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社会福祉法人 療育・自立センター 

 

令和４年度 

豊親センター 事業計画 

（つばさ福祉作業所・ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞｾﾝﾀｰつばさ 

つばさ児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ・ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝつばさ） 

 

 

はじめに 

 令和３年度も前年度に引き続き新型コロナウイルス感染の話題がつきませんでした。 

緊急事態宣言が繰り返し出される中、春のレクリエーション(運動会）、一泊旅行、日帰 

り旅行といった大きなイベントは自粛を余儀なくされています。そんな中、感染が少し 

落ち着いていた秋頃の時期に、つばさ祭の実施予定日に規模を小さくして開催すること 

ができました。また、各事業所、科目ごとのレクリエーションについては適宜実施し、 

利用者の皆さんが楽しめる機会づくりを工夫してまいりました。 

新型コロナウイルス感染状況については、年間を通して、職員、利用者ともに多数の 

方が陽性となりました。感染拡大予防のため一定期間の休所等の措置をとったことや、

つばさ児童デイサービスセンターの児童の利用自粛やヘルパーステーションつばさにお

けるガイドヘルパー支援の利用自粛もあり、事業運営にも少なからず影響を受けた 1 年

となりました。 

また、事業所運営の面では、障害支援区分について多数の方が区分変更という現状が

見られます。利用者を取り巻く現状把握として、障害支援区分についての理解をより深

めていく必要があると感じています。 

令和４年度につきましては、引き続き新型コロナウイルスの感染防止を徹底した上で、

「どうすれば安全に実施できるか」の視点を大切にし、利用者の自立支援の取り組みや

日々の事業運営に取り組んでいきたいと思います。 

また、法人全体ですすめている「中長期計画」策定について、豊親センターの５年後、

10年後をしっかりと見越して、課題を整理していきます。同時に、豊親センター全体に

おいて、「人材育成」および「組織体制の確立」を目指していきます。親の高齢化に伴う

老障介護の問題や、ヤングケアラー等の社会全体の課題を鑑みても、利用者を取り巻く

環境等について、社会的な支援の必要性は今まで以上に高まってくることが予想されま

す。そんな状況においても、支援の質を下げず、利用者がそれぞれ充実した毎日を過ご

していくためにも、職員全体の力量アップは不可欠となってきます。同時に職員がやり

がいを持って働ける環境を整え、さまざまな困難等にも一丸となって立ち向かっていく

組織づくりを目指していきたいと思います。 
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●チャレンジドセンターつばさの敷地内の土地購入について 

令和元年 7 月 1 日、社会福祉法人 療育・自立センターと元社会福祉法人 豊親福祉会

と合併いたしましたが、チャレンジドセンターつばさ内、車道等通路部分及び駐車場、

遊水池部分については、前所有者のままの残地となっておりました。このたび、残地全

体を社会福祉法人 療育・自立センターが令和４年度において取得することについて、理

事会、評議員会の承認をいただいた後、すすめていきたいと思います。 

 

 

 

Ⅰ．運営方針 

すべての取り組みにおいて、利用者の基本的人権を尊重し、利用者及び家族が将来も

引き続き安心して生活できる環境づくりを心がけてまいります。また、新型コロナウイ

ルス感染予防については引き続き全事業における最優先課題として位置づけ、事業運営

において利用者の安全について最大限の配慮を実践していきます。同時にご家族の高齢

化、将来の不安、親の共働きによる子育ての悩み等さまざまな課題についても、利用者・

ご家族にしっかりと寄り添い、利用者の意思決定を尊重し、相談支援事業所をはじめと

する関係機関とも連携を進めていく上で、各事業所の特性や役割りを充実させながら支

援実践を深めてまいります。 

 

 

 

