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１．経営改革計画策定にあたって 

 
（１）本計画を策定する意義 
平成２年度（１９９０年度）に、財団法人箕面市障害者事業団（以下「事業団」という。）

が設立されて、丸１３年が経過した。 
 この間は、ちょうど、日本経済のバブルの絶頂期から、崩壊、そして崩壊後の激変期へ

と連なる時期と重なっている。 
 平成３年度（１９９１年度）決算書において、８０００万円近い数字が記載されていた

金利収入、すなわち財産運用収入は、翌年度には５０００万円、翌々年度には３０００万

円まで激減し、平成１４年度（２００２年度）においては、１００万円弱の額となってい

る（下図参照）。 
 平成９年度（１９９７年度）以降は、金利の激減を市が補助金として補填される施策を

実施されてきたが、補填率については逓減し、平成１５年度（２００３年度）予算では、

 

３５００万円の補助金収入となっている。 

一方、事業団誕生後の１３年間は、障害者市民の雇用問題を始めとする福祉や人権問題

を補助されてきた箕面市の財政状況が極端に悪化し、
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を取り巻く世の中の流れが、大きく前進した時期でもあり、国等の障害者雇用に係る各種

助成金等も積極的に活用してきた。 
 しかし、今、財団の金利収入の激減
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国等の期限付き助成金の終了も目前に迫っている。 
 すなわち、この１０年余、何とか持ちこたえてきた事業団の財政状況が、いよいよ正念

こうした時期において、「設立理念が正しいから」というおごりに陥ることなく、経営改

、財政面だけではなく、事業そのものの意義が、時代の変化に対応したものかど

雇用に係る制度・政策は、かなりの変化を見せ

２）本計画の位置付けと、この間の経過 
郭団体改革の一環として策定する。 

 
「障害者の雇用促進、職種開拓、職業的・社会的自立支援という、本市独自の労働・福

事業団としては、これを好機ととらえ、同プログラムの指摘を踏まえ、自ら主体的に本

計

自主事業運

する

業団の将来像を明確にし、公益法人としての使命を明

場を迎えようとしている。 
 
 

革という視点で、事業団の歩みを振り返り、将来像を明らかにすることは、重要な意義を

もつ。 
 更には

うかも真摯に検討していく必要がある。 
 何故なら、事業団設立後、障害者市民の

ており、市民ニーズも一層高まっているからである。 
 本計画策定は、以上の意義をもつものである。 
 
（

 本計画は、箕面市経営再生プログラムにおける外

同プログラムは、事業団については、次の指摘を行っている。 

 

祉政策を推進する法人であり、法人の存在意義は今もって大きい。かつ、障害者雇用支援

センターに見られるように、目的に添った成果と実績を着実に挙げている。しかし、設立

当初の市民的結集力や、行政的位置付け、さらには職員の意識・ビジョンが薄れてきてい

ることも否めない。就労支援センターへの事務所移転を契機として、法人としての使命と

明確な将来ビジョンを再構築し、自立経営への具体的取り組みが必要である。（平成１５年

（２００３年）２月 箕面市経営再生プログラム 『外郭団体等の改革』の項から引用）」 
 

画を検討することとし、平成１４年度（２００２年度）以降、市所管部署と事業団経営

改革計画プロジェクトチームを作り、延べ９回に亘って討議を重ねてきた。 
 また、事業団理事会、評議員会はもとより、市内障害者団体が参画している

営委員会や、事業団事務局内の会議等でも、これまで以上の深い議論を続けてきた。 
 更に、平成１５年度（２００３年度）事業計画に盛り込めるものは、先行して実施

等、先取り的に取り組んできた。 
 こうした経過を踏まえ、今般、事

らかにすべく、本計画を策定するものである。 
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２． 本計画へ至るまでの事業団の歩み 

１）設立を支えた市と市民、障害者団体との協働 
した１０億円と、市民からの

な準備を進めてきたとはいうものの、「重度障害者市

障害者雇用の仕事は国の業務であり、市町村がそこに着手すること

珍しかった、市と市民、障害者団体の協働によって、

「働く場づくり」の第一歩は、財団認可前のモデル事業時代に取り組んだ、第一市民プ

に雇用できるということと、

支援はも

そして、府との折衝の中で、公益性と収益性のバランスに鑑み、財団法人というスタイ

で、モデル事業時代にも取り組んでいた、不特定多数の障害者市民の「働く体験の

場

、企業への就職を支援するための職場実習助成事業という自主事業

が

 
（

 事業団は、平成２年度（１９９０年度）に、箕面市が出捐

寄附金２５０万円、障害者団体自らがモデル事業を通じて生み出した寄附金１００万円を

もとに、出発した財団法人である。 
 発足以前に５年の歳月を要し、周到

民の働く場づくり」を市レベルで取り組むことの斬新さは、「前例がない」実務的な困難さ

となって現われた。 
 すなわち、当時は、

自体、異例のことだったのである。 
 しかし、これまた当時としてはまだ

乗り切った。 
 
 

ール「売店るうぷ」と市立メイプルホール内「喫茶るうぷ」であり、前者は夏場だけの実

習で、後者は通年の直接雇用として取り組んだ。 
 「喫茶るうぷ」での実績、つまり、重度障害者市民が実際

しかも経営が成り立つということ、これらを最大の拠り所にして、市健康福祉部福祉課（当

時）を窓口に大阪府労働部職業対策課（当時）と法人化へ向けた折衝を重ねた。 
 もっとも、「喫茶るうぷ」での実績が成り立つためには、障害者団体の献身的な

とより、市職員も一体となった取り組みが背景として存在したのであり、この時代の勢い

やゼロから創り上げていく姿勢を、事業団の原点として認識しておく必要がある。 
 
 

