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２０２１年度 社会福祉法人光摂会 事業計画(案) 

 

●法人事業計画について 

 

１、位置づけについて 

 ・本計画は、2014 年 5 月に発表した「中長期計画」に基づき、2019 年 4 月に見直しを

行った、「中期計画」3 年度目の年次計画として位置づけています。 

 

２、理念、基本方針の確認 

（１） 理念(わたしたちのめざすもの) 

・私たちは、障害者・家族の思いや願いを真正面に受けとめ、共に考え、共に悩み、

一緒に成長していく法人をめざします。 

・私たちは、障害者やその家族への支援を通じて、だれもが住みやすい街づくりを

すすめます。 

・私たちは、障害者、家族、関係者の安心した暮らしのため、平和と人権の尊重を

大切にします。 

 

（２）基本方針 

・利用者・家族・市民の人権尊重と擁護を第一の責務とします。 

・命の安全、安心と安らぎや生きがいを大切に事業運営にあたります。 

・だれもが住みやすい街づくりのために、地域・市民にむけた働きかけを重視し、

連携、連帯をすすめます。 

・法人並びに事業の運営にあたって、法令順守を徹底します。 

・障害者、家族のニーズを的確に把握し、求められる事業を展開します。 

・事業の安定、発展のため経営の安定をはかります。 

・健全で安定した財政運営をおこないます。 

・職員の資質向上と人材育成につとめます。 

・情報公開につとめ、苦情解決の体制確立など透明性を確保します。 

 

３、今年度の目標について 

（１）運営について 

  ① 全ての日中事業所の利用者数を増やします。 

 ② 全ての日中事業所の年間休日開所スケジュールの作成を行います。また、休日開

所における各事業所の負担を法人全体で支え合う仕組み作りを進めます。 

  ③ 情報通信技術の活用により業務の効率化を図ると伴に、災害等が発生した場合に

おいても、迅速な対応が行える仕組み作りを進めます。 
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（２）事業について 

  ① 「地域交流室」単独での事業計画作成を始めます。 

  ② ハッピーワールドの老朽化に伴う移転に向けた計画案を作成します。 

 

（３）人材育成 

 ① 理念本と実践を結ぶ仕組み作りを行います。 

 ② ＷＥＢ研修等も開催し、職員の「学びの場」を増やします。 

  

（４）労働条件 

  ① 生活支援系事業における夜間・休日の電話対応について処遇の充実を図ります。 

  ➁ 2019 年度に作成した俸給表に沿った定期昇給を行います。 

 

４、管理者等の配置 

事業所等 管理者等 

法人事務局 統括施設長兼事務局長 吉田 典生（兼務） 

 

摂津交流センターバクの家・バクさん

のくつろぎ 

管理者 福井 崇弘 

バクのパン屋さん・バクかふぇ 管理者 松本 賢一 

ハッピーワールド 管理者 吉田 典生（兼務） 

光摂ホーム 管理者 吉田 典生 （兼務） 

摂津障害者生活支援センターはぁねす 管理者 熊谷 美和子 

地域交流室 室長 松本 賢一（兼務） 

  ＊（兼務）は、管理者等を兼務している者。 
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● 摂津交流センターバクの家・バクさんのくつろぎ 

１、事業所の内容について 

事業所名 摂津交流センターバクの家 バクさんのくつろぎ 

所在地 摂津市香露園 34番 2号 

事業の種類 生活介護 

定員 35名 

職員構成 12名（常勤 5名、非常勤 7名） 

事業開始日 2009（平成 21年）年 4月 1日 

開所日 月曜日～金曜日 ※休日開所の可能性もあり 

開所時間 9時 30分～16時 00分 

 

２、事業所の目標について 

 ・2022 年度の（バクの家・くつろぎ）統合に向けて検討します。 

 交流のため行事や作業の機会を増やします。 

 工賃規程の見直しをおこないます。 

 活動プログラムの見直しをおこないます。 

 

● ハッピーワールド 

１、事業所の内容について 

事業所名 ハッピーワールド 

所在地 摂津市東正雀 4番 22号 

事業の種類 就労継続支援 B型 

定員 20名 

職員構成 6名（常勤 4名 非常勤 2名） 

事業開始日 2009（平成 21年）年 4月 1日 

開所日 月曜日～金曜日 ＊休日開所の可能性もあり 

開所時間 9時 30分～16時 30分 

 

