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～事業団だより～
小規模多機能居宅介護「さくら」認知症啓発事業のご案内

ほっと情報
ほっと情報①
情報①

「介護者の思いを語る会」

「認知症について知ろう」

認知症のご家族を介護している方、また、認知症介護に
関心のある方が、「日頃困っていること」、「これからど
うなるの？」など色々な悩みを話して頂ける場です。「さ
くら」利用者のご家族様にも参加して頂き、介護について
の体験談を語って頂きます。

認知症についてや、どのような支援が必要なのかを知
り、認知症の方やそのご家族を応援できるきっかけ作りを
しましょう。
（講師：小規模多機能居宅介護「さくら」施設長 徳弘
直子）

●日時：平成２８年３月２２日（火）13:30～15:00

●日時：平成２８年３月２４日（木）13:30～15:00

ほっとメール
ほっとメール
特集

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/

「いたみ障が い者共同受注ネットワーク」発足

P２

ほっと事業報告① 「２０万人市 民いたみまるごと防災訓練」に参加しました

いずれの回も

●参加費：無料
●定員：各回２０名（先着順）
●会場：小規模多機能居宅介護「さくら」地域交流ルーム（伊丹市中野西１－１４１）
●お申し込み：小規模多機能居宅介護「さくら」 電話072
電話072072- 785785- 3365（担当
3365（担当 徳弘）
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ほっと事業報告②

食事宅配事業終了のお知らせ

P３

ほっと事業報告③

永年勤続表彰を行いました

P３

ほっと情報①②

小規模多機能居宅介護「さくら」認 知症啓発事業のご案内／求人情報
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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介護老人保健施設ケアハイツいたみ
介護老人保健施設ケアハイツいたみ
②小規模多機能居宅介護さくら
小規模多機能居宅介護さくら
③伊丹市訪問介護事業所

①

②

③

④

④伊丹東有岡ワークハウス
伊丹東有岡ワークハウス

⑤伊丹市中央居宅介護支援事業所
⑥伊丹市南野居宅介護支援事業所
⑦伊丹市荒牧居宅介護支援事業所

⑤

⑥

⑦

⑧

⑧伊丹市桃寿園居宅介護支援事業所

●勤務地=
勤務地=①介護老人保健施設ケアハイツいたみ
介護老人保健施設ケアハイツいたみ（伊丹市中野西1-141）、
②小規模多機能居宅介護さくら
小規模多機能居宅介護さくら （伊丹市中野西1-141）：介護職契約職員（
介護職契約職員（フルタイム）
フルタイム）募集
●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＝192,750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、有給休暇・特別休暇
等あり、福利厚生制度あり、定期健康診断あり、各種資格取得助成制度あり、正規職員登用制度あり

●勤務地=
勤務地=③伊丹市訪問介護事業所 （伊丹市広畑３-1）：登録 ヘルパー（
ヘルパー（パートタイム）
パートタイム）募集
●資格●介護職員初任者（ヘルパー２級）以上●勤務日●週１日より応相談（原則１週間あたり２０時間未満）※勤務時間以外に月末に開催し
ている定例会への出席があります（基本時給支給）●時間●6：00～22：00でご希望の時間●給与●平日9：00～17：30=基本時給943円～／
※別途営業外手当・時間外手当あり（※例：平日6:00～9：00、17：30～22：00=時給1,178円／日曜・祝日9：00～17：30=時給1,278円／日曜・祝日
6：00～9:00、17：30～22：00=時給1,508円）、キャンセル手当（472円）あり、事務手当・交通費支給あり、処遇改善加算等あり●その他●労災
保険あり、年次有給休暇・その他特別休暇等あり、福利厚生制度あり、各種資格取得助成制度あり
●勤務地=
勤務地=④伊丹東有岡ワークハウス
伊丹東有岡ワークハウス（伊丹市東有岡４丁目２９番地）
：障がい福祉
がい福祉 サービス作業指導員
サービス作業指導員（
作業指導員（パートタイム）
パートタイム）募集
●資格●普通自動車運転免許●勤務日●月曜から金曜までのうち勤務シフトによる指定●時間●9：00～17：30までのうち勤務シフト
による指定（同行する施設 によって勤務時間 が異なります。原則１週間当たり２０時間未満）●給与●時給820円～※別途、通勤手当支給
（通勤距離2km以上で交通用具利用者100円/日、交通機関利用者800円/日）●その他●年次有給休暇、その他特別休暇、各種定期健康診
断、労災保険あり、インフルエンザ予防接種費用助成制度あり、制服貸与

