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（１）法人本部 経営管理部・福祉事業部 事業報告 

 

Ⅰ 経営参画目標 

（１）独自目標（中期経営計画(第１期)中期活動計画に基づく取り組み事項） 

①利用者主体を基本としたサービス活動収益の増収 

区分 通期目標 実績 

報酬等の加算取得の推進 
加算請求に対する 

知識の習得 

業務の中で加算項目の把握に努め

た。 

収入予算執行管理の徹底 
収入目標達成のための 

事業所サポート 

毎月初日の施設利用者情報を施設か

ら報告をうけ状況把握と、施設へ情

報提供した。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．加算取得に関する知識の習得。 業務の中で加算項目の把握に努めた。 

２．早期に収入に対する現状を把握することで

事業所と共に対応策を講じる。 

毎月初日の利用者数報告を集約し、状況把握と施

設へ情報提供し、対応策を検討実施した。 

 

②利用者支援の質を確保したサービス活動費用の削減 

区分 通期目標 実績 

支出予算執行管理の徹底 
削減目標達成のための 

事業所サポート 

上半期は昨年比＋0.2%で推移した

が、下期の寒さの影響で主に空調電

気代が増加し最終的に目標未達成

となった。 

 光熱水費の使用量削減 △１％ ＋４．８％ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．熱水費の使用量の管理。 水道光熱費の削減目標をたて、全施設で実施、管

理した。異常値の発見・対応をサポートした。 

 

③職務ガイドラインの試行 

区分 通期目標 実績 

職責に応じた職務の理解 
職責に応じた職務を 

遂行できる 

上半期に実施の研修事業の中で職階

別研修を開催し、「職務ガイドライ

ン」を通し、職責に応じた職務につ

いて理解を図った。（１２回） 

試行により見直し点の精査 
本部業務にマッチした内容に

カスタマイズできる 

ガイドラインとしての整理はできな

かったが、マニュアルなどを見直す

ことができた。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．職務ガイドラインの理解を促進し、日常業

務に落とし込む。 

主任職までの職員に対し、職務ガイドラインを基

に、日常業務の中でできている所とできていない

所の把握をしてもらった。 

２．試行により、項目理解をするとともに、本

部業務にマッチした項目を追加する。 

この目標は達成できなかったが、マニュアルなど

は整理ができて、目標に寄与できる成果があった。 

 

 



2 

 

④職責基準表・職務ガイドラインの見直し検討 

区分 通期目標 実績 

職責基準表 全職員実施 見直す点はなかった。 

職務ガイドライン 見直し検討 実施しなかった。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．職責基準表については人材マネジメントシ

ステムの研修を通じて全職員への理解を図

る。 

上半期の研修事業の中の職階別研修を通じて、人

材マネジメントの意義と職責基準表について理解

を図った。（１２回） 

２．職務ガイドラインについては実際の場面で

見直し事項があれば検討する。 

検討はしなかった。 

 

⑤職責基準表・職務ガイドライン・目標参画システムガイドラインを基本とした評価制度運用マニュア

ルの試行 

区分 通期目標 実績 

キャリアパス制度の試行 キャリアパス制度実施 
調査や他法人のヒアリングを

行い準備に取り組んだ。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．評価制度についてはキャリアパス制度とし

て運用することとし、主任職まで実施をする。 

個人目標達成プログラムを実施した。 

２．マニュアルのモニタリングを行う。 実施していない。 

 

⑥法人内互助会の設立と福利厚生事業の活動  

区分 通期目標 実績 

法人内互助会を設立する 
法人内互助会のスムーズな運

営ができる 

検討したが運用面での課題から今年

度は見送った。 

職員交流会開催 
職員ニーズを反映した交流会

を開催 
フォーラム後に懇親会を開催。 

入職２年目までの交流会開催 新人職員の定着につなげる （研修センター） 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

区分 実績 

１．年度当初にグロー互助会を設立する。 検討したが運用面での課題から今年度は見送っ

た。 

２．職員の意向を反映したイベント等を行い、

職員の満足度を高める。 

実施していない。 

 

