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平成２６年８月２３日（土曜日）１８：００～２１：００
「第３４回いた み花火大会」に合わせて、東有岡ワークハ ウスでは
恒例の「古本市」を開催いたします！

～事業団だより～

ほっとメール
ほっとメール

社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団
〒664-0014 伊丹市広畑３-1
いたみいきいきプラザ３階
電話 ０７２－７８４－９９８７
ホームページアドレス
http://jigyouda n-itami-hyogo.jp/

ほっと情報① 「サポートテラ ス昆陽東開所しました」

P２～３

ほっと情報② 「いたみ花火大 会恒例 ワークハウス古本市」のご案内

P４

ほっと情報③ 事業団求人情報

P６

・実用本、小説、絵本、マンガetc
………約１万５千冊の古本が１冊３０円！
・フランクフルト、焼き鳥、ビール、ジュースなど、模擬店を出店
・敷地内スペースを花火見物の方に無料駐輪場として開放
毎年多くの市民の方々をお迎えする人気行事です。施設のご利用者と職員が、この日のた めに何日もか
けて用意をしています。
花火見物の際には是非東有岡ワークハウスまで足を伸ばしていただき、楽しい時間をお過ごしください。

古本のご寄贈をお願いいたします！！
（８月２１日まで）
ワークハウスでは「古本市」で販売する本を８月２１日まで募集してい
ます。１０冊以上ご寄贈いただ ける場合、 事前にご連絡いただければ、
頂きに伺います（百科辞典、雑誌はご遠慮ください。汚れの目立つもの
についてはお預かりできない場合がございます。ご了承ください）。

連絡先 電話０７２－７８３－９８８５ 東有岡ワークハウス

地域の皆様とともに歩む社会福祉法人です。地域の豊かな未来のために、ともに働く仲間を募集しています。
①介護老人保健施設
介護老人保健施設 ケアハイツいたみ (伊丹市中野西1
(伊丹市中野西1 -141）
141 ）

①

②

②特別養護老人
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム 桃 寿 園

(伊丹市昆陽池1
(伊丹市昆陽池1 -105）
105）

③小規模多機能居宅介護
小規模多機能居宅介護 さ く ら

（ 伊丹市中野西1
伊丹市中野西1 -141）
141）

③

ほっとな
ほっとな１枚

■契約職員（
契約職員（フルタイム）
フルタイム）を募集しています
募集しています
●勤務地●①②③●資格●介護職員初任者（ヘルパー２級）以上●勤務日●シフトによる週５日●時間●9：00～17：30（休憩
45分含）他、早出・遅出あり●給与●日額7,310円～／夜勤１回につき16,620円～（月収例：日勤15 回＋夜勤5回＝192,75 0円
～）※別途通勤手当、年末年始手当、時間外手当、処遇改善加算あり（年収240～300万程度）●賞与●日額最高40日分（勤
務日数により変動）●その他●社会保険完備、夏季休暇・有給休暇・特別休暇あり、福利厚生制度あり、各種資格取得助成制
度あり、正規職員登用制度あり

※まずはお気軽にお電話ください。 面接日をお知らせします。電話
面接日をお知らせします。電話０７２
電話０７２ｰ
０７２ｰ７８４ｰ
７８４ｰ９９８７
受付：
受付：月～金曜日の
金曜日の９ ：００～
００～１７：
１７：３０（
３０（祝日を
祝日を除く） 社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団 総務課

【私たちがサポートします！】
８月１日、精神障がい者を主な対象者とし
た新しい事業所「サポートテラス昆陽東」が
開 所 し ま し た。管 理 者 をは じ め、就労 支 援
員、生活支援員、職業指導員、相談支援専門
員 が ご利 用者 様 の在 宅生 活を サポ ー トし ま
す。
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サポートテラス昆陽東 サービスのご案内
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援
指定特定相談支

（3）

就労移行支援

就労継続支援Ｂ

伊丹市社会福祉事業団が伊丹市より建物の無償譲渡を受けた施設のなかで唯一の障がい者向け施設に、伊丹
東有岡ワークハウスがあります。この度、東有岡ワークハウスで行ってきました精神障がい者支援事業を拡充
するために、二つ目の精神障がい者向け事業所「サポートテラス昆陽東」を開所し、平成２６年８月１日より
サービス提供を開始しました。民間の建物を借りての事業所開設は、事業団設立以来初めての試みとなりま

新規利用者等相談
まず、精神保健福祉士等の
専門職による面談等を行いま
す（最終的には、伊丹市から支
給決定を受ける必要がありま
す）。また、一定期間体験利用
できるので、ゆっくり考えて
から利用できます。

す。
「入院医療から地域生活中心へ」という精神保健医療福祉改革の流れの中で、精神障がい者の方の地域生活を
支援する事業は益々重要性を増していくと思われます。そのようななか、「サポートテラス昆陽東」はご利用
者お一人おひとりの存在を「照らす」場所、そしてご利用者お一人おひとりがほっとできる「テラス」となれ
るよう、サービスを提供してまいりたいと考えております。
また、昆陽東に新規事業所を立ち上げるにあたっては、「摂陽地区福祉のまちづくり協議会」の皆様をはじ
め、地域の方々の多大なご協力をいただきました。厚くお礼を申し上げるとともに、今後は、地域の一員とし
てまちづくり、地域福祉の増進に協働する施設運営に努めてまいります。

（施設長 松尾 知栄子)