ルをもって「重度障害者市民の働く場づくり」を推進していくことになったが、「重度障害

者市民の働く場づくり」だけでは、公益法人として成り立たないことも、また事実であっ

た。 
そこ

」としての実習事業を始め、相談、調査研究、広報啓発、さらには助成事業等にも取り

組むこととなった。 
また、この段階でも

メニューとしては挙がっていたが、その成果が発揮されるのは数年後になってからであ

る。 
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（２）賃金論議を経て 
て最低賃金適用除外を労働基準監督署に申請し、最低賃金を下

回

るよりも、２人を５万円ずつで、いや３人を３万円

ず

かし、最低賃金適用除外は個々のケースについて申請・判断されるものであり、最低

賃

賃金を下回る

給

金をベースにした年齢階級別給料表を作り、就業

規

れに対するのが、「正規の職員のうち、月を単位として給与を支給するもの」であり、

各

コール１号職員ではなく、採用方法において競争試験を

課

のように整理され、出発したが、平成２年（１９９０年）９月、発足から３か月後、

最

常識だが、当時は衝撃であった。 
で給与を支給する

こ

こで、事業団内機関である採用検討委員会を開催し、障害者職員の賃金を含め、労働

条

賃金の時間給をベースに年齢・経験を加味した独

自

いう方

策

し、このテーマは、実は我が国における「年金による所得保障と、労働の対価とし

モデル事業時代は、あえ

る時間給で障害者雇用を行った。 
「１人の障害者を１０万円で雇用す

つでも雇用していくことが、今、障害者が置かれている実態からは重要だ」という、主

に障害者団体サイドから出された意見をもとに、こうした結論が導かれたのである。 
 
し

金を下回る給料表は、公益法人認可論議において、認められなかった。 
さらに、一般企業の「模範」となることも求められる事業団として、最低

与を障害者に支給することの問題点も指摘された。 
この問題は、事業団設立後も続く。 
一旦は、障害者職員については最低賃

則上も「正規の職員のうち、時間を単位として給与を支給するもの」と位置付けた。 
 
こ

々就業規則第２条の第１号と第２号に規定されたため、その後、１号職員、２号職員と

便宜上呼称することとなった。 
なお、厳密には、障害者職員イ

すのが２号職員、そうでなく選考採用するのが１号職員としたものである。 
 
こ

低賃金が上がることになった。 
今では、事業団においてもこれは

障害者雇用関連の国庫助成金の支給要件もあり、最低賃金割れの状態

とはできなくなった。 
 
そ

件について論議することとなった。 
その結果、１号職員については、最低

の給料表を作成すること、ベースについては最低賃金改訂に合わせて改正すること、た

だし３年毎にこの考え方そのものを見直すことが、熾烈な論議の中で決定された。 
なお、これらの論議の中では、障害基礎年金を組み込んだ形での最低賃金保障と

についても、真剣に論議されたのであるが、公益法人として実施することは適わなかっ

た。 
 しか

 4



ての賃金」の整合性の問題を突いた点、実に画期的な論議であったと言え、こうした討議

を行政も交え、真剣に行ってきたことの意味を、今一度噛み締める必要がある。 
 
（３）委託事業と収益事業で拡大した障害者雇用 

市立あかつき園が取り組んでい

タイル、市委託事業と収益事業での雇用をベースに、

平成３年度（１９９１年度）には、公園花壇管理事業の拡大で１名、事務等で１名の雇

度）には、さらに公園花壇管理事業で１名雇用すると共に、新

その後、平成５年度（１９９３年度）に１名、平成６年度（１９９４年度）に１名、平

これらが可能だったのは、市都市公園花壇管理事業や市立リサイクルセンター運営事業

いう市委託事業に加え、平成８年度（１９９６年度）の市立ライフプラザオープンに伴

 モデル事業から引き継いだ「喫茶るうぷ」と、従前より

た市都市公園花壇管理事業を受け継ぐ形で、事業団は６名の障害者職員と共に平成２年度

（１９９０年度）スタートした。 
 そして、このスタート時点でのス

その後、障害者職員数を拡大させていくことになるのである。 
 
 

用を行い８名となった。 
 平成４年度（１９９２年

たな市委託事業である市立リサイクルセンター運営事業と清掃事業で６名を雇用し、一挙

に１５名となった。 
 
 

成８年度（１９９６年度）に２名、平成９年度（１９９７年度）に１名、平成１１年度（１ 
９９９年度）に２名を雇用し、最大２２名の障害者市民を雇用した（下図参照）。 
 

雇用障害者職員数の推移
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う公共施設内緑化推進事業の開始、「喫茶るうぷ」及びフラワーショップ「グリーンるうぷ」