（２）各施設等共通目標 

①ヒヤリハット報告の顕在化と傾向分析・共有 

区分 通期目標 実績 

施設・事業所からの 

ヒヤリハット報告の顕在化 
全体 72 件 全体 ８件 

ヒヤリハット・事故報告の 

傾向分析と共有 
１００％ 

５０％ 

月例報告でヒヤリハット報告等の顕

在化と共有は図れたが、傾向分析ま

でには至らなかった。 
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＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．ヒヤリハットへの意識に差異があるため、

法人内研修等の中で意識向上を図る。 

法人内研修（職階別研修）では、「職責基準表・

職務ガイドライン」「目標参画システム」につい

ての研修を最優先に実施したため、ヒヤリハット

にかかる研修会は、実施しなかった。 

２．月例報告により現状把握に努めると共に、

取りまとめを行いその結果を各施設等に提供

し、共有する。 

月例報告の中で毎月の「ヒヤリハット報告等」を

取りまとめ、記載内容などの現状把握に努めると

共に、中間決算報告会に上期の各施設等の報告件

数等を共有する事ができた。 

３．報告内容を分析し、施設等での対応に反映

してもらえるよう提供する。 

報告内容の分析を行い、施設等での対応に反映す

るまでには至らなかった。 

 

②交通事故件数（ゼロ目標） 

区分 通期目標 実績 

法人所有車および勤務中・通勤

途上における交通事故件数 
交通事故発生ゼロ 交通事故発生ゼロ 

交通事故ゼロ目標に向け、講習

会等を実施し、安全意識の向上

を図る（各施設も参加） 

２回 

・施設長会議において外部講師

による安全運転研修実施。 

・職員向けの安全運転研修を北

部会場と南部会場に分けて

実施。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．常日頃から心身の管理に努め、時間に余裕

をもって行動するよう徹底を図る。 

安全意識を持った行動ができた。 

２．運転するにあたって交通ルールと交通マナ

ーを遵守し、安全運転・安全確認の徹底を周

知する。 

定例会議において安全運転・安全確認の意識の徹

底を図った。 

３．全国交通安全週間時期の安全意識徹底を図

る。 

安全意識を促すメールを全施設に送信。 

 

 

Ⅱ 能力開発目標 

（１）法人本部独自目標（中期経営計画(第１期)中期活動計画に基づく取り組み事項） 

①目標参画システムガイドラインの策定 

区分 通期目標 実績 

ガイドラインの 

モニタリング 
試行的実施 

個人目標達成支援プログラム

を試行した。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．目標参画システムガイドラインを試行的に

実施し、主任職以上でモニタリングを図る。 

個人目標達成支援プログラムを全職員対象に試行

した。 

 

②各部署別独自目標 

・経営管理部 

区分 通期目標 実績 

各種研修会への参加 現在の業務で実践させる 

８回／年…延べ１３名が参加。 

人材マネジメント研修、会計研

修、仕事の基本研修など部内全
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職員が、参加できた。 

社会福祉法人制度改革への 

対応 

社会福祉制度改革に 

対応できる組織経営 

６回／年…延べ１３名が参加。 

下期より経営協・県社協・会計

事務所などで開催の各研修会

に積極的に参加し、制度改革の

移行に対応した。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．研修の機会を自ら設定し、研修会へ参加す

る。学んだことは課内で共有し、互いに人間

力・実務力の向上に努める。 

上記研修会に参加した職員は、毎月開催の定例会

議の中で、復命研修（報告）を行い、部内での情

報共有を図ると共に、相互の研鑽を図ることがで

きた。 

・福祉事業部 

区分 通期目標 実績 

外部研修への参加 １人２回 
１人２回参加できた。 

（４人で８回） 

各施設が実施する 

研修への参加 
１人２回 

１人１回しか参加できなかった。 

（４人で５回） 

他法人の職員支援体制に 

ついて調査 
１人２法人 １人が２法人に調査に行った。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．職責基準を基に自己評価し、外部研修の機