Ⅱ．事業内容（具体的な取り組み） 

１．事業所ごとの取り組み 

  つばさ福祉作業所とチャレンジドセンターつばさにおいては、利用者の日中活動

の場として労働(はたらくこと)を支援の軸として位置付けております。生活介護

事業であっても、またどんなに障害が重くても「はたらくこと」で、一人ひとり

の自立につなげていきます。利用者が工賃を受け取り、「また来月もお仕事がんば

ろう」という気持ちになっていただくよう、工賃アップを目指していきます。 

    障がいのある方たちの口腔ケアはとても大切です。昼食後の歯磨き支援や仕上げ

磨き支援に加えて、今年度は口腔ケアへの支援として、利用者全員の歯科検診の

実施に向けて、歯科医師会とも協議してまいります。 

 

（１）つばさ福祉作業所（生活介護事業 定員：20名） 

    つばさ福祉作業所では、様々な課題を持つ利用者一人ひとりのニーズに対

応していくために、「手織科」と「木工科」を設けて生活介護事業を実施して

います。生活介護事業を選択していますが、利用者それぞれの作業能力(ペー

ス)に合わせて、日々の生産活動に取り組んでいきます。利用者に対しては、
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職員が一体となって支援に取り組みます。 

    また、新規利用者の受け入れをすすめるため、手織り・木工製品などもの

づくりに加えて、軽作業等の作業内容の拡充に積極的に取り組むとともに、

作業環境を整えてまいります。 

     

  ① 生活（介護）支援 

   ＊一日安定して生活が送れるよう利用者一人ひとりの課題に合わせて、食

事・排泄行為・歩行・気分転換などの生活支援をおこないます。 

   ＊健康診断の結果から肥満予防のため運動が必要な利用者には、健康機器を

使った運動に取り組むとともに、1日作業に従事することが困難な利用者に

対しては、気分転換等を図るための散歩に取り組んでいきます。また、気

分転換や運動不足の解消を図るため、科目ごとに室内でのウォーキングや

お昼休みを利用した軽い運動等をおこなっていきます。 

   ＊年間を通した健康管理や感染症などの予防を図るため、健康診断の実施や

インフルエンザの予防接種に対する補助等をおこなうとともに、日々の支

援の中でも看護師によるバイタルチェックをおこないます。 

   ＊新型コロナウイルス感染症を予防するため、マスクの常時着用や手指消毒、

うがいの徹底ができるよう仲間と職員が一体となり取り組んでいきます。 

  

  ② 作業支援 

   ＊手織製品・木工製品の自主製品づくり及び軽作業(もぎり作業など)の取り

組みに対し、作業指導及び支援をおこないます。 

   ＊個々の利用者の作業能力を十分に発揮できるよう支援するとともに、多様

な作業を全体で分業・協働できる体制を進めます。 

   ＊自主製品の作成にあたっては、様々な販売機会を積極的に活用することで

少しでも多くの製品づくりができるようにするとともに、事業所からの受

注に基づく製品づくりを積極的に進めることで、より質の高い製品づくり

と安定・継続した作業量を確保していきます。 

   ＊地域での活動をより意識するために、府立高校の清掃作業、アルミ缶回収

作業、地域自治会の回覧板配布作業、墓地清掃作業等をおこないます。 

 

  ③ その他の活動支援 

   ＊季節に応じた催し(お花見・クリスマス会など)や気候の良い時期に公園に 

出かけることで、利用者同士や利用者と職員のコミュニケーションを図っ 

たり、リフレッシュできる機会(レクリエーション)を作ります。 

また、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、レクリエーション等を実施でき 

ない状況にありますが、実施できた内容については、積極的にホームページ 
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に掲載するなどで家族等に対して情報提供をおこないます。 

     ＊利用者が自主製品の販売活動に参加することで、製品づくりから購入(販

売)までの過程に関われるよう支援をおこないます。 

     ＊利用者が施設を利用するにあたって、医療機関の受診やショートステイを

利用する際送迎を希望される場合に個別に送迎をおこなう「プラスワン」

を引き続きおこない通所しやすい体制をつくっていきます。 

     

 

