支援センター

み

ら

い

ヘルパーステーション「あしすと」並びに
就労移行事業所「ふつーる」の事務進捗状況

７月２６日

評議員会・理事会 平成 22 年度事業計画及び事業予算承認
評議員会・理事会 上記内容について進捗及び今後の予定を説明
支援センター移転先賃貸契約締結（家賃 27 万、契約金 270 万）
ヘルパーステーションの名称を全職員の多数決で「あしすと」と
し、理事長に承認を得る。
障がい者自立支援法基盤整備事業補助金申請（豊中市と事前相談）

７月３０日

新事業移行のための改修、修繕事業 ７月３０日締め切り
支援センター改修工事打ち合わせ（株式会社シンエイ）

３月１８日
５月２７日
７月 １日
７月２３日

８月 ５日
８月 ９日
８月１１日

８月１３日
８月１６日

８月２０日
８月２３日
８月２６日

８月２７日

９月 １日
９月 １日
９月 ７日
９月 ８日
９月１６日

同 上（クリモト建設）
緊急雇用創出基金事業（人材育成及び雇用）
障害福祉施設・作業所支援人材養成事業プロポーザル参加
障がい者就労訓練設備等整備事業補助金申請（大阪府申請中）
就労訓練設備等の整備事業（５００万を限度で 10/10 補助）
焼き菓子業務に伴う厨房機器整備
緊急雇用創出基金事業（人材育成及び雇用）
障害福祉施設・作業所支援人材養成事業計画書提出
障がい者自立支援法基盤整備事業補助金申請（大阪府申請中）
新事業移行のための改修、修繕事業
（５００万を限度で 10/10 補助）
緊急雇用創出基金事業委託決定（事業費１２，３６４千円）
上記事業委託契約締結（９月 1 日から翌年 3 月 31 日単年度事業）
居宅介護、重度訪問事業所開設のための事前協議（大阪府）
ヘルパーステーション「あしすと」
＊移動支援事業は市町村申請で居宅の認可が下り次第申請
障がい自立支援基盤整備事業補助金申請（大阪府申請中）
居宅介護開設準備経費申請（事務備品関係）
（５０万を限度に 10/10 補助）
第 2 回目 居宅介護、重度訪問事業所開設のための事前協議
重要分野雇用創造事業 職員募集開始（4 名の雇用）
上記職員募集合同面接会に参画（労働会館）
就労移行事業開設事前協議（大阪府）
第 2 回評議員会・理事会承認後
第 1 期工事 支援センター事務部門

９月１６日

大阪府から本改修工事に関して質問書が届く
① 府生活基盤推進課指導グループとの事前協議を済ませたか。
② 食べ物関係を事業と考えているようですが、設備面で保健所の
許可が下りる内容であるか。
③ 本改修工事について、建築確認申請が必要か。
④ 本改修工事について、福祉のまちづくり条例に適合している内
容か。
⑤ 本改修工事について、市の都市計画等で支障はないか。
⑥ 本改修工事について、府生活基盤推進課指導グループ指定担当
の指定をとれる見込みの内容か。
⑦ 空調の取りつけ位置が図面上ないので、図面に記載したものを
提出すること。
⑧ 整備についての資金計画を示すこと。

９月１７日
９月２１日

９月２８日

１０月 ４日

見積もり依頼業者に上記③～⑦について、早急に調整を依頼する。
豊中保健所に平面図、設備備品設置図面を持参し指導を受ける。
トイレの手洗い等で指摘を受け改善することで特に問題はないと
のこと。
９月１６日付理事会において１期工事（居宅介護事業事務所部分）
の承認を得られたので③～⑦の件について問題ないか確認を入れ
る。
見積もり業者から、福祉のまちづくり条例に精通した設計事務所

１１月１１日
１１月１２日

に同条例に適合した図面作成を依頼する事を進められる。
豊中市建築審査課に同改修工事について相談に行く。
設計事務所に依頼
③～⑦に適合した平面図完成
障がい者就労訓練設備整備等整備事業内示（５００万）
障がい者就労訓練設備整備等整備事業内示説明会
大阪府提出用図面完成
障がい者自立支援法基盤整備事業補助金（改修工事に係る入札事
務の書式作成）理事会資料作成
大阪府からの質問書に対する回答書作成（起案）
障がい者就労訓練設備整備等整備事業（厨房機器購入に係る入札