の開店によるものが大きかった。 
 
 また、平成８年度（１９９６年度）から１４年度（２００２年度）までは事業団本部を

立ささゆり園に置いたが、このことも障害者市民の働く場づくりには大いに役立った。 

８％をはるかに上

という現実をみたときにも、事業団の取り組みの意義

用支援センターの取り組み 
重度障害者市民の直接雇用を進めてきた事業団だが、平成６年度（１９９４年度）以降

手した。 

である。 

進等に関す

市と相談し、職場実習事業の実績をベースに、雇用支援センター運営に向け、

大阪府労働部（当時）や日本障害者雇用促進協会（当時）及び（社）大阪府障害者雇用促

進

９９６年度）、箕面市障害者雇用支援センター（以下「雇用支

援

制度を箕面市で発足できたこと以上の意味を持つ。 
第２７条は、指定要件として「職業生活における自立を図るために継続的な支援を必

要

あ

市

 なお、その後、平成１４年度（２００２年度）中及び年度末において、２名が退職する

ことになったが、いずれも定年等の事情によるものである。 
 こうして、現在２０名の障害者雇用を行っており、１８名の重度障害者のうち短時間雇

用の者以外をダブルカウントすると、その雇用率は、法定雇用率の１．

回る７０％にも迫るものである。 
 平成１５年（２００３年）６月１日現在の全国の民間企業の実雇用率１．４８％、法定

雇用率未達成企業の割合５７．５％

の大きさが確認できる。 
 
（４）箕面市障害者雇

 

は、もう一つの大きな柱、一般企業への雇用促進事業に着

 事業団発足当初から、一般企業への雇用促進事業はメニューとして挙がっていたが、本

格実施するのは、市の委託事業として開始した「職場実習事業」から

 この事業は、平成６、７年度（１９９４、１９９５年度）に亘り、市単費事業として実

施されたが、時を同じくして平成６年度（１９９４年度）、「障害者の雇用の促

る法律（以下「法」という。）」の大幅改正があり、「障害者雇用支援センター」が法律に明

記され、市町村レベルで障害者雇用に取り組むことが、我が国制度上初めて可能となった

のである。 
 
事業団は、

協会等と協議を重ねた。 
そして、「障害者雇用支援センターの運営を行う者」としての指定を、事業団が大阪府知

事から受け、平成８年度（１

センター」という。）は誕生した。 
 
このことは、単に雇用支援センター

法

とする障害者の職業の安定を図ることを目的として設立された民法第３４条の法人」で

ることを挙げている。 
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 発足当初、民法第３４条の規定しかなかった事業団が、雇用支援センターを運営するこ

とによって、逆にその法人としての性格を明らかにすることができたのである。 

２年度）

での７年間、延べ利用者６１名、うち退所者５２名、うち就職者４５名（就職率８７％）

本障害者雇用促進協会））助成金と市補助金によって賄われてきている。 
して、これらの成果をもとに、運営費助成以外に９０００万円もの多額の国（日本障

 

した「職場実習事

」という市委託事業を行ってきたことが大きな要因としてある。 

 
 以後、雇用支援センターは、平成８年度（１９９６年度）から１４年度（２００

ま

という実績を挙げている（下図参照）。 
 

雇用支援センターの実績の推移
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 なお、雇用支援センターの運営は、国（独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構（旧

日

そ

害者雇用促進協会）助成金の活用を行った事務所移転、定員の１０名から１５名への増員、

箕面市単独だった指定地域の池田市・豊能町への拡大を行っている。 

 雇用支援センターが、この箕面市で発足できたのは、関係機関の協力があったことに加

え、事業団が直接雇用で培ってきたノウハウを持ち、さらにそれを活か

業

その意味で、雇用支援センターの発足は、今後の事業団の方向性にも大きな示唆と可能

性をもたらしたと言える。 
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（

分の拡大と、雇用支援センターの実績について触れてきたが、

れら以外の事業についても概観しておく。 

である。 
また、その影響もあり、事業団事業での実習は市内障害者団体在籍者に限られ養護学校

者市民の働く体験の場」として実

習

たが、それ以降は、厚生労働省の「地域障害者雇用支援ネットワークに関する

研究会」を始めとする国や府、市の調査研究事業に参加はしているが、オリジナルな取り

営を、着実にこなしてきている。 
また、平成５、６年度（１９９３、１９９４年度）には、市の委託を受け、啓発ビデオ

所への助成事業を実施してきている。 
後者の助成事業は全額市の補助対象となっているが、この障害者事業所制度は、当事業

団

事業については正式事業化し、自転車再生のサイクルエイド事業や

委託事業としての緑のリサイクル事業については中止することになった。 

５）雇用障害者市民以外へのアプローチ 
 以上、事業団の直接雇用部

こ

 
 相談事業については、平成８年度（１９９６年度）の雇用支援センター発足後は、事業

団本部事業としては取り組めていないのが実状

在籍者等には門戸を開いて来なかった。 
これは、「学校卒業後、施設や作業所に通っている障害

を位置付けたからであるが、結果としていつも同じ人が実習に来るという現象さえ招い

ていた。 
 
 調査研究については、発足当初には「箕面市内事業所アンケート調査」を行い、報告書

の発行もし

組みはできていない。 
 
 広報啓発については、機関誌「事業団だより」の年２回発行と、市からの委託を受けた

障害者問題連続講座の運

 

の作成も行っており、現在も頒布を続けている。 
 
助成事業については、民間団体の新たな職種開拓の取り組みを支援する助成事業を自己

財源で行ってきている他、市と連携して障害者事業

 

同様、市の独自の概念で行っている制度である。 
 一般企業でも、授産施設等福祉的就労でもない第三の道として運営されているものであ

り、平成１４年度（２００２年度）末で４事業所で５５名もの職業的に重度な障害者市民

が雇用されている。 
 
 新たな職種を開拓していくパイロット事業については、リサイクルセンター運営事業や

フラワーショップ運営

市

現在は清掃を中心にしたビルメンテナンス事業を実施しているほか、緑のリサイクル事

業について自主事業としての可能性を追求しているところである。 
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３． 成果の検証と客観情勢の変化、団体の将来像 

