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《設置・経営》《設置・経営》《設置・経営》《設置・経営》 社会福祉法人 大阪府肢体不自由者協会大阪府肢体不自由者協会大阪府肢体不自由者協会大阪府肢体不自由者協会

〒540-0006 大阪市中央区法円坂一丁目1番35号 ｱﾈｯｸｽﾊﾟﾙ法円坂内

TEL 06-6940-4181 FAX 06-6943-4661

http://www.daishikyo.or.jp

倫倫倫倫 理理理理 綱綱綱綱 領領領領

１１１１....個人個人個人個人のののの尊厳尊厳尊厳尊厳をををを尊重尊重尊重尊重されるされるされるされる権利権利権利権利

職員は利用者一人ひとりの人権を尊重し、常

に対等な立場で誠実に対応します。

２２２２....個別個別個別個別ケアをケアをケアをケアを受受受受けるけるけるける権利権利権利権利

職員は利用者の個別のニーズや希望の把握に

努め、それに応じたサービスを提供します。

３３３３....質質質質のののの高高高高いいいい安心安心安心安心できるサービスをできるサービスをできるサービスをできるサービスを受受受受けるけるけるける権利権利権利権利

職員は利用者の心の安定､残存能力･潜在能力

の維持･開発に向けたサービスを提供します。

４４４４....自己決定自己決定自己決定自己決定････自己選択自己選択自己選択自己選択するするするする権利権利権利権利

職員は利用者個々の自己決定、自己選択する

意思を最大限尊重します。

５５５５....わかりやすいわかりやすいわかりやすいわかりやすい情報情報情報情報をををを受受受受けるけるけるける権利権利権利権利

職員は利用者が必要とする情報を、利用者が

わかるような言葉や表現で伝えるよう最大限の

努力をします。

６６６６....質問質問質問質問････意見意見意見意見････苦情苦情苦情苦情をををを表明表明表明表明するするするする権利権利権利権利

職員は利用者からの質問、意見、苦情に対し

ては真摯に傾聴し、具体的に解決、改善を図っ

ていきます。

７７７７....プライバシーのプライバシーのプライバシーのプライバシーの保護保護保護保護にににに関関関関するするするする権利権利権利権利

職員は利用者の生活におけるプライバシーを

守ります。また個人情報は守秘義務と情報の管

理を徹底します。

８８８８....地域社会地域社会地域社会地域社会でででで生活生活生活生活するするするする権利権利権利権利

職員は利用者と地域社会とのつながりを維持

し、社会資源についての情報を提供します。

案案案案 内内内内 図図図図

JRJRJRJR学研都市線学研都市線学研都市線学研都市線 河内磐船駅河内磐船駅河内磐船駅河内磐船駅よりよりよりより徒歩徒歩徒歩徒歩２０２０２０２０分分分分

京阪京阪京阪京阪 交野線交野線交野線交野線 河内森駅河内森駅河内森駅河内森駅よりよりよりより徒歩徒歩徒歩徒歩２５２５２５２５分分分分

〒576-0063 大阪府交野市寺 4-590-1

◆交野自立センター◆

◆ 入所部◆ ◆コミュニティーホームズ・交野◆

ＴＥＬ 072(893)4523ＦＡＸ 072(893)4524

E-mail  katanoj@aurora.ocn.ne.jp

◆通所部◆ TEL 072(893)1156

FAX  072(893)1338

E-mail  katanoj4@vega.ocn.ne.jp

◆障害者相談支援センター「かたの」◆

TEL＆FAX 072(893)7006

E-mail  katanoj6@tiara.ocn.ne.jp

◆café cheers◆ TEL＆FAX 072(893)8933

〒576-0052 交野市私部2-1-20 中西ビル1F
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《《《《沿革概要沿革概要沿革概要沿革概要》》》》

昭和59年12月 重度身体障害者授産施設として開所

平成14年11月 身体障害者短期入所（ショートステイ）事業開始

平成15年 4月 身体障害者入所授産施設・通所授産施設設置 ※支援費制度

身体障害者短期入所事業(ショートステイ)

グループホーム「あゆみ」開設(知的障害者地域生活援助事業)