会を自ら設定する。参加する研修を評価し、

法人の人材育成研修に活かしていく。 

外部研修を受講し、法人の研修に活かす事までは

できなかった。 

２．各施設等が企画する研修に参加し、研修の

評価、各施設等の職員との関係性を強化する。 

参加した施設等の職員との関係性を構築すること

はできた。 

３．他法人との接点を自ら進んで構築し、社会

福祉法人のあり方について見識を広げる。 

ふくら建替え検討ＰＴでの視察を行い、他の社会

福祉法人が経営する施設の運営について、見識を

拡げることができた。 
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平成 2８年度 

社会福祉法人グロー「社会貢献活動」状況 

１．仕事にきゃんせ  

○実施場所：老人ホームながはま 

○事業概要：若年認知症の方や軽度の認知症の方等への「就労の場づくり・交流の場づく

り」を提供。 

○事業実績：毎週金曜日の実施。延べ利用者数 272 名／年 

       （平成２７年度実績 延べ利用者数  249 名／年） 

 

 

２．遊べる・学べる淡海子ども食堂  

○実施場所：老人ホームながはま 

○事業概要：地域の中で寂しさやしんどさを抱える子供たち等を対象に、笑顔を育み安心

して過ごせる居場所を提供。 

○事業実績：1 回／月（第 3 水曜日）の実施。延べ利用者数名 172／年 

       （平成２７年度実績 延べ利用者数 121 名／年） 

 

 

３．他の団体が実施する活動への助成  

①共生社会を創る愛の基金  賛助会費  ３００，０００ 円 

②公益財団法人 糸賀一雄記念財団 賛助会費 １００，０００ 円 

③「アメニティーフォーラム」への共催 共催金１，０００，０００ 円 

④滋賀の縁創造実践センター   賛助会費  ５０，０００ 円 
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（２）法人本部 企画事業部 事業報告 

 

Ⅰ 経営参画目標 

（１）独自目標（中期経営計画(第１期)中期活動計画に基づく取り組み事項） 

①社会性・事業性・革新性のある福祉経営 

区分 通期目標 実績 

（全県を対象とした）相談支

援の充実と人材育成について 

・相談支援専門員人材育成の具体

的計画を検討、整理します。 

相談支援専門員人材育成の要

となるファシリテーターの増

員を図るべく、滋賀県自立支援

協議会事務局機能を活かし、同

協議会人材育成部会内で増員

できるよう素案を作成した。 

・保健福祉圏域単位での事例検討

会の定期開催 5 圏域 

開始当初は、ケアシステム推進

課 が 中 心と な って 各圏 域 で

PICGIP の手法を用い実施して

きたが、年度を経過したこと

で、各圏域の基幹相談支援セン

ター等が中心となって自主的

に行うようになった。（自主的

に行っている圏域 5 圏域） 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

滋賀県自立支援協議会の事務局機能の役割を強

みとし、人材育成事業の企画・実施を通して具

体的な人材育成計画を明確にします。 

相談支援専門員人材育成の要となるファシリテー

ターの増員を図るべく、滋賀県自立支援協議会事

務局機能を活かし、同協議会人材育成部会内で増

員できるよう素案を作成した。 

 

②ケアサービス推進事業における高機能発達障害者への支援の対象者の拡大 

区分 通期目標 実績 

高機能発達障害者への支援の

対象者の拡大について 

・能登川エリアでの高機能発達障

害者への支援体制を強化します。 

法人の発達障害者支援プロジ

ェクトが開催されず、具体的な

検討に至らなかった。 

・ホームかなざわ利用者の生活の

場を移行します。 

れがーとエリアのグループホ

ームとの合併を念頭に協議を

繰り返し、物件候補も探した。

しかし、年度末にれがーとエリ

アから体制の関係から合併は

難しいとの判断がなされたた

め、次年度方向性を変更し対応

する。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

法人の発達障害者支援プロジェクトに積極的に

参画し、能登川エリアの高機能発達障害者への

支援体制強化に向けた具体案を作成します。 

法人の発達障害者支援プロジェクトが開催され

ず、具体的な検討に至らなかった。 
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③新しい社会的価値の創出と発信 