 
あたっては、更に

の角度からの検証を行ってきた。 
の存在意義（ニーズと役割）の検証、イ）事業領域とサービスの提

共通して行われたものである。 

の提供手段の検証

きる障害者市民の数が、これまでのままだ

限定されてしまっている点以外は、前項で述べたように問題なく行ってきている。 

して

職した障害者市民のフォローを行うことは

きるが、既に就職している場合の支援はシステム上困難である。 

題は、そうした成果について、内部で調査研究としてまとめ、対外的に広報啓発して

たままになってしまっている。 

係の検証、オ）その他の３点であるが、事

業 も安易にプロパー採用を行わず、

務の兼任や事業の見直しによって、乗り切ってきていることが、まず成果として挙げら

 
（１）成果の検証

 前項において、事業団の歩みを時系列的に見てきたが、本計画策定に

別

 すなわち、ア）団体

供手段の検証、ウ）経営の健全性の検証、エ）市との関係の検証、オ）その他の５項目で

あり、これらは、全外郭団体において

 ここでは、その概要について触れておく。 
 
 ア）団体の存在意義（ニーズと役割）及び、イ）事業領域とサービス

については、事業対象としてメリットを享受で

と

 市の外郭団体として存在している以上、また公益法人としての役割から言っても、不特

定多数の障害者市民にとって有益な事業を行っていくことが求められる。 
 しかし、スタート時点での市や団体の思いもあり、直接雇用中心の事業展開を実施

きたため、雇用されていない障害者市民にとって事業団の存在意義が薄かったことも事実

である。 
 また、相談事業の停滞もあり、一般の在宅障害者市民からは距離のある事業団になって

いたことも、率直に認めなければならない。 
 
 これらの不充分点を突破する契機となったのは、先述の雇用支援センターの発足である

が、雇用支援センターは職業準備訓練を経て就

で

  
 また、直接雇用や、事業団実習で生み出されたノウハウには、他では見られない斬新な

ものが少なくない。 
 問

いくことまで至っていなかったことである。 
成果が内部留保され

 
 次にウ）経営の健全性の検証、エ）市との関

団では市派遣職員の減員や２号職員の退職等があって

業

れる。 
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 しかしながら、財団として致命的とも言える低金利時代のため、事業収入の大半を市委

託事業と市補助金に依存しており、今後、市の財政状況の厳しさに鑑み、より一層の経営

努力、更には限られた財源を最大限有効に使うバリュー・フォー・マネーの視点での法人

上のための方策を、市と協議しつつ積極的に行っていくことが必要

される。 

過ぎたが、この間、国の

害者雇用制度にも大きな変化があり、このことは今後の事業団の方向性を考える上で重

設ないしは充実されたものである。 
た、平成６年度（１９９４年度）の法改正による「障害者雇用支援センター」制度の

平成１４年

度

０年代からの設立論議でも、これらは想定されておらず、また、その上で事業

団の事業計画が練り上げられている。 

、地方自治法改正による公の施

設に係る指定管理者制度の創設、阪神淡路大震災でのボランティア活動をきっかけとした

Ｎ

経営が求められる。 
 
 また、今後、若手職員のモラールの向上のためにも、管理職への登用を計画的に行うこ

とや、管理職の資質向

と

 職場のＩＴ化や情報公開へ向けた取り組みについては、市と比較して遅れており、これ

らの点についても市と連携して進めていくことが求められる。 
 
（２）事業団を取り巻く国等の制度の変化 
平成２年度（１９９０年度）の事業団発足から、はや１３年が

障

要なものであり、以下に触れておく。 
 
 まず、事業団が受給した直接雇用に係る国助成金や、前年度雇用数に対する報奨金の内、

いくつかは、この１３年間の間に制度新

ま

創出、「身体障害者の雇用義務等」とされていた法律上の規定が「身体障害者又は知的障害

者の雇用義務等」に変更された平成１０年度（１９９８年度）の改正法施行、

（２００２年度）に正式にスタートした「ジョブコーチ支援事業」、特例子会社制度の要

件緩和、更には、平成１６年度（２００４年度）施行の「民間企業における障害者雇用率

上の除外率や、同じく国及び地方公共団体における除外職種」の見直し等、顕著な動きも

あった。 
 
平成２年度（１９９０年度）、事業団が発足した当時は、こうした制度は無く、それに先

立つ昭和６

従って、まだまだ課題があるとは言うものの、国の制度が充実する中で、事業団が新た

な方向性を探っていく必要性は、確実に高まっている。 
 
更に、障害者雇用制度以外の分野でも、この間、また、現在大きな動きが起きている。 
福祉制度における措置制度から支援費制度への質的転換

ＰＯ法人の登場、またＮＰＯ法人と既存の公益法人を含む政府の公益法人改革の動き、
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更

（

面市においても、事業団関連の事項だけでも、この１３年間、大きな変化があ

った。 
こと等を目的に設立された障害者事業所」に対する事業団

助

る就労支援機能の集約を図った「ふれあい就労支援センター ジョブアシストみ

の

）」の策定がなされた。 

体等の改

革」に基づくものであり、「各団体が、低成長時代に適合した健全な経営基盤を再構築し、

将

移を踏まえ、２１世紀にふさわしい事業団のあり方を能動的に考

える機会と認識している。 
 

うとしている改革のコンセプトは、「より多くの障害者市民の

労を実現するために、直接雇用から、雇用促進・就労支援等の間接雇用や調査研究等へ

相談事業と実習受け入れを軸により公益性の高い事業体へ組織

    