平成16年 4月 通所部増員 グループホーム「トレイン」開設

交野市障害者生活支援事業開始 障害者相談支援センターかたの設置

平成17年 1月 通所部増員（35名）身体障害者グループホーム｢すいせい｣開設

平成18年 4月 運営が大阪府より(社福)大阪府肢体不自由者協会に移管 ※障害者自立支援法

平成18年 5月 入所部減員(定員40名) 通所部増員(定員40名)

平成18年 6月 入所部に通所事業開設(定員20名) 7月 グループホーム「プラム」開設

平成18年10月 ３つのＧＨを「大肢協コミュニティーホームズ･交野」へ統合

平成18年12月 入所施設を障害者自立支援法に基づく、新しい施設体系へ移行

障害者支援施設「交野自立センター」として設置、指定を受ける

指定就労移行支援（定員40名）指定施設入所支援（定員40名）

平成19年 4月 ケアホーム｢リュウセイ｣開設 10月 ケアホーム「アース」開設

平成20年 1月 ケアホーム「あゆみⅡ」開設 4月 生活訓練(定員9名)を事業追加 就労移行(31名)

平成20年12月 ケアホーム「さくら」開設

平成21年10月 身障GH「すいせい」を利用枠拡大に伴いケアホームに組み入れる

平成21年12月 就労移行(13名) 生活訓練(12名) 就労継続(B型)を事業追加(15名)

平成22年 3月 ケアホーム「さくらⅡ」開設

平成23年 4月 パンパンパンパン焼成販売事業焼成販売事業焼成販売事業焼成販売事業「「「「おりおりおりおり姫姫姫姫ベーカリーベーカリーベーカリーベーカリー」」」」11月通所部通所部通所部通所部サテライトサテライトサテライトサテライト「「「「cafcafcafcafé cheerscheerscheerscheers」」」」開設開設開設開設

平成24年 4月 定員を53名に増。就労移行(17名) 生活訓練(18名) 就労継続(B型)(18名)※障害者総合支援法

平成25年10月 ケアホーム「トレインⅡ」開設 12月ケアホーム「トレインⅢ」開設

平成26年 4月 グループホームへ一元化

平成２８年 ４月 障害者差別解消法施行

平成２８年 ４月 社会福祉法等の一部を改正する法律施行

平成２９年 ６月 一戸建てグループホーム 交野市私部南に開設（重度障害者を対象に２４時間対応） 定員１０名

平成３０年 ４月 障害者総合支援法改正（施行３年後の見直し）

地域

移行

施設入所(40名)

就労移行・生活訓練

就労継続(B型)

ショート

ステイ

通所部(40名)

生活介護
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居宅介護
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会社

事業所
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就職活動
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センター
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障 害 者
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ﾊﾛｰﾜｰｸ

地域生活支援

自宅

地域生活

支援

支援学校

地域福祉

事務所

交野自立センター交野自立センター交野自立センター交野自立センター

◆大肢協コミュニティーホームズ・交野◆大肢協コミュニティーホームズ・交野◆大肢協コミュニティーホームズ・交野◆大肢協コミュニティーホームズ・交野 (12(12(12(12ﾕﾆｯﾄﾕﾆｯﾄﾕﾆｯﾄﾕﾆｯﾄ))))
◆障害者相談支援センター「かたの」◆障害者相談支援センター「かたの」◆障害者相談支援センター「かたの」◆障害者相談支援センター「かたの」

◆交野自立センター通所部◆交野自立センター通所部◆交野自立センター通所部◆交野自立センター通所部 生活介護生活介護生活介護生活介護(18(18(18(18名）名）名）名） 就労継続支援就労継続支援就労継続支援就労継続支援(B(B(B(B型型型型)(22)(22)(22)(22名名名名))))