２、事業所の目標について 

 ・新しく主軸になる仕事内容を考えていきます。 
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● バクのパン屋さん・バクかふぇ 

１、事業所の内容について 

事業所名 バクのパン屋さん バクかふぇ 

所在地 摂津市庄屋 2丁目 1番 50号 摂津市庄屋 2丁目 4番 28号 

事業の種類 就労継続支援Ｂ型 

定員 20名 

職員構成 4名（常勤 2名 非常勤 2名） 4名（常勤 2名 非常勤 2名） 

事業開始日 2012（平成 24年）年 4月 1日 2014年（平成 26年）5月 1日 

開所日 月曜日～金曜日 ＊休日開所の可能性もあり 

開所時間 7時 00分～17時 00分 9時 30分～16時 00分 

 

２、事業所の目標について 

 ・バクのパン屋さんの利用者増に伴う、活動スペースの確保として利用者を分散するた

めに喫茶アウルの営業日以外の空いている曜日の活用方法を検討します。 

  アウルにて新しい作業の取り組み、内職作業への取り組みやプログラムの充実を増や

します。 

 ・パンやクッキーの年間売上を前年比 10 万円増を目指します。取り組みとして、下記の

内容をおこないます。 

  法人が関係している機関への販売方法を検討します。 

販路先等の見直しと充実を図ります。 

 

● 光摂ホーム 

１、事業所の内容について 

事業所名 光摂ホーム（4カ所） 

所在地 
光摂ホーム桜町：摂津市桜町 光摂ホーム正雀１：摂津市正雀本町 

光摂ホーム正雀 2：摂津市正雀本町 光摂ホーム安威川：摂津市正雀 

事業の種類 共同生活援助 

定員 14名 

職員構成 15名(常勤 1名 非常勤 14名) 

事業開始日 

光摂ホーム桜町 

光摂ホーム正雀１・２ 2008年 10月 1日 

光摂ホーム安威川   2011年 7月 1日 

 

２、事業所の目標について 

 ・５年後、１０年後も安定的に運営が行えるように、法人にも働きかけながら、人材確

保のシステム作りを続けます。なお、今年度は特に、情報通信機器を活用して、情報共

有システム作りを進めていきます。 

 

 



5  (2021 年度 社会福祉法人光摂会 事業計画(案)) 

 

● 摂津障害者生活支援センターはぁねす 

１、事業所の内容について 

事業所名 摂津障害者生活支援センターはぁねす 

所在地 摂津市香露園 34番 2号 

事業の種類 

障害者相談支援事業（摂津市委託） 

特定相談支援（計画相談支援（摂津市指定）） 

一般相談支援（地域相談支援（大阪府指定）） 

定員 定めなし 

職員構成 3名 

事業開始日 2007（平成 19年）年 4月 1日 

開所日 祝日を除く月曜日～金曜日、毎月第１土曜日 

開所時間 
9時 30分～18時 00分 

＊開所日時以外は転送電話で対応 

 

２、事業所の目標について 

 ・毎月第１土曜日を開所日とし、平日日中は就労等で時間を作れない相談者に対応でき    

 るようにします。第１土曜日は当事者活動も行い、今年度中に作品展を開催します。 

 ・情報通信機器を活用して事業の効率化を目指します。 

 ・相談支援専門員が個々に年度目標も持って研修等に参加し、専門知識を高めます。 

 ・情報共有や事例検討等を密に行い、チームとしてケースに対応していきます。 

 

● 地域交流室 

１、事業所の内容について 

事業所名 地域交流室 

所在地 摂津市庄屋 2丁目 4番 28号（バクかふぇ内） 

事業の種類 法人独自事業 

職員構成 1名 

事業開始日 2019（平成 31年）年 4月 1日 

開所日 祝日を除く月曜日～金曜日 

開所時間 8時 45分～17時 15分 

 

２、事業所の目標について 

 ・日中プログラム開発プロジェクトによる、「その人らしく働く」場の活動の充実を目指  

し、喫茶アウルの営業日以外の空いている曜日の活用をおこないます。 

 ・地域とのつながりを引き続き強化します。 

 ・例年実施している、わたバ会の餅つきが実施出来なかったのでそれに代わる代替え   

案を模索します。 

 ・子ども食堂の連携をさらに進めます。（１中校区子ども食堂との連携やハッピー食堂 

あいのわとの関係強化） 