    職員の直接雇用の意義を低めるわけでは決してなく、む

に「本人の同意なくしては派遣できないことを盛り込んだ」公益法人等派遣法の成立な

どである。 
事業団の今後を考える上では、こうした動きもリアルタイムに把握しておくことが重要

である。 
 
３） 市の制度等の変化 
一方、箕

「自ら障害者市民を雇用する

成制度への市補助システムの確立、国制度である雇用支援センターの設置、更には市内

に分散す

お」の建設といった大きな成果が、まず挙げられる。 
しかし、また他方で、バブル経済の崩壊の結果として、税収・競艇事業収入が激減し、

それら客観情勢の変化を踏まえ、本計画のもとともなる「箕面市経営再生プログラム（平

成１４年度（２００２年度）～１８年度（２００６年度）

 
本計画も含め、現在、外郭団体が策定を進めている「経営改革計画（平成１５年度（２

００３年度）～１９年度（２００７年度））」については、先述のとおり「外郭団

来的にも、行政と協働してコミュニティを支えていくパートナーとして発展していくこ

とが目的（平成１４年（２００２年度）１２月１３日、箕面市市長公室経営改革チーム）」

であるとされている。 
 
事業団においても、こうした位置付けを受動的にとらえるのではなく、国や自治体施策

の変化及び経済状況の推

（４） 団体の将来像 
 本計画で事業団が打ち出そ

就

重点を移行すること、また

性格を転換すること」である。 
 なお、上記コンセプトは、事業団の設立目的や寄附行為との間に齟齬を生じないのかと

の危惧が指摘されたことがあるが、この点は全く問題ない。 
 今回の改革コンセプトは障害者

しろ公益法人としての積極的位置付けを行うものである。 
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低成長時代に、真に期待され、社会に役立つ公益法人として何をなすべきか、以下に示

    

り組まねばならない公益性の高い諸課題を、これから本格的に遂行していこ

とするものであり、まさに設立目的と一致するものである。 
 

    のことを事業団の経営方

４．経営改革へ向けての課題と取り組み事項 

 

     現在、事業団は公園花壇管理事業をはじめとする緑化推進事業と、市立リサイクルセン

緑化推進事業の位置付けを、更に明確にする必要がある。 

て事業団が受託している。   
一方、緑化推進事業についても、事業団としての受託趣旨はリサイクルセンター運営事

     

 

ステム化することである。 
    これまでも、事業団では、施設・作業所等利用の障害者市民を実習生として受け入れて

    

 

していく。 
 
設立以来の１３年間は、どちらかといえば、直接雇用に重点を置いてきたが、本来、事

業団として取

う

また、一般的に経営改革というと、経費削減といった現象面が強調されがちであるが、

ここで言う経営改革とは、もっと大きな視点のものである。 
 すなわち、事業団が今後どのような道をめざしていくのか、そ

針として打ち出すことであり、その経営方針の帰結こそが、事業団の将来像そのものであ

る。 
 

（１）市委託事業の意義の明確化と、委託事業の最大限の活用による公益性の

拡大 

ターでのカン・ビン選別事業の二事業等、いくつかの市委託事業を実施しているが、特に

     
 リサイクルセンター運営事業は、当初より「障害者の就労の場」としての事業位置付け

が市との覚書においてもなされており、またその趣旨に沿っ

業と同じなのであるが、両事業の形態の違いもあり、比較した場合、位置付けの明確さに

難を残していると言わざるを得ない。 
より明確な位置付けを市においてされるためにも、事業団としても、市委託事業の最大

限の活用を打ち出し、併せて公益性の拡大を図っていく。 

     具体には、市委託事業を単なる障害者雇用の場に終わらせるのではなく、不特定多数の

障害者市民が「働く体験をする場」として活用できるようシ

 

きたが、障害者団体を通した情報提供に留まり、またそのことに頼り切っていた。 
 このことは、障害者市民の相談事業を、ここ数年ほとんど実施できてこなかったことと

も関係している。 
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     今後は、障害者団体や施設・作業所利用の障害者市民はもとより、それ以外のより広範

な障害者市民に事業団での実習に関わってもらえるよう、相談事業を再度立ち上げ、ニー

ズに合わせた実習が可能になるよう取り組んでいくが、平成１５年度（２００３年度）に

 
    

部と雇用支援センターとの連携事業として、平成１

５年４月から１２月までで、５０件（来訪者１０１名）の相談を実施している。 

    人日に

 

、ＷＨＯ（世界保健機関）の提唱するＩＣＦ（国際生活機能分類）の考え

方を基に分析を行い、調査研究事業としてまとめていく。 

証的に明らかにしていく。 

 

    

    今般の改革では、これらを有機的につなぐことによって、相談の結果を実習に活かし、

  

、最終的には、障害者雇用に係る企業啓発に

でつながっていくという、大きな意味を持ち、限られた財源を最大限活用するバリュ

 