区分 通期目標 実績 

東京オリンピック・パラリン

ピックとアール・ブリュット

等について 

海外団体と連携した、アール・ブ

リュット展及び舞台芸術祭の計画

案を作成します 

・タイでの作品調査及び専門家

交流及び展覧会をタイの支援

団体と連携を図り実施するこ

とができた。 

・フランス、ナント市でのアー

ル・ブリュット展開催に向け

て、「リュ・ユニック」「シテ・

デ・コングレ」の関係者及び文

化庁をはじめとする政府関係

者への支援の取り付け、及び国

内関係団体との協力体制を築

き上げた。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

今年度来日予定の関係海外団体との交渉を始

めとし、機会を逃さず資料提出やプレゼンを行

い、東京オリンピック・パラリンピックに向け

たアール・ブリュット展等の実現に向け計画案

を作成します 

海外のアール・ブリュットや障害者芸術の有識

者、実践者を迎え、「アール・ブリュット国際フ

ォーラム」（2017 年 2 月 10 日～12 日 於：

大津プリンスホテル）を実施した。本フォーラム

は、東京 2020 文化オリンピアード応援プログラ

ムの認定を受け実施したことから、東京オリンピ

ック・パラリンピック競技大会組織委員会と新た

な関係性を構築した。 

また、障害者の文化芸術国際交流事業「2017 

ジャパン×ナントプロジェクト」の開催に向け

て、全国の関係団体と連携して実行委員会を設立

し、文化庁の委託事業として本事業を実施するこ

との内定を受けた。 

上記を通して、日本のアール・ブリュット等に

おける国際的な発信拠点の形成とネットワーク構

築に取り組んだ。 

 

（２）各施設等共通目標 

 ①ヒヤリハット報告の顕在化と傾向分析・共有 

区分 通期目標 実績 

ヒヤリハットの報告の意識化 
提出されたヒヤリハット報告を 

共有する機会を設ける。 

提出された報告については、全

体会議で共有した。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

企画事業部におけるヒヤリハットとは何かを全

体会議で議論することで、ヒヤリハット報告の

意識化を図る。提出された報告も全体会議で共

有することでお互いの気づきを促す。 

提出された報告については、全体会議で共有した。 

一方で、部におけるヒヤリハットとは何かは共有

できたものの、業務繁忙に紛れ、報告が滞ったと

いう課題が浮き彫りとなった。 

 

 ②交通事故防止策（交通事故ゼロ目標） 

区分 通期目標 実績 

交通事故に対する注意喚起 交通事故０件 
１件（ＧＨ利用者が自車運転中

に起こした事故） 
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＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

外出の際、出発の挨拶をはっきると告げること、

それに対する「いってらっしゃい、気を付けて」

の挨拶を返すことを全体会議で共有し、全員が

意識して声を掛け合うことを定着させる。この

ことで、交通事故への注意喚起をする。 

外出の際、出発の挨拶をはっきると告げること、

それに対する「いってらっしゃい、気を付けて」

の挨拶を返すことを全体会議で共有し、全員が意

識して声を掛け合うことを定着した。グループホ

ーム利用者が運転中に事故を起こすことが１件あ

ったが、職員の交通事故注意喚起にはつながり、

０件であった。 

 

 

Ⅱ 能力開発目標 

（１）独自目標（中期経営計画(第１期)中期活動計画に基づく取り組み事項） 

①ソーシャルインクルージョン推進の担い手としての矜持と実践 

区分 通期目標 実績 

さまざまな立場のたくさんの

方と積極的に出会い、つなが

りを大事にする。 

名刺交換、部全体で 350 枚 部全体で 1,526 枚 

定例的な会議を除く、出張ごとの

メール送信平均 65％ 

上記のうち、メール送信の数が

287 件であり、割合は 18.8％

にとどまった。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．名刺を必ず携帯し、出会った方と交換しま

す。部全体で 350 枚を目指します。交換した

名刺を確認できるよう、出勤簿に申告書を添付

します。 

名刺を携帯し、出会った方と名刺交換した。タイ

ムカード方式になったことから、出勤簿への添付

は止め、各自申告表のデータを管理し、毎月報告

に務めた。 

２．出会った方、お世話になった方などに、手

紙もしくは電子メール送信を定着させます。（定

例的な会議を除く、出張ごとの送信 60％）送

信行為を確認できるよう、出勤簿に申告表を添

付します。 

名刺交換をした方への手紙、電子メール送信を部

の全体会議等で推奨した。申告表は各自でデータ

管理し、毎月の報告に務めた。 

 