１１月１２日
１２月 ８日
１２月２０日
１２月２４日

事務の書式作成）理事会資料作成
大阪府へ回答文書送付
大阪府へ追加回答文書送付
大阪府から内示説明会の案内
大阪府内示説明会

１０月１４日
１０月１５日
１１月 ５日
１１月 ８日
１１月 ９日
１１月１０日
１１月１１日

各種補助金の活用
補助事業名
① 緊急雇用創出基金事業障害福祉

内

容

金

額

進

捗

12,364,000 円 委託決定

福祉人材育成と雇用

施設・作業所支援人材養成事業
② 障がい者就労訓練設備整備等整
備事業
③ 障害者自立支援法基盤整備等整

4,896,000 円 内示

就労訓練設備整備

11/8

（厨房機器等）

5,000,000 円 申請中

改修、修繕

備事業
④ 障害者自立支援法基盤整備事業

500,000 円 内示

開設準備経費補助

註）①＝授産施設が受託し、事業の実施者が支援センターで行なう。
②③＝就労移行事業所を開設に係る費用補助金
④＝ヘルパーステーション開設に係る初度備品購入補助金

支援センター移設に掛かる経費
内

容

① 支援センターみらい 物件

契約金

② 同上

家賃（月額）

③ 支援センターみらい

改修・内装費

④ 就労移行事業所ふつーる

一体工事

⑤ ヘルパーステーションあしすと

初度備品

⑥ 就労移行事業所ふつーる

厨房機器購入

金

額

進

捗

2,700,000 円 7/1 から
270,000 円 7/1 から
内示後
約 8,500,000 円
523,599 円 50 万内示
4,896,150 円 内示

註）①②＝申請、事前協議時点で賃貸契約の締結が必要なため
③④＝障害者自立支援法基盤整備等整備事業（改修・内装工事（申請中））
註）居宅支援事業ではその制度が無い為一体工事とする
⑤居宅支援事業開設準備経費補助金を充てる（内示）
⑥障がい者就労訓練設備整備等整備事業（内示）

支援センターみらい
ヘルパーステーションあしすと
平成２２年度事業計画書（案）

１．事業所の運営
（１）所在地
大阪府豊中市北桜塚 3 丁目８番１７号
（２）事業所の名称
ヘルパーステーション「あしすと」
（３）職

員

管理者、サービス提供責任者、従業者 3 名（非常勤）、
事務員 1 名（兼務）

（４）事業の内容
居宅介護事業、重度訪問介護事業、移動支援事業
（５）事業開始年月日
平成２２年１０月１日（予定 申請中）
事業所指定番号
居宅介護事業（大阪府 申請中）
重度訪問介護（大阪府 申請中）
移動支援事業（上記指定後、豊中市へ申請）

支援センターみらいが展開する三つ目の認可事業として、ヘルパーステーション「あ
しすと」で居宅介護事業、重度訪問事業、移動支援事業をおこなう。ただし、移動支
援事業については居宅介護事業の認可が下り次第、豊中市申請に申請をおこなう。

２．事業の内容
障害者自立支援法に規定される障害福祉サービスの居宅介護、重度訪問介護、移動
支援事業を下記の業務を通じて適切に実施する。
（１）居宅介護サービス、重度訪問介護サービス、移動支援サービスの提供
（２）居宅介護計画、重度訪問介護計画、移動支援計画の作成
（３）利用者負担額等の請求・受領事務
（４）介護給付費等の請求・受領事務
（５）利用者からの相談・苦情処理に関する業務
（６）事業統計の作成
（７）その他事業に必要な業務

３．利用者の推定数
事業開始当初は 1６名程度（居宅介護 15 名、重度訪問介護 1 名）とし、居宅介護
（家事援助を月利用 4 日で一日 3 時間程度、身体介護を月利用 4 日で一日 3 時間）
重度訪問介護（月利用 3 日で一日 3 時間程度）
４．通常の事業地域
当面の間は豊中市を１００％とする。
但し、利用希望があれば調整をおこなう。
５．人的支援体制表（共通）
ホームヘルパー
管理者

事務員

サービス提供責任者

ガイドヘルパー

６．組織体制
法人事務局

支援センター

居住支援 栗ヶ丘ホーム
相談支援事業 支援センターみらい
居宅介護事業 ヘルパーステーション「あしすと」

