地域生活

を支えるための総合サービス拠点として、「サポートテラス

昆陽東」を７月に開所する予定との報告がありました。 

 当日お忙しいなかご参加くださいました利用者様、ご家族

様、関係機関の皆様に感謝申し上げます。 

「自分らしく地域で生活していくために」 

伊丹東有岡ワークハウスが研修会を開催しました 

  

いつでも笑顔でお迎えする明るい施設づくりを  

特別養護老人ホーム桃寿園・養護老人ホーム松風園 

            施設長 池内 玲子 

 特別養護老人ホーム桃寿園・養護老人ホーム松風園に

10年ぶりに配属されました池内玲子です。地域に根付

いた地域の施設として、医療との連携を強化した安心で

温かい介護の実践と法人理念の実現に取り組みます。ご

利用者様の生活の質の向上と職員の育成を基本として、

いつでも笑顔でお客様をお迎えする明るい施設づくりを

目指します。地域の皆様のご支援・ご協力をよろしくお

願いいたします。 

ケアハイツの魅力を広く発信していきます 

        介護老人保健施設ケアハイツいたみ 

                事務長 森 理恵 

 以前は、ケアハイツ入所・通所の現場職員として利用

者様の生活をお手伝いさせていただいた経験がありまし

たが、今回は事務長としてケアハイツに配属となりまし

た。 

 このたびは、施設運営や職員のサポートを始め、地域

の方々との交流事業など大きな責務を感じています。ケ

アハイツいたみ開設以来の歴史を継承するとともに、ま

だまだ可能性を秘めているケアハイツいたみの魅力を広

く発信していきたいと思っています。 

精一杯努力いたします 

        伊丹市訪問介護事業所 

           所長 森 英児 

 

 ４月１日の人事異動により、伊丹市訪問介護事業所勤

務を命ぜられました森英児と申します。介護老人保健施

設ケアハイツいたみ在勤中は、皆様には大変お世話にな

り、ありがとうございました。訪問介護事業所には、８

年ぶりに帰ってまいりました。微力ながら、精一杯努力

いたしますので、今後ともよろしくお願い申し上げま

す。 

それぞれ個性のあるデイサービスへ 

    伊丹中央デイサービスセンター 

         施設長 古谷 和樹 

 

 このたび中央デイサービスセンターに配属になりまし

た古谷と申します。 

 事業団のデイサービスがそれぞれの個性を出し利用者

様ならびに地域の皆様のご期待にこたえられるように努

めてまいります。また働く職員にやりがいを持って働い

てもらえるよう取り組んでまいります。 

 よろしくお願いいたします。 

皆様と共に、楽しく明るいデイに 

    伊丹荒牧デイサービスセンター 

            

         施設長 戝間 法生 

 4月1日より伊丹荒牧デイサービスセンターの施設長

となりました、財間法生（ざいまのりお）です。まだま

だ不慣れな点も多く、ご迷惑をおかけすることもあるか

もしれませんが、これまでの流れを受け継ぎつつ、自分

の色を出していければと思っています。利用者様、ご家

族様はもちろんのこと、関わっていただいているすべて

の方々と共に、楽しく明るい伊丹荒牧デイサービスセン

ターにしていきたいと思いますので、何卒よろしくお願

いいたします。 

居心地のよい施設を目指します 

就労移行支援・就労継続支援Ｂ型事業所 

サポートテラス昆陽東  

                        施設長 松尾 知栄子 

 平成26年7月開所予定の『サポートテラス昆陽東』

は、障がい者の方を対象とした通所施設（就労移行支

援・就労継続Ｂ型）と特定相談支援事業を併設します。 

 利用者様から居心地がいいと言われるような、明るく

ゆったりとした雰囲気の施設を目指します。また、住み

慣れた地域で快適な暮らしができるよう相談から支援ま

で総合的なサービス提供に取り組み、多様なニーズに対

応できるよう努めていきます。 

収 入 

収入総額2,140,796千円 

支 出 

支出総額2,098,422千円 

平成２６年度予算額 

平成２６年度の新たな取り組み 

■■■障がい者支援サービスの充実を目指して 

■■■利用者様に快適な環境でお過ごし頂くために ■■■利用者様に安心してご利用いただくために 

人事・給与制度の見直しを進め、利用者様

に質の高いサービスを提供できる人材育成

に重点を置いてまいります 

中央デイサービスセンターと荒牧デイサー

ビスセンターにて空調設備の更新工事を実

施いたします 

訪問介護事業においては、介護保険利用者

様にも特定事業所加算基準に基づいた質の

高いサービスを提供してまいります 

昆陽東地区に「サポートテラス昆陽東」を

開設し、精神障がい者福祉サービスの拠点

として総合的なサービスを展開してまいり

ます 

平成２６度 

予算概要 

 社会福祉法人の存在意義が問われるなか、介護予防給付の地域支援事業移行や地域包括システムの構築推進

など、福祉制度の改革が進められ、当事業団を取り巻く環境も大きく変容することが予測されます。 

 これらのことを踏まえ、平成２６年度は安定した経営基盤の確立に向けて、引き続き中長期経営計画の策定

に取り組むとともに、着実な計画の実行に向けた経営管理機能の強化を図ってまいります。 

 

 平成２６年度は以下の取り組みを進めることにより、伊丹市社会福祉事業団が提供する様々な福祉サービス

を安心して継続的に利用していただける体制の充実を図り、利用者の方々はもとより地域に信頼される社会福

祉法人として、地域社会に貢献してまいります。 

■■■充実したサービスを提供するために 
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介護保険事業 

77.5% 

障害福祉 
サービス等事業 

6.7% 

積立資産取崩 
5.3% 

老人福祉事業 
4.8% 

医療事業 
3.0% 

その他 
2.1% 

就労支援事業 
0.6% 

人件費 

61.3% 

事務費 
19.2% 

事業費 
7.5% 

積立資産支出 
5.7% 

固定資産取得 
5.5% 

その他 
0.3% 

就労支援事業 
0.5% 