②社会性・事業性・革新性のある福祉経営 

区分 通期目標 実績 

自分たちの実践を自分たちの 

言葉で社会に発信できる 

職員を目指す。 

プレゼン、講演、寄稿する 

プロパー職員の数１０人 

１０人がプレゼン、講演、寄稿

を行った（重複含まず）。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

プロパー職員のうち１０人以上が法人内外にお

ける事業に関するプレゼン、講演、寄稿をしま

す。 

１０人がプレゼン、講演、寄稿を行った（重複含

まず）。 
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Ⅲ 事業に関する計画 

●事業の取り組み実績 

（１）地域ケアシステム推進事業 

項目 事業内容 実績 

①地域自立支援協議

会と委託相談支援事

業者への巡回支援 

・地域自立支援協議会へ

の参画を通して地域ケア

システムのさらなる充実

を支援する。 

各圏域および市で開催されている運営会議等

に参加し、自立支援協議会運営に関する助言、

支援を実施した。また、プロジェクト会議にも

参加し、提言の方向性等についての助言等を行

った。 

・地域自立支援協議会会議へ出席 33 回／年 

・相談支援専門員の活動

を支援する。 

・計画相談支援の進捗お

よび基幹相談支援センタ

ーの整備状況把握と支援 

計画相談支援を行うための体制整備を行うた

めに、相談支援事業所による連絡会に参加し情

報提供および助言を行い、依頼に応じて学習会

等を実施した。 

・相談支援事業者等事業者支援 26 回／年 

・４市町以上の自治体で

形成される２保健福祉圏

域の地域自立支援協議会

に対して重点的な支援を

行う。 

湖南圏域におけて野洲市相談支援事業所連絡

会の立ち上げ支援を実施。会議へ参画した。 

東近江圏域及び近江八幡市協議会へ参画。 

・１４回/年 

②地域ケアシステム

体制の整備と人材育

成 

・地域自立支援協議会間

の連携を支援する。 

県内における相談支援事業および各種サービ

スのネットワーク化を図るために、県障害者自

立支援協議会で実施する各種会議の事務局を補

助し、会議の開催運営を行った。 

・県自協各種会議開催 98 回／年 

・滋賀県全体課題の抽出

と解決のための協議。 

・協議会の機能向上のた

めに実施会議等の役割と

内容の検証と見直し。 

平成２６年度に実施した「重症心身障がい児

者に関するアンケート調査報告書」から集約さ

れた課題について検討するプロジェクト会議を

継続実施し、県へ提言書を提出した。 

・地域の相談支援専門員

やサービス管理責任者と

協働し、実践に活かせる

プログラムを企画、実施。 

・人材育成事業の通した

地域リーダーの育成。 

・人材育成ビジョン明示 

県障害者自立支援協議会に委託された人材育

成研修事業の事務局を補助し、地域の相談支援

員等と共に各種研修の企画立案・実施を行った。 

 

相談支援従事者向け研修においては演習プロ

グラムのマニュアル化を進めることで質の向上

を図った。 

・事例検討手法等の情報

提供。 

・昨年度までの３圏域以

上での事例検討会の定期

的実施の定着。 

ＰＣＡＧＩＰ手法を用いた研修会開催への支

援を実施し、各圏域の基幹相談支援センターや

委託相談支援事業者が自主的に実施するように

なったことから一定の役割は果たせた。 

また県自立支援協議会に県から委託された人

材育成研修において、１２種類の研修を実施し、

延べ６５４名が各種研修を修了した。 
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（２）東近江圏域成年後見サポートセンターE-SORA（いいそら）の運営 

項目 事業内容 実績 

①相談支援活動 ・支援者等に対する適切

な情報提供、他機関への

引き継ぎ、成年後見制度

の申立て等利用支援。 

新規相談  

・相談者実人数４０名 

 対応回数延べ２６１回 

２市２町行政を中心とした運営委員会を開催

し、本事業の推進に必要な協議検討を行った。 

・３回／年 

・相談支援活動を通じて

地域における制度の拡充

等に関する課題を明確に

するとともに、各市町行

政に対して改善に向けた

提案等の実施。 

権利擁護センターネットワーク会議へ出席し、

県内センター等と情報交換、課題共有を行った。 

・２回／年 

②啓発・人材育成活

動 

・研修会の企画・実施 各種団体等への会議や研修会等に出向き、事

業説明や出前講座を行った。 

・１１回／年 

 また、市町行政職員を対象とした成年後見制

度申立て手続き学習会を実施した。 

・７月７日 参加者１８名 

・関係機関（事業所）に

対する、定期的（２月に

１回程度）な事例検討会

の企画・実施。 

行政、社協、地域包括支援センター、委託相談

支援事業者等を対象に、権利擁護に関する事例

検討会を実施した。９月開催予定時、参加者少

数のため急遽中止となり、全４回の実施予定が

３回となった。 

・3 回／年 １回目 5 月 20 日 12 名 

      ２回目 9 月 16 日  4 名 

      ３回目 3 月 17 日  9 名 

             合計 25 名 

 