開設記念式典を開催しました

生産活動（
生産活動（訓練）
訓練）
ご利用者は、利用内容（日数・
時間帯・作業内容等）をご自分
の状態を考えて、職員と相談し
ながら取り組みます。そして、
作業取組み時間や内容に応じ
て、作業工賃を受け取ります。
ご利用者のその日の体調な
どに合わせて、
休憩が必要な時
には、自由にとることが可能ですし、日常生活や施設利用
などの心配事など、気軽に相談できるように配慮します。

その他活動
その他活動
平成２６年７月３１日、サポートテラス昆陽東では８月１日からのサービス提供
開始に先だって、ご来賓、地域の自治会、また、福祉関係者の皆様約５０名をお招
きして、開設記念式典を開催しました。
式典では事業団・奥田利男理事長の挨拶に続いて、伊丹市長・藤原保幸様、伊丹
市議会副議長・川上八郎様、摂陽地区福祉のまちづくり協議会会長・稗田康雄様よ
り新事業所への期待のこもった温かいご祝辞を頂きました。
次に事業団障がい担当主幹、東有岡ワークハウス・友澤施設長が新施設の概要説明を映像を交えながら行

施設では、ルールに沿って行動し、他のご利用者等と協
調しながら作業等を行う必要があります。人付き合いが
苦手な方や、ストレスを抱え込みやすい方も円滑に取り
組めるように、作業以外に①話合い、②レクリエーション、
③調理実習等の教育活動など、選択して参加できるプロ
グラムを用意します。
これ以外に、園外研修（遠足）や親睦会（忘年会）、新
年会や利用者研修会など、集団での様々な社会経験を積
むことができる年間行事を予定しています。

い、歓談の時間の最後にサポートテラス昆陽東の職員紹介をさせて頂きました。

求職活動等

お忙しい中ご列席いただきました皆様に、心よりお礼申し上げます。

■サポートテラス昆陽東 施設概要■

伊丹病院
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昆陽

○事業所名：サポートテラス昆陽東
N
○設置運営：社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団
○サービス：就労移行支援／就労継続支援Ｂ型／指定特定相談支援
小井ノ内
昆陽６
○利用対象者：精神保健福祉手帳受給者、自立支援医療（精神通院
「札場辻」
医療）受給者、または精神疾患で定期的に通院されている方。
○サービス提供時間：９：３０～１６：３０
「泉町」
○休業日：土・日・祝日・年末年始（12/29～1/3）
昆陽泉町
○職員数：管理者１名／就労支援員１名／生活支援員１名／職業指
導員２名／相談支援専門員２名
○利用料：所得に応じて異なります。ご相談ください。
○所在地：〒664-0886伊丹市昆陽東５丁目２－６０グランドメゾン昆陽東Ⅱ１階
○電話番号：０７２－７７３－４１１５
○ファックス：０７２－７７３－４１１６

伊丹市役所
伊丹けいさつ
千僧６
サポートテラス
昆陽東

施設での取り組み後、一般
企業等での就労が可能と判断
され、ご本人もそのように希
望する場合、ハローワークや
就業・生活支援センター、そし
て、伊丹市地域生活支援セン
ターなどの障がい者職業あっ
せんを行っている機関等への
登録支援など、その人にあった求職活動を支援します。ま
た、企業からの相談にも応じ、精神障がい者等の障がい者
理解や支援方法などについてサポートを行います。ご利
用者が就職後は、法令で最低６ヶ月の職場定着支援を行
うこととされています。

福祉的就労
就労移行支援は原則２年の利用期間ですが、この間に

就職できない場合は、引き続き就労継続支援Ｂ型を利用
しながら、その人のペースで作業に取り組みます。
また、「働いてみたけど続かなかった」、「年齢などの
理由で、一般就労が難しくなってきた」などの理由で福祉
的就労を望まれる方にも、日中活動の場を提供します。

特定相談支援
サポートテラス昆陽東には、
通所施設の他に、特定相談支援
（計画相談）事業所を併設して
います。精神保健福祉士等の相
談支援専門員が、障がい福祉
サービスの利用相談を中心と
した日常生活等の相談に応じ
ます。
公的制度の障がい福祉サービスを利用する際には、
「サービス等利用計画」を作成し、市に提出する必要があ
ります。サービス利用後は、市の決定内容に応じて、「モ
ニタリング」を行い、計画が適正に行われているかなど、
継続的な評価を行います。

地域参加等
サポートテラス昆陽東の開
設にあたっては、摂陽地区福
祉のまちづくり協議会より多
大なご協力とご尽力を頂きま
した。これからも地域との共
生を目指し、地域イベントや
地域福祉ネット会議などへ積
極的に参加し、地域の方々と
ともに地域の福祉的な課題に応じることができる施設運
営に努めます。
また、伊丹市地域自立支援協議会などにおいても、積極
的に参加すると同時に、その役割を果たし、地域の皆様の
拠り所となれるよう、日々努めていきます。

包括的支援
サポートテラス昆陽東の運営については、当法人が運
営する伊丹東有岡ワークハウスと一体的に行い、柔軟か
つ安定した支援環境を確保します。
また、当法人では高齢者サービスに加えて障がい者
サービスも行っており、特に居宅介護（ホームヘルプ）と
訪問看護は支援件数も多く実績があります。そこで、
「事
業団精神障がい者支援専門部会」を通じて情報交換・事例
検討等を行い、包括的・効果的な支援ができるよう努めて
います。さらに、支援の幅を広げるために、法人内だけで
なく、市内・市外の各種サービス事業所とも積極的に連携
を図ります。具体的には、これまで伊丹東有岡ワークハウ
スで構築してきたネットワークを活用し、作業の共同受
注などを行っていきます。