該事業から生み出される公益性、

おいて既に先行的に実施している。 

 相談事業に関しては、「ふれあい就労支援センター ジョブアシストみのお」２階の「労

働相談コーナー」を活用し、事業団本

     これは昨年度比皆増であり、しかも、職員数の増員なくして行えている点から見ても、

効率よいシステムを作ることがいかに重要かを示すものである。 
 また、この相談事業から事業団実習へつながったケースも中間集計だが、２００

上っている。 

     実習実施後は、支援にかかる第三者評価の視点での論議を、事業団自主事業運営委員会

で行うとともに

     なお、ＩＣＦは、「障害と、周囲の人的・物的・制度上の環境との関係をモデル化した

もの」であるが、特に、どういった関わり方や物理的工夫によって、作業を行なっていく

上での困難度が軽減されるか、あるいは増幅されるかを、実

     その研究結果を、企業等への啓発に活かし、公益法人としての役割を果たしていくもの

であるが、これら「相談事業→実習受け入れ→支援に係る第三者評価→調査研究→啓発」

というサイクルのフィールドとして、市委託事業をさらに有効活用していくものである。

 
 以前も事業団において、相談や実習受け入れ、調査研究、啓発といった事業は行ってき

たが、それぞれを個別に実施してきた傾向がある。 
 

その結果をもとに討議し、更にその結果を調査研究、啓発に活かすという、極めて効率の

良い事業展開を図ろうとするものである。 
     

 その土台となるのが、公園花壇管理事業等、市委託事業をはじめとする諸事業である。 
例えば「公園に花を植える」という行為が

ま

ー・フォー・マネーの視点による事業展開でもある。 
このような公益的性格を伴った事業展開は、事業団ならではのものであり、市からの事

業発注においては、適正な経費積算に基づいて行われるのは当然ではあるが、事業団の設

立趣旨からは、単なるコスト論に終始するのではなく、当
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有益性を総合的に判断して実施されたく考える。 
 
 ちなみに、大阪府では、「自治体として有利な、あるいは望ましい基準」として、従来

の「価格」に加えて、「役務の技術的評価」と、更に「福祉への配慮」と「環境への配慮」

加え、これらの「公共的評価」を明文化し、この中に「知的障害者の就職状況」「障害

ない」

ついては、「政策的随意契約方式」により優先発

実施してきたが、地方自治法施行令の改正や、

も

画において明確にしたものである。 
 

     

くが、そうした流れの中で、現在雇用している障害者職員の位置付けについて再度明確

     

的に担うのが障害者職員であるという位置付けである。 
     障害者職員は、障害という特性を伴う専門職員であるとも言え、また実習に来る障害者

    

を

者雇用に対する取り組み」等を盛り込んだ「総合評価方式」を実施されている。 
 これは、平成１１年（１９９９年）に改正された地方自治法施行令に基づくものである。 
 また、この「総合評価方式」に基づく入札制度を補完するものとして、「政策的随意契

約方式」があり、地方自治法施行令における「その性質又は目的が競争入札に適し

を適用し、障害者の雇用・雇用促進を目的とした法人に「政策的随意契約」で府立施設や

公園の清掃業務を優先発注している。 
 すなわち、一般事業者間の競争には、「企業の社会的責任（Corporate Social 

Responsibility）」を問う「総合評価方式」を取り入れ、専門的・集中的に取り組む事業

で民間企業ではなし得ない性格のものに

注するという二段構えがなされている。 

  
一方、箕面市では、政策として事業団を設立した市が、政策として事業団を育成するた

めに、事業団の公益性を根拠に随意契約を

「総合評価方式」「政策的随意契約方式」の登場は、事業団委託のあり方を明確な言語を

って説明する時期の到来を告げるものとなった。 
事業団は、直接雇用や相談・実習等の公益性の高さに鑑み、一般競争入札になじまず、

一歩前進の「総合評価方式」でもなく、「政策的随意契約方式」の対象となり得るもので

あると確信するが、このことの根拠を、本経営改革計

（２）障害者職員の公益法人スタッフとしての再位置付けと、今後の方向性 
 今後、事業団は不特定多数の障害者市民の働く体験としての実習受け入れに力を注いで

い

にしておく。 
 

 事業団は、不特定多数の障害者市民にメリットを提供する公益法人であるが、それらの

事業を自ら主体

市民へのピアサポート（同じ障害者市民としての仲間意識に基づく支援）の視点も重要で

ある。 
 

 一方、今後の方向性であるが、市委託事業のこれ以上の拡大が困難な中、独自の収益事
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業の発展がない限り、増員は実際問題としては難しいと言わざるを得ない。 
    平成１４年度（２００２年）には、障害者職員２名の退職があった。 

発な論議が

     

 

    

例えば、

期限雇用や短時間勤務、グループ就労等）も、併せて検討の俎上にのせていく。 
   
      

ると

言わざるを得ず、今般の採用検討委員会論議の中では、改めてそうした原点をも振り返り、

 

     談者のニーズによって、事業団実習の実施、雇用支援センタ

ーへの入所相談、制度に係る情報提供等を行うことが考えられるが、これらの相談事業

として展開してい

    

。 

    

て、ナレッジ・マネジメント（知識の共有化）の視点から、

職員一人ひとりが活用を図れるようにし、組織力を高めていくことも、ねらいの一つとし

    

 