（３）地域生活移行促進事業 

項目 事業内容 実績 

①地域ケアサービス部門 

（ア）高機能発達障

害者への支援（誰も

が暮らしやすい地域

社会につながる支援

の実践） 

高機能発達障害者に特化

したホームかなざわにお

いて個別の状況に応じ、

専門的な支援を行いま

す。 

成人高機能の発達障害者に特化した 4 名定員

のグループホームにおいて、将来安心して自立

生活を送れるようになることを目標とし、障害

特性に応じた生活スキルの獲得や対人コミュニ

ケーションスキルの獲得等を支援した。 

・利用者数 3 名 

（4 月～7 月 2 名、7 月～ 3 名） 

・利用延べ日数 661 日 

・スタッフ配置時間以外の支援実績 

        239 件 

ジョブカレとの連動性を

視野に、能登川エリアの

高機能発達障害者の支援

体制強化をすすめるとと

前年度より継続協議していた、れがーとエリ

アへの支援体制移行については、定期協議の結

果、現段階での移行はしない方向となった。 

能登川エリアにおいて、高機能発達障害者の
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もに、現在のホームかな

ざわ利用者の生活の場に

ついてれがーとエリアへ

の支援体制移行について

協議検討を行います。 

支援体制強化の方向の部件を探すがホームとし

て利用できる物件が見つかっていない。 

（イ）誰もが暮らし

やすい地域社会につ

ながる支援実践例の

収集及び研究 

糸賀氏らの理念や実践を

踏まえた、現在の実践例

を県内を中心に収集する

とともに、今日的意義に

ついて研究します。 

県内で活躍する方７名への聴き取り調査を実

施した。 

・10 月 19 日  小西川 梨紗 氏 

  滋賀県高次脳機能障害支援センター 

              相談員 

・10 月 31 日  岡田 昌也 氏 

  NPO 法人しが盲ろう者友の会 

              理事長 

・11 月 2 日  倉谷 義数 氏 

  滋賀県障害者スポーツ協会 

              副会長 

・11 月 11 日  高木 伸斉 氏 

障害福祉サービス事業所 Quocare（クオケア） 

              所長 

     MMK サークル  代表 

・11 月 25 日  中島 秀夫 氏 

  社会福祉法人グロー（GLOW） 

              理事 

・11 月 30 日  笠原 吉孝 氏 

  かさはら医院 

              院長 

・12 月 15 日  幸重 忠孝 氏 

 NPO 法人こどもソーシャルワークセンター 

              代表 

（ウ）実践・研究成

果の普及 

上記（ア）、（イ）によ

り上がった成果を報告書

としてまとめ、広く配布

し普及します。 

報告書の作成については、今年も 2 部構成の

報告書を作成。第１部では、高機能発達障害の

方々への支援方法の研究と支援実績を数値で振

り返り、利用者がひとり暮らしへ移行する期間

における必要な体制や機能を検討した。 

 また、前年度より取り組むべき課題としてい

た利用者個人の内的（心理的）要素を「発達障

害者の“生活支援”という枠組みにおける臨床

心理士の役割についての一考察」と題し、支援

の現場での支援者の関わりやスタンスについて

まとめた。 

 

第２部では、障害福祉、児童福祉、教育、医

療をフィールドに活躍されている方や当事者団

体の代表、医師、相談員、事業所代表等、様々

な立場から誰もが暮らしやすい地域社会につな

がる支援への視点をまとめた。 

 