（２）チャレンジドセンターつばさ 

（生活介護 定員：25名  就労継続支援Ｂ型 定員：15名  計 40名） 

チャレンジドセンターつばさでは、様々な課題を持つ利用者一人ひとりの

ニーズに対応していくため、生活介護事業、就労継続支援 B型事業、日中一

時支援事業を実施しています。利用者増にともない、敷地内別棟を作業場と

して改修し、就労継続支援事業Ｂ型事業の利用者を中心に、今まで以上に「は

たらくこと」を意識してもらえる環境を整えました。「はたらくこと」と「健

康に楽しく過ごすこと」を両軸に、利用者一人ひとりの自立を目指した取り

組みをすすめてまいります。 

    生活介護事業 

＞「軽作業Ⅰ科」と「軽作業Ⅱ科」に分かれて活動します。個々のニーズ 

に対応すべく、「軽作業Ⅰ科」では作業支援と同時に、身体機能維持・向 

上を意識した訓練やリラックスの取り組みを大切にしていきます。くつ 

を脱いで活動できるスペースを確保し、車いすの方の体位変換やストレ 

ッチの実施を定着していきたいと思います。 

「軽作業Ⅱ科」では、大きな集団や騒がしい環境が苦手な利用者に対し 

て、複数の部屋を確保し、小集団で活動できる条件を整え、作業や取り 

組みに向かいやすくする環境を作っていきます。 

就労継続支援 B型事業 

    ＞新たな作業場として別棟作業棟を活用し、常に仕事が出来る環境を整え、 

はたらく生活習慣の確立を目指していきます。同時に工賃への意識を高め 

てもらえるよう、さまざまな作業や仕事を経験してもらうと同時に、作業 

への意識や将来の一般就労への思いを高めていけるような学習会の機会 

も作っていきます。 

 

  ① 生活（介護）支援 

   ＊利用者個々の課題に合わせて、健康づくりの取り組みをおこないます。定

期的なリズム体操やウォーキングの取り組みに加えて、作業療法士の助言を

受けながら日々の訓練やストレッチといった取り組みをおこないます。 
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   ＊車いすの方をはじめ必要な方を対象に、くつを脱いで横になれる場所を活

用しての体位変換やリラックスの時間を確保します。 

   ＊年間を通した看護師による健康管理（体重やバイタルの記録）を実践しま

す。また、健康診断の実施やインフルエンザの予防接種や新型コロナウイル

スに対するワクチン接種に対する補助をおこないます。 

   ＊新型コロナウイルス感染症を予防するため、マスクの常時着用や手指消毒、

うがいの徹底ができるよう仲間と職員が一体となり取り組んでいきます。 

 

  ② 作業支援 

従来の作業に加えて、お菓子箱の仕切り紙の折り込み作業、食品の包装・

梱包作業等の新しい作業も取り入れ、利用者の作業確保に努めてまいります。 

   ＊現在７つの業者より、下請け内職作業を受注しています。安定した受注を

継続し、利用者の作業支援をおこないます。 

     ＞①固定金具・封印金具の袋詰め、樹脂キャップ作業 

②緩衝シート（プチプチシート）裁断作業 

③工具等のパッキング作業 

④マスクや調理用具等袋詰め・箱詰め作業 

⑤ゴムパッキンのはめ込み作業、箱作り作業 

⑥菓子類の箱作り作業、梱包作業 

⑦食品の包装・梱包作業 

   ＊就労継続支援 B 型事業では利用者の工賃アップが大きな課題となります。

新型コロナウイルス感染拡大の影響で下請け内職作業の受注量が減少した

時のためにはじめました自主製品製作については継続して取り組んでいく

とともに、新たな作業の確保にも力を入れていきます。新型コロナウイルス

感染の状況を見ながら、事業所見学等をおこないながら新規の取り組みの開

拓をすすめていきます。 

   ＊地域での活動をより意識するために、府立高校の清掃作業、アルミ缶回収

作業、地域自治会の回覧板配布作業、公民館清掃、墓地清掃作業等をおこな

います。 

 