なお、退職理由とは無関係ではあるが、その後、ささゆり園運営事業の中止等、事業縮

小が行われた時期でもあり、「欠員」の概念を含め、理事会・評議員会でも活

交わされた。 
今後、事業団内機関である採用検討委員会を開催し、２名の「欠員」補充をどのような

時期に、どのような方法で行っていくのか検討し、理事会・評議員会において決定してい

くこととする。

     また、併せて、設立以来の規定事項である１号職員の労働条件の検討についても、次の

期限である平成１７年（２００５年）３月末日を見据え、検討を加えていく。 
 
 なお、その際、障害者職員雇用に係るコア数の設定（例えば、これまでの最大数２２名

をコアとし、その前後での推移を図っていく等）や、より多様な雇用形態の検証（

有

 また、冒頭触れたように、事業団設立時には熾烈な賃金論議がされたが、時の流れと

ともに、その論議の中核部分にある事業団づくりへの強い思いが薄まってしまってい

何故、今の労働条件になったのかについて、プロセスを確認の上、今後の方針案の検討を

進めていくこととする。 

（３）雇用支援センター機能を核とした就労支援機能の充実 
 相談事業については、相

を事業団本部単独で行うのではなく、雇用支援センターとの連携事業

くことが重要である。 
 これは、平成１５年度（２００３年度）に事業団本部事務所と雇用支援センター事務所

が、「ふれあい就労支援センター ジョブアシストみのお」の３、４階に移転したことで

可能になったものである

 
 また、単に連携事業を行うというだけでなく、これまで必ずしも全体化されていなかっ

た相談事業のノウハウについ

てある。 
 さらには、相談記録をもとにしたカンファレンスも実施することにより、事業毎に分散

していた職員の業務に共通項を作ることも可能になる。 
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ーズに応えることはできない。 
    具体には、雇用支援センターを経由せずに、直接養護学校等から就職した市民で、現職

    

    

雇用促進協会からに改組）の地方機関である障害者職業セン

ターに配置されるジョブコーチと、地域の協力機関である法人等に雇用されているジョブコー

 
    

    また、ジョブコーチ（日給制臨時職員、２名）は、事業団総務課企画係に配置するが、

    

課題としては制度を熟知し、要点を分り易く説明することのでき

る職員を数多く育成することである。 

    って焦眉の課題なのである。 

）に対する目標管

度を導入し、なお一層のモラールの向上をめざしていくこととする。 
    検討を行い、将来

    ら一般職の昇

    事交流も行い、職員の視野の拡大と企画調整能

     これらの結果、職員全体のモラールの向上、市民から期待される事業団職員としての自

覚も形成し易くなるが、既存事業だけでは、次のようなニ

 

場でうまくいっておらず支援を必要としているケースである。 
 このようなニーズは、全国的にも多数あり、平成１４年度（２００２年度）の法改正に

より、「職場適応援助者（ジョブコーチ）支援事業」（注参照）を、国が制度化（国の雇用

保険会計による事業）した。 
 

 注：厚生労働省の外郭団体である独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構（平成１５年（２

００３年度）１０月に日本障害者

チが相協力して、職場不適応を起している職場に支援に入ることを主な目的としている事業。 

 事業団では、平成１５年度（２００３年度）から、大阪障害者職業センターの協力機関

として本事業を実施しており、今後、事業団相談事業からのニーズ把握も行なっていく。 
 

障害者雇用支援センターと、その支援技能を共有することが望ましいので、連携した事業

として実施していく。 
 

 このことにより、相談事業に来られた市民のニーズに応じたサービス提供が、制度上は

可能になるものであり、

     なお、既にこうした相談業務や諸制度に精通している職員は、常に謙虚な姿勢で、他の

職員の意欲を最大限引き出す働きかけをしていくことが求められる。 
 人材の育成は、これからの事業団にと

      
（４）公益法人として期待される事業を担うための内部改革 

     上記の事業を実施していくために、まず２号職員（月給制の正規職員

理制

 併せて、２号職員の市１号下位制度をもとにした昇任試験制度導入の

の管理職の計画的な養成を行っていく。 
 現在、２号職員は９名いるが、うち１名以外は、全員一般職であり、これ

任試験制度について計画的に実施していく。 
 また、市や事業団以外の外郭団体との人

力の増進、更には管理職としての資質の向上を図るものとする。 
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と移行していくことと

し、プロパー職員及び市退職者等で管理職を担えるよう計画を立て、具体には、平成１９

 
    

現場からのボトムアップも可能になるよう、一般職の自発的活動である「経営改革自主研

    

 
     

タッフ全員で作り上げていくことをめざしていくが、その前提として、

明るく風通しの良い職場作りへ向けた、管理職等の不断の努力も、また重要である。 

     

     、

組織の縦横全体を通したスピードアップが求められるものであり、この点も強く意識して

イクルでの検証を

     

 