※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

ほっとな
ほっとな１枚
【雛まつり】
まつり】
介護老人保 健施設ケ アハイツ いた
みに飾られ た７段の 雛人形の 前で、
せっかくなの で女性の 利用者様 にお
集まり頂き、即 席の雛ま つりを 行い
ました。雅な人 形達と一 緒に写 真撮
影会をしました。
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「いたみ障がい者共同受注ネットワーク」スタート
障 が いの あ る方
る 方 の 地域生活 の 充実 と 社会参加 の 促進 を 目指 し 、
作業所工賃向上 の ための 新 たな 取 り 組み が 始ま りま した

伊丹市社会福祉事業団では障がい者の方を対象とした
「伊丹東有岡ワークハウス」と「サポートテラス昆陽
東」の２つの就労継続支援Ｂ型事業所を運営しています
（就労移行支援事業併設）。
障がいのある方が地域で自立し、より豊かな生活を送
るためには、一般就労が可能な方には企業や事業所への
就労支援、一般就労の困難な方には就労継続支援Ｂ型事
業所などでの作業工賃の向上が重要です。
その ため に、障
が い 者 の「働 く
場」に 対す る発 注
促 進税 制や、障 害
者優先調達推進法
が 施行 され、国 に
よる環境整備も進
められています。
伊丹でもこの２
月から、工賃を向上させるための新しい取り組みとし
て、「いたみ障がい者共同受注ネットワーク」（以下、
「共同受注ネット」）が発足しました。
伊丹東有岡ワークハウスと、社会福祉法人協同の苑
「くすのき」、社会福祉法人いたみ杉の子「ゆうゆう」
が中心となって運営し、市内の障がい者を支援する作業
所などがこれに協力する仕組みとなっています。共同受
注ネットでは、企業・行政機関等から請負作業・自主製
品・役務等の注文を受け付け、依頼内容の調整を行い、
共同受注ネットの参加事業所（作業所）へ発信・作業依
頼を行います。また、販売促進や品質指導を行うこと
で、発注者・受注者へのサポートを行います。

作業発注
相談等

これにより、協力作業所はこれまで単独で受けること
が難しかった大口の仕事を安定的に受注することがで
き、障がい者個々の状態に配慮した作業量の確保と工賃
の向上につなげることができます。また、発注する側の
企業や行政機関等にとっても、共同受注ネットを通じて
地域の身近な障がい者を支援する作業所などへ継続して
安定した発注を行えるメリットがあります。
伊丹東有岡ワークハウスはこの共同受注ネットの事務
局を担当します。
今 後、共 同 受 注
ネットの運営を通
じて、障がい者の
工賃向上や就労に
関する地域社会の
理解を深めるとと
もに、障がい者の
地域生活の充実と
社 会参加の 促進
に、より力を入れて取り組んでまいります。
※作業発注をお考えの団体・企業関係者様
障がい者を支援する作業所への各種発注等は、地域への社
会貢献、CSR（企業の社会的責任）の取り組み一環としてPR
していただけます。また、発注促進税制（税制優遇制度）など
もあります。
営業担当者がお話を伺いにまいりますので、お気軽にお電
話ください。
伊丹東有岡ワークハウス
東有岡ワークハウス
電話（０７２）７８３電話（０７２）７８３-９８８５