  ③ その他の活動支援 

   ＊科目ごとで利用者のニーズに合ったレクリエーションなどの取り組みをお

こないます。定期的に午後からの時間を使って、リラックスやみんなで楽し

める時間を作り、集団での活動を意識できる時間を作ります。 

   ＊個々の課題に寄り添い、通所が安定できない方へは定期的な家庭訪問や電

話連絡をおこなったり、必要な方へは家庭での生活支援へのサポートも含め

て関係機関と連携をとりながら取り組んでまいります。 



 

豊親 - 6 - 

 

（３）つばさ児童デイサービスセンター（放課後等デイサービス）（定員：10名） 

①活動支援（放課後、学校休業日における活動支援） 

放課後や休日を多くのなかまたちと一緒に過ごすことで、子どもたちの社

会性や協調性を育み、健全な成長の一助となるよう、日々の支援内容を深め

てまいります。日常生活の積み重ね（排泄、食事、着脱、挨拶、宿題、片付

け）の定着と、幅広い年齢集団での交流を大切に支援をおこなっていきます。 

季節ごとの創作活動、散歩や公園の遊具を活用しての遊びなど、日常の中で

様々な経験を重ねてもらえるように支援を続けていきます。令和４年度もま

だまだコロナ禍は続きそうですが、児童のみんなが楽しく過ごしながら経験

を豊かにできる企画を職員一同で創意工夫していきます。 

 

    ②学齢期におけるリハビリテーション支援 

令和２年 1月よりはじめました「学齢期におけるＰＴ・ＯＴ・ＳＴ訓練等

のリハビリテーション」支援には、今もなおたくさんの利用希望者が相談に

来られています。リハビリテーション室では感覚統合療法を取り入れ、訓練

内容についてもさらに充実させてまいりました。令和４年度もさらに多くの

ニーズに応えていけるよう、引き続き療育センターの協力をいただきながら、

支援内容、支援体制等の充実を図ってまいります。 

 

     

（４）ヘルパーステーションつばさ（移動支援） 

移動支援事業は、利用者にとって支援学校高等部を卒業するまでの家族中心

の生活から一歩離れて「自立」に向けた第一歩だと考えています。休日に家族

と一緒の生活から、自分の希望する映画鑑賞・散策・カラオケなど利用者自身

が余暇活動を楽しむだけでなく、他の利用者との集団生活を体験する機会とし

てグループによるガイド支援をおこない、よりよい対人関係を築いていく機会

を提供します。現在、寝屋川市、門真市、高槻市と委託契約を締結し実施して

います。新型コロナウイルス感染拡大に伴い、利用自粛など事業運営に影響が

ありますが、感染状況をふまえて、安心安全なガイドヘルパー派遣に努めてま

いります。 

今後も引き続き、利用者の楽しみ・体験を増やす機会を提供するため「余暇  

活動」を通して「自立」につながるよう支援していきます。 
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２．新規事業の取り組みについて 

  （１）第２つばさ児童デイサービスセンター（放課後等デイサービス）の開設 

「放課後等デイサービス」の利用希望者はまだまだ増加傾向が見られます。従 

来の「つばさ児童デイサービスセンター」へも追加の利用希望もあったことか

ら、この度、令和４年４月より、旧太間福祉作業所の場所を活用して、２番目

の放課後等デイサービス事業所「第２つばさ児童デイサービスセンター」を開

設します。人員配置基準に基づいた職員配置をおこない、大幅な設備投資もお

こないます。また、第１のつばさ児童デイサービスセンターと土曜日の開所日

や時間帯をずらし、よりご家族や利用児童のニーズに対応できるシステムを構

築していきます。また、第１と第２の児童デイサービスセンター合同での行事

等も企画してまいります。新しい環境で子どもたちが楽しく、安全に日々活動

していく環境を提供することで、新たな事業所としての更なる発展を目指して

いきます。 

      事業所名：第２つばさ児童デイサービスセンター（定員 10名） 

      実施事業：放課後等デイサービス 

      職員配置：管理者兼児童発達支援管理責任者 １名 

           児童指導員 ３名（常勤 ２名、非常勤 １名） 

           