     での改革の取り組みを以下に示す。 

後厳しい局面を迎えることは、冒頭に示したとおりである。 
年間７２

０万円受給可能な直接雇用に係る助成金が平成１７年度（２００５年度）で終了する）も

     逆に、市の派遣職員については、現行の常務理事兼事務局長１名、事務局次長兼総務課

長１名の２名派遣体制から、将来的には、専任常務理事１名体制へ

年度（２００７年度）には事務局長職を含む事務局管理職を市派遣職員以外で担うことと

し、そのために、昇任試験を平成１８年度（２００６年度）には実施していくものとする。 

 更には、適切なジョブローテーションにより職員の育成をしていくが、この点は、相談

事業を有効に活用するとともに、こうした経営改革について、上からの改革だけでなく、

修」といったものを奨励していく。 
 また、研修については、障害特性や障害者雇用・福祉制度に関する高度な知識を習得で

きるよう、事業団主催の研修、自主研修を問わず行い、特に専門職としてのプロパーの資

質向上に努める。 

 さらに、正規職員・臨時職員等の別を問わない全員提案制度を､部門を越えて実施し、

活力ある事業団をス

 
 以上の改革を進めていく上では、スピードは不可欠の要素である。 
 それも、職員個人の事務処理のみならず、他部門や外部機関との連携、上司の決裁等

改革に取り組み、併せてＰ（計画）Ｄ（事業）Ｃ（評価）Ａ（改革）サ

実施していくものとする。 
 また、内部改革が独善的にならないために、顧問社会保険労務士から適宜助言を受け、

雇用関連の法令遵守にも留意していく。 

    （５）財政面での改革 
 最後に、経営改革の要とも言える財政面

 
      事業団の財政状況が、今

      今後は、市の財政の逼迫に伴う補助金の減額や、期限付きの国助成金の終了（

見越し、収支バランスのとれた事業展開をしていくこととする。 
      ただし、平成１５年度（２００３年度）に新事務所に移転し、通年ベースでの経費が把

握しにくいこと、また、ささゆり園運営事業等が無くなったことなどにより、市委託事業
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収入が一挙に４０００万円強減額すること等も、考慮することが必要である。 

債運用等

よる利益の拡大、寄附金の収受や会員会費の拡大等にも、積極的に取り組んでいく。 
 
     

収益事業の位置付け等を充分考慮し、理念先行でいかないよう、留意していく必要がある。 

     

り、新たな道筋を切り開いてい

くものとする。 

 

 

      
 当面は、事業運営積立預金の活用によって、不足分を賄うことも必要となるが、「非常

米」もいつかは尽きるものであり、こうした方策と並行して、現在行っている国

に

 更に、収益事業については、自動販売機の設置拡大を図る一方、採算ベースに合わない

事業は、将来的な廃止も含め検討することとするが、この点は、特に、公益法人における

      
 また、コスト管理の徹底も、言わずもがなではあるが重要であり、光熱水費の毎月掲示

や、時間外勤務の適正管理を現行どおり遂行していく。 
 
      以上、事業団においても、経営の基本と言われる「入（い）るを計って、出（いず）る

を制する」との精神で、市と連携・協調して苦境を乗り切

      なお、財務面においては顧問公認会計士の適切な助言を受け、会計事務の適切なる執行

を、今後とも維持していく。 
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５．年次別計画 

本計画の期間は平成１５年度（２００３年度）～１９年度（２００７年度）とする。 
まさに職員一人ひとりの自覚に係っていると言っても過言ではない。 

民に心から支持される事業団として発展していくために、本計

画

しつつ、完成していくこととする。 

 

 ミ

ュニティのあり方等、社会の枠組みそのものが根底から問われ、また新たなパラダイム

 

２１世紀にふさわしい新たな事業展開をしていかなければなら

 

もって、この計画に取り組んでいこう」 
事業団に関わる全ての方々へこのメッセージを発し、本計画の結びとする。 

 
 

  本計画の成否は、

  不特定多数の障害者市

を滞りなく実施していかなければならない。 
 
 なお、年次別計画については、全ての事項について毎年度取り組みを行い、平成１９

年度（２００７年度）までに、その熟度をアップ

 
 私たちは、今、これまで経験したことのない未曾有の経済不況の只中にいる。 
 そして、経済状況のみならず、国と地方のあり方、自治体と市民のあり方、地域コ

が生み出されている。 
  本経営改革計画は、こうした客観状況の中にある。 
 全ての職員が、財団法人箕面市障害者事業団が設立された意義と、１３年間の実績に

誇りを持ち、その上で、

ない。 
  
「厳しい情勢故に後ろを向くのではなく、発想を変え、前を向き、自らと組織を改革す

る喜びを
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● 年次別計画 

取り組み事項 H１５年度 H１６年度 H１７年度 H１８年度 H１９年度 

 

委託事業の意義

付け検討 

新たな意義付け

による委託事業

の開

⇒ ⇒ ⇒ 
始 

（１）市委託事業の

意義の明確化と、

委

ル確

決定 

相談・実習の実

施と調 事

業の中間まとめ

相談・実習の実

施と調 事

業の報告書発刊 

相談・実習の実

施と調 事

業の広報・啓発

託事業の最大

限の活用による公

益性の拡大 

立 

相談・実習・検

証のサイク

相談・実習の実

施と調査研究事

業骨子の

査研究 査研究 査研究

（２）障害者職員の

公益法人スタッフ

としての再位置付
⇒ ⇒ 

けと、今後の方向

性 

理事会・評議員

会での議論 

採用及び労働条

件について採用

検討委員会での

論議と、理事

会・評議員会で

の決定 

左記に基づく実

施 

（３）雇用支援セン

ター

雇用

機能を核とし

た就労支援機能の

支援センタ

ーの定員増とジ

ョブコーチ支援
⇒ ⇒ ⇒ 

充実 事業の開始 

左記に基づく実

施 

２号職員の目標

管理制度の実施

左記の検証と充

実 

昇任試 へ

の反映検

昇任試 へ

の反映 

制度の  験制度

討 

験制度 再検討

２号職員の市１市との協議開始市との協議に基昇任試験制度の新規管理職の配

号下位制度を基

にした昇任試験

制度検討 

づき詳細決定 実施 置 

市や他団体との

人事交流の検討

左記の実施（可

能な場合） ⇒ ⇒ ⇒ 

ジョブローテー
⇒ ⇒ ⇒ ションの実施 ⇒ 

（４）公益法人とし

て期待される事業

を担うための内部

自主研修の奨励

検討等 

自主研修の奨励

と全員 度

の実施等 

改革 

と全員提案制度

の実施へ向けた

提案制
⇒ ⇒ ⇒ 

（５）財政面での改

革 

財政面での諸改

革 
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 
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