協同の
協同の苑 くすのき

作業委託
業務調整

協力作業所

企業 ・
事業所等

いたみ杉
いたみ杉の子 ゆうゆう
営業・啓発
作業発注

伊丹東有岡ワークハウス
伊丹東有岡ワークハウス（事務局）
ワークハウス

参加

※中心となる３つの事業 所で共同受注の運 営に関す る覚書を
締結

※定期的 に運 営会議を実施
し、運 営 内 容を 調 整・実施 報
告等を行う。

相談調整
情報共有

情報提供
相談等

ほっと事業報告
ほっと事業報告①
事業報告①
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「２０万人市民いたみまるごと防災訓練」に参加しました

１月２４日（日）、第２７回伊丹市一斉防災訓練「２０万人市民いたみまるごと防災訓練」が開催され、事業団
でも当日運営しているすべての事業所が訓練に参加しました。
老人ホーム桃寿園・松風園では、利用者様と職員、ボランティアさんの参加のもと、地震発生時に頭や体を保護
して低い姿勢で地震が収まるまで耐える「シェイクアウト」訓練や、停電を想定した避難訓練、太陽光で充電して
使うバッテリー電灯や手作りＬＥＤライトの実験などを行いました。
今回の訓練に向けて、職員有志がスロープを制作いたしました。エレベーターが動かない場合に備えて車いすの
利用者様に階段で移動していただくもので、施設の減災に取り組むボランティア団体「夢創造の会」の川端様にご
協力頂き、試行錯誤を重ねて作ったものです。訓練当日、このスロープを使って、実際に車いすの利用者様に２階
に避難して頂きました。
また、園内の訓練が終わった後、昆陽池公園で行われた市の炊き出し訓練にも、有志の利用者様とともに参加し
ました。
当日は記録的な寒波が全国を襲った大変寒い日でしたが、利用者様とボランティア様のご協力と職員の熱い思い
で、訓練を無事に終えることができました。
今後も震災の記憶を忘れず、普段から防災に取り組むことを職員一同心がけてまいります。

１分間のシェイクアウト

スロープを使い２階へ避難

協力作業所

不参加作業所

昆陽池公園での炊き出し訓練に参加

食事宅配事業終了のお知らせ

ほっと事業報告
ほっと事業報告②
事業報告②

伊丹市社会福祉事業団の食事宅配事業につきましては、伊丹市の事業を引き継ぎ、平成12年からサービスを提
供してまいりました。以来、長きに渡り多くの皆様にご利用頂き、心よりお礼申し上げます。
食事宅配サービスに関しましては、多くの事業者の参入により、安否確認を含めた食事配達と、栄養バランスに
配慮したおかずや、お粥、きざみ食を始め、お体の状態に合わせた療養食など極め細かな対応を行う事業所が増え
てきております。
このようなことから、平成２８年２月２９日をもって当法人の食事宅配事業を終了頂くこととなりました。
今後は、より一層利用者様のニーズに寄り添った質の高いサービスが提供できるよう日々精進してまいりますの
で、何とぞご理解いただきますようお願い申し上げます。
なお、次の食事宅配事業所への移行など、ご不明な点やお問い合わせにつきましては、遠慮なく下記の担当者ま
でご連絡いただきますようお願い致します。
食事宅配サービス担当 電話０７２－７７３－２２８８
担当 池田・森
ほっと事業報告
ほっと事業報告③
事業報告③

～働き甲斐のある職場づくりを目指して～永年勤続表彰を行いました

協力作業所
協力作業所

※ 定 例の 連 絡会 議を 実施 し、情 報
交換等を行う
積極的 な関与
でバックアック

伊丹市・伊丹市社協

協力作業所

ほっとメール

２月３日（水）、いたみいきいきプラザ会議室にて平成２７年度永年勤
続表彰式が行われました。 通算勤続１５年にわたり職務に精励し、法人
発展に寄与された４名の職員に、理事長より表彰と記念品が贈呈されまし
た。今年度永年勤続表彰を受けた職員は以下のとおりです。
○荒牧デイサービスセンター
○伊丹市訪問介護事業所
○南野デイサービスセンター
○総務課

戝間 法生
國谷 恵吉
境 宏美
酒井 香奈