・報告書タイトル「多様な視点から生まれる豊

かな実践～誰もが暮らしやすい地域社会を創る

～」   700 部作成 
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（エ）糸賀一雄記念

財団が実施する事業

への協力 

糸賀一雄記念財団の事業

の充実及び円滑な事業運

営に協力します。 

上記報告書を糸賀財団の事業にも活用してもら

うべく、提供した。 

また、糸賀財団作成の啓発冊子「ほほえむちか

ら～福祉のこころとかたち」の制作委員会にも

参画し、企画、編集、執筆全般に関わった。 

福祉しが人づくり発信事

業について委員会および

ワーキングチームに参画

し、地域リーダーの人材

育成・福祉人材確保事業

の企画運営に取り組みま

す。 

福祉しがひとづくり発信事業運営委員会及びワ

ーキングチームに計 3 回参加した。人づくり事

業として映画「夜明け前の前の子どもたち」「信

楽から吹いてくる風」の鑑賞会、座談会を計 2

回企画運営し、中堅若手を中心に延べ約 30 名

の参加があった。また、開催した鑑賞会、座談

会の様子などの記録を糸賀一雄記念財団のニュ

ースレターに掲載して事業の周知を図った。 

②芸術・文化部門 

（ア）障害者芸術エ

ンパワメント事業 

Ⅰ ボーダレス・アート

ミュージアムＮＯ-

ＭＡの運営 

 

展覧会の開催等を通し

て、障害の有無を超えて

人が持つ「表現をするこ

との普遍的な力」を感じ

ていただく場所を目指

す。 

展覧会の開催 

NO-MA にて年間４本の企画展を実施、  

日間の開催日数に対して 6,857 名の観覧者数

を得た。また、政府機関等との連携による館外

展示を行い NO-MA とあわせると 10,177 名

の観覧者を得た。 

１．ＮＯ-ＭＡコレクション展 

（１）Part1「世界を設計する人」 

開催 4 月 29 日～６月１２日   39 日間 

観覧者             1,089 名 

（２）Part2 「魲万里絵 遠くて近い私の風景」 

開催 6 月 18 日～8 月 21 日  56 日間 

観覧者             1,057 名 

２．企画展「楽園の夢」 

 開催 ９月 3 日～11 月 27 日 74 日間 

 観覧者            2,652 名 

３．第１３回滋賀県施設合同企画展 

 開催 12 月 3 日～２月１2 日 54 日間 

 観覧者            1,306 名 

４．｢キュレーター公募企画展「大いなる日常」 

 開催 ２月 18 日～３月２0 日  ２７日間 

 観覧者             753 名 

 

館外展示 

１．｢安倍総理と障害者の集い※官邸での 

アール・ブリュット作品展示｣ 

 開催 6 月 2 日          1 日間 

 観覧者             300 名 

２．｢スポーツ・文化・ワールド・フォーラム  

アール・ブリュット-多様な表現が繋ぐ新たな社

会へ｣展（主催：文化庁） 

 開催 10 月 19 日        1 日間 

 観覧者            1,000 名 

３．「ライフワークイズム 



13 

 

‐日本のアール・ブリュット‐」展 

 開催 2 月 10 日～12 日     3 日間 

 観覧者            2,020 名 

 

 また、ＮＯ-ＭＡ懇談会開催の他、ライブラリ

ー機能の充実や、友の会運営、ホームページの

管理・運営、地域への広報周知を通して、障害

者が制作する作品の社会的認知度と評価を高

め、文化の担い手としての障害者という認識を

広めることで、障害者のエンパワメントを図っ

た。 

Ⅱ 地域交流事業 

 

地元住民・学校等との連

携の下、ボーダレス・ア

ートミュージアムＮＯ-

ＭＡが実施する企画展を

活用した交流プログラム

の実施。 

企画展と連動したイベントを２回開催 

（１） ボーダレス・アートミュージアムＮＯ-

ＭＡコレクション Part2＋新作展「魲

万里絵 遠くて近い私の風景」での連動

イベント 

・事業名：パフォーマンスイベント 

「呼吸する風景」 

・出演者：パフォーマンスⅠ  

高木貴久恵（ダンサー・振付家） 

  パフォーマンスⅡ  

富木えり花（ダンサー） 

・演奏：熊澤洋子（ヴァイオリニスト） 

・開催日時：平成 28 年 8 月 7 日（日） 

17：30～ 

・会場：ＮＯ-ＭＡ 

・参加費：500 円（展覧会観覧料を含む） 

・参加者：33 名 

（２）ＮＯ-ＭＡ企画展「楽園の夢」 

連動イベント 

・事業名：水彩で描く「楽園の森」 

・講 師：デイヴィッド・デュバル＝スミス 

（クリエイティブユニット生意気） 

・日 時：2016 年 9 月 3 日（土） 

①11：00～12：30②13：30～15：00 

・会 場：ＮＯ-ＭＡ 

・参加費：無料（別途観覧料が必要） 

・参加者：①10 名、②20 名 

 