 

  （２）保育所等訪問支援事業の実施 

     学齢期におけるアウトリーチ（訪問）による支援をさらに充実させていく

ために、療育センターの協力のもと、つばさ児童デイサービスセンターにお

いて、令和４年４月より保育所等訪問支援事業を新たに取り組んでまいりま

す。学校や関係機関へ訪問しての相談や訓練等の支援を実施し、地域の障害

児が今まで以上に集団活動に参加していけるための一助として取り組んでま

いります。 

 

 

 

 

 

３．人材育成について（職員研修等） 

利用者に対する質の高い支援を行うためには、職員一人ひとりのスキルアップを

図っていく必要があります。そのため現在、取り組んでいる研修の充実化を図る

とともに、日々の実践の中にこそ学習、成長の機会があると意識し、支援力アッ

プを目指していきます。           
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（１）施設内での学習、研鑽の機会   

      ＊日々の実践の中での学習（OJTの充実） 担当：各リーダー等 

    ・個別支援計画の内容を深める学習会の機会 

    ・日々の記録（個別記録）の充実 

    ・職員間でのほう・れん・そう（コミュニケーション）の徹底 

   ＊支援員対象研修  担当：管理職・リーダー等 

職員会議の時間を活用し、利用者支援にかかるさまざまなテーマについて学 

習する機会をつくります。 

・豊親センターの成り立ち、役割りについて 

・障害者支援についての理解 

（発達保障、自閉症スペクトラムについて、性についての学習会） 

     ・救命救急、防災研修 

   ＊新任研修  担当：管理職等 

・利用者支援の基本的な姿勢 

・障害者の権利保障、権利擁護について 

     

 （２）施設外研修への派遣 

    現状のコロナ禍での研修派遣として、おもにオンライン研修の受講をすすめて 

いきます。 

＊寝屋川市障害児者福祉施設協議会が主催する研修会 

      利用者支援や施設運営等をテーマとした合同研修会に参加します。 

＊大阪府社会福祉協議会等が主催する研修会 

      福祉職員キャリアパス対応生涯研修過程～初任者編・中堅職員編・チーム

リーダー編・施設長等運営管理職員編～等の研修会に、対象者が積極的に

参加できるよう努めます。また、各種分野・テーマ別研修会へも積極的に

参加します。 

    ＊サービス管理責任者等研修、相談支援従事者研修 

       

 （３）職員組織体制の整備 

     各科目及び部署に責任者（リーダー）を配置し、役割や責務を明確にするこ 

とで、それぞれの部署が責任をもって利用者支援に集中できる環境をつくって 

いきます。 
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４．家族会との協働の取り組みについて 

家族会役員との運営協議会を開催することで、円滑な施設運営を図るとともに、 

家族会定例会、協働行事などを通して家族との協働に努めます。家族と科目職員 

の懇談を通じて、科目の運営方針や支援について意見交換などをおこなうことで、 

家族との連携とよりよい支援につなげられるよう科目懇談等を行います。 

 （１）事業推進委員会の開催 

家族会有志等による会議を設け、「つばさ」製品の新規開発・改良点などに

ついて意見をいただくとともに、漬物を製品化し、販売に努めてまいりまし

た。今後も引き続き、取り組みを進めていきます。 

（２）行事の運営 

   コロナ禍での行事運営はとても厳しい状況となりますが、すべての取り組みを 

自粛するのではなく、「どうすれば安全に実施できるか」をみんなで考え、すべ 

ての行事の取り組み方や内容を検討してまいります。 

＊つばさ祭 

  地域に向けた取り組みとしては実施が難しいこともあり、利用者が楽しめる 

場としての祭を考えていきます。 

＊春のレクリエーション（運動会） 

  利用者の運動の機会として、気候のいい時期での再開をめざしていきます。 

＊一泊旅行・日帰り旅行 

  実施の再開を目指して、行き先や内容、実施時期等を検討していきます。 

＊各部署ごとでのレクリエーションの実施 

 