地域での日中活動の場

としての充実を目指して

います。

個別支援計画に基づい

た支援をします。

ＪＲ河内磐船･京阪交野市

駅まで送迎します。

送迎
名刺印刷

《《《《施設施設施設施設のののの目的目的目的目的》》》》

障害のある方の人としての尊厳を守り、その人らしい、いきいきとした生

活を実現するために必要な支援を行います。利用者の自立と社会参加を促進す

るために必要な支援を入所・通所により提供します。あわせて、地域で生活す

る障害のある方やその家族が安心して暮らせるようグループホームやショート

ステイなど地域生活支援のサービスの充実を目指します。

個別支援計画に基づき、夜間における入浴、食事

等の提供を行います。

自立訓練(生活訓練）又は就労移行支援の利用者

で、単身での生活が困難な方、地域の社会資源等の

状況により通所することが困難な方が利用できます。

就職を希望する方に対して就職活動を支援します。

障害種別を問わず、身体障害、知的障害、精神障害

の3障害の方が利用できます。

サービス提供期間は、原則2年以内。

(日中部分だけの利用もできます)

適性に合った職場への

就労・定着を目的として、

サービス期間を限定し、

必要な訓練、指導等を実

施し、適性に合った職場

探しや職場定着のための

活動を行います。

◆交野自立センター◆交野自立センター◆交野自立センター◆交野自立センター((((障害者支援施設障害者支援施設障害者支援施設障害者支援施設))))

地域で暮らす障害者の日常生活の充

実と自立支援のためのサービスです。

食事の提供・入浴等の生活支援の

サービス提供します。

通所部おりひめﾎｰﾙ

短期入所短期入所短期入所短期入所((((ショートステイショートステイショートステイショートステイ))))

トイレお風呂居室

施設入所支援施設入所支援施設入所支援施設入所支援(定員40名 )
就労移行支援事業就労移行支援事業就労移行支援事業就労移行支援事業((((定員15名 )

作業活動を中心としたサー

ビスです。

ミシンによる縫製小物の作

成販売、ネジの袋入れなどの

軽作業を行います。作業で得

た売上から経費を引いた残り

が工賃として支給されます。

雇用就労を希望される方へ

就職活動を支援します。利用

期限は、原則ありません。

生活訓練生活訓練生活訓練生活訓練((((定員18名 )

こだわりのオーガニッ

ク・コーヒーと週替わり

ランチ、スイーツ、それ

と利用者さんの笑顔で、

お客さんをおもてなし。

少人数の利用者が地域の

住宅で生活する暮らしの場

です。

世話人により食事の提供

など、日常生活全般の支援

就職時や就職後に安定した就労を継

続できるように、ジョブコーチを配置

し、各事業所への訪問等を通じて障害

者の就労を支援しています。ジョブ

コーチは、大阪障害者職業センターか

ら事業の委託を受けて実施しており、

職業センターカウンセラーに支援計画

や方法等について指導・援助を受け、

交野自立センター雇用担当と連携をし

て支援に入ります。

◆◆◆◆café café café café ｃｃｃｃhreeshreeshreeshrees（カフェ（カフェ（カフェ（カフェ チアーズ）チアーズ）チアーズ）チアーズ）（就労継続（（就労継続（（就労継続（（就労継続（BBBB型）通所部サテライト型）通所部サテライト型）通所部サテライト型）通所部サテライト))))

支援学校卒業者や施設入所

者を対象にしたサービスです。

色々な社会体験の機会を提供し、

社会生活力を高める事業です。

あいさつや身だしなみ、健康

管理や体力作り、家事活動や金

銭管理、作業訓練などを行いま

す。次のステップとして、就労

移行支援や地域移行などに進み

ます。

ｻｰﾋﾞｽ提供期間は原則２年以内

就労継続支援就労継続支援就労継続支援就労継続支援BBBB型型型型((((定員20名 )

◆ジョブコーチ事業◆ジョブコーチ事業◆ジョブコーチ事業◆ジョブコーチ事業

(指定相談支援事業所）交野市地域生活支援事業委託

一般相談支援（地域移行・地域定着）

指定特定相談支援（サービス等利用計画）

指定特定障害児相談支援

身近な相談機関として、地域の障害者やその家族

の方々の相談に応じます。ピアカウンセリング

（視覚・聴覚）も行います。

ゆうゆうセンターの相談室の利用もできます。

おり姫ﾍﾞｰｶﾘｰ

グループホームグループホームグループホームグループホーム やよいやよいやよいやよい

農業班

日帰り日帰り日帰り日帰り レクリエーションレクリエーションレクリエーションレクリエーション