 

 

５．地域に向けた取り組みについて 

 （１）地域啓発活動 

   ＊ホームページの活用 

    ホームページの内容を充実させ、「つばさ NEWS」を活用し、各事業所での取 

り組みを広く地域へ発信していきます。誰もが取り組み等を知る機会とし、風 

通しのいい施設運営を目指します。 

 

（２）販売活動の工夫 

  ＊自主製品の販売実績を上げるため、地域での販売機会を積極的に活用してい 

ますが、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、対面販売には限りがある状況 

ですので、令和３年から実施しました企業内での社内販売や新たにカタログ 

販売などに取り組んでまいります。 
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  （３）イエローレシート活動への参加 

    ＊イオンスタイル四條畷店において「イオン黄色いレシートキャンペーン店頭

啓発活動」に参加しています。引き続き、イオングループと協力しながら参

加します。 

 

（４）利用者による地域貢献活動 

 利用者による社会貢献活動を支援するため、現在、取り組んでいる家族を中 

心にアルミ缶を回収しています。それを販売し、その代金でもって『車いす還 

元』活動として「当事者による社会貢献活動」と位置づけ職員・家族会による 

「つばさアルミ缶再生委員会」を設立し、寝屋川市社会福祉協議会への寄付を 

はじめ、活動内容を公開し、継続した取り組みを進めてまいります。 

 

 （５）他団体との連携・交流 

  ［寝屋川市障害児者福祉施設協議会への参加］ 

    市内の障害者施設との交流と情報交換、連携を図るとともに、協議会主催の 

合同研修会などを開催することを目的とする施設協議会に引き続き参加しま 

す。 

  ［寝屋川市地域貢献委員会への参加］ 

    社会福祉法人が求められる地域貢献活動を常に意識し、寝屋川市地域貢献委 

員会による取り組み等に積極的に参加します。 

  ［各支援学校等の連携・交流］ 

    寝屋川支援学校との交流・連携を強化し、高等部 2年生、3年生による実習の 

受け入れや施設見学会の実施等、積極的におこないます。 

  ［音楽ヘルパー協会との交流］ 

    一般社団法人「日本音楽ヘルパー協会」からの定期訪問については、ご厚意を 

いただいている中ではありますが、新型コロナウイルス感染予防の観点から、 

取り組みについては感染状況をふまえて対応していきます。 

  ［グループホーム・短期入所事業所との連携・情報共有］ 

    利用者の暮らしと日中活動を円滑につないでいくことが大切と考え、常にグ 

ループホームや短期入所施設、居宅支援事業所との連携や日々の情報共有に努 

めていきます。 

  ［就労関係機関との連携］ 

    就労継続支援Ｂ型をより充実させるため、寝屋川市自立支援協議会 就労支援 

    部会（就業・生活支援センター実務担当者会議等）への参加を進めていきます。 
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７．全事業所共通での取り組み 

 （１）感染症対策の取り組みの強化 

新型コロナウイルス感染対策はほぼ日常の中に組み込まれつつあります。そ

の他インフルエンザ、ノロウイルス等も含めた感染症によるまん延防止等への

取り組みを全事業所において重要課題として位置づけてまいります。利用され

る方の安全を第一に考え、マスク着用、施設内の毎日の消毒の徹底、換気、体

調管理をはじめ、外部からの訪問者への検温や来所確認チェック等の徹底を心

がけます。また、ICT 機器を有効的に活用し、可能な限りオンライン会議や面

談等をおこない、感染予防対策をすすめていきます。 

 

（２）虐待防止・権利擁護の取り組み 

     「より良い支援の場の創造」に向けた取り組みとして、「ヒヤリ・ハット報 

告」の実践や職員間のコミュニケーションの向上などを目指した取り組みを 

職員会議や職員研修をおこなうことで充実させ、福祉を担う職員として虐待

防止・権利擁護に努めてまいります。また、組織的に虐待防止を推進してい

くために、虐待防止委員会、身体拘束適正化検討委員会を定期的に開催し、

利用者の安全な日々の生活を守るための実践を心がけてまいります。 

 

 （３）非常災害時等における業務継続に向けた取り組みの強化 

     感染症や非常災害発生時において、必要なサービスをいち早く継続、再開す 

るための計画（BCP計画）の周知徹底および実践が求められます。情報共有や 

日常的な訓練等の計画的な実施、各種マニュアルの整備等心がけていきます。 

加えて年１回、消防署員立会による総合避難訓練、火災・地震時を想定した

自主避難訓練を２回実施し、利用者の緊急時の対応をはじめ施設内での安全

管理に努めてまいります。また、寝屋川市が推進する「福祉避難所」として

の役割をはたすため、他の事業所と連携し進めてまいります。 

 

 （４）個人情報保護について 

マイナンバー制度が実施されるなか、当事者・家族のプライバシーを守る観

点から、個人情報保護について、職員間での周知徹底を図ってまいります。 

 

 （５）苦情受付・苦情解決 

      事業所全体で「ヒヤリ・ハット報告」「事故報告」についての学習を深め、 

令和元年度より取り組みはじめた第三者委員会を、年間 3回開催し、第三者 

委員の皆さまのご指導をいただきながら、安心・安全な事業所の環境づくり 

に努めていきます。 
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 （６）職員の健康管理及び福利厚生 

   職員が安心して働き続けていくため、年 1 回の健康診断の実施、産業医に

よる健康相談窓口の設置、ストレスチェックの実施、インフルエンザ予防接

種の取り組みをおこない、職員の健康管理並びに福利厚生に努めてまいりま

す。また、はたらき方改革を意識し、職員個々が安心して働き続けていける

よう労働環境を整えていきます。（休暇保障、各種ハラスメント対策等） 

 

  （７）実習生の受け入れ 

教職課程を習得するために必要な「介護等体験実習」として、摂南大学等 

からの学生の受け入れを行い、作業・生活を通して利用者との交流を図ると 

ともに、利用者に対する支援について体験してもらいます。 

      市立中学校による職場体験学習の受け入れをおこないます。 

 

 

 

 

Ⅲ．施設設備（施設内改修・整備及び修繕）について 

１．新規事業（第２つばさ児童デイサービスセンター）の改修工事  

  事業所住所：寝屋川市池田北町 22番 10 号 

  事業所総面積：152.0㎡ 

  《平面図》 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ①カーポートの設置  ②トイレ改修  ③玄関改修  ④手洗い場改修 

    ⑤壁クロス張り替え  ⑥空調機器取り換え  ⑦窓の強化・柵の取り付け 

    その他 床塩ビシート張り替え、電球 LED交換 等 

 

 

１F

⑤
階段 調理場

　②
④

①

２F

⑦

② ④
⑥

屋上

③

駐車場 事務所・静養室 非常階段

WCWC

下駄箱 手洗い場

相談室

非常階段

非常階段

階段
WC WC

プレイルーム

手洗い場
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２．チャレンジドセンターつばさ 土地購入について   

 ○チャレンジドセンターつばさ 

   住    所  ： 寝屋川市池田 2 丁目 9番 15号 

   A部分面積（別棟）：  64.90㎡  

      B部分面積（本館）： 672.21㎡   建物面積計（A＋B）： 737.11㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   C部分 建物以外の敷地面積（通路・駐車場・遊水池等）： 645.82㎡ 

    

    

 

３．送迎車両の購入（日産セレナ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

別棟
Ａ部分
64.90㎡

C部分　645.82㎡

チャレンジドセンターつばさ本館
Ｂ部分　672.21㎡