教育分野と連携したアウトリーチプログラム 

滋賀県立膳所高等学校の依頼により、学校の 

図書室内でのアール・ブリュット作品の展示 

及び出張授業を行った。 

①展示 

・会場：滋賀県立膳所高等学校 図書館 

・期間：２０１６年９月２７日（火）～ 

９月３０日（金） 

・出展数：山崎健一、吉澤 健、三橋 精樹、 

魲 万里絵 

②出張授業  

・会場：滋賀県立膳所高等学校 美術室 
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・日時：ア．５月２５日（水）２～４限 

イ．６月 １日（水）２～４限 

ウ．９月２８日（水）２～４限 

 

その他、地域の住民に対して、各種展覧会や関

連行事（ワークショップ等）への参加を呼びか

けるため、地域自治会の協力を基に近隣住民（第

１区、２区、３区、４区）への広報物の戸別配

布を行った。また、毎展覧会の開催前に、周辺

施設や店舗約６０ヶ所にポスターの掲示、チラ

シの設置を依頼し、広報活動を兼ねた情報交換

を行った。また、近江八幡市他、近隣市の教育

委員会に協力を依頼し、小中学校対象に、展覧

会チラシを全校配布した。 

（イ）ボーダレス・

アートミュージアム

NO-MA 企画展全集

の作成 

NO-MA 企画展全集の作

成準備 

NO-MA の開館前後から今日まで、NO-MA 内

及び全国各地で開催した企画展の歴史を写真と

テキストで振り返る企画展全集の作成準備を行

った。 

（ウ）糸賀一雄記念

賞音楽祭の企画運営

と表現活動ワークシ

ョップの支援 

・各圏域のワークショッ

プの支援。 

・糸賀一雄記念賞音楽祭

の開催。 

障害者の社会参加の推進を図り、障害者の

表現の魅力を県民に周知し、地域住民の障害

者理解の促進につなげることを目的に、以下

のとおり糸賀一雄記念賞第十五回音楽祭を開

催した。 

県内６箇所で開催しているワークショップ

に参加する障害のあるパフォーマー、彼らと

ともに活動するナビゲーター（プロの音楽家

やダンサー）、施設職員、ゲストミュージシ

ャンなどが、障害の有無、表現ジャンルを飛

び越え、舞台上で、熱の溢れたパフォーマン

スを繰広げた。 

加えて、本年度は、「平成28年度文化庁 ア

ーティスト・イン・レジデンス活動支援事業」

の助成を受け、世界を代表するフランスの文

化芸術創造都市である、ナント市よりクロー

ド・ブリュマション氏（ダンサー・振付家 フ

ランス国立振付家センター・ナント前ディレ

クター）と、アン・ミネッティ氏（ダンサー・

振付家）の 2 名のアーティストを招へいし、

音楽祭出演団体のひとつである湖南ワークシ

ョップとの共同制作を行った。 

両アーティストの、障害のある表現者をア

ーティストとして向き合い、共に創作を行う

強靭な姿勢と信念を、国内アーティストが肌

で感じ、新たな思考が芽生えたことは今後の

創造活動に大きく寄与すると考えられる。今

回のアーティスト・イン・レジデンスプログ

ラムを通して、障害者の芸術表現の可能性を、

参加する芸術家をはじめ本プロジェクトに関

わる全員があらためて認識できたことは大き

な成果であった。 
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また、今回の創作プロセスを、参加福祉施

設の関係者や、参加者の保護者、地域の方々

と共有できたことにより、国際的な文化交流

を創出することができたと考えられる。 

加えて、今回の創作活動の成果を、フラン

ス・ナント市の関係者との間で共有できたこ

とで、2017 年 10 月にフランス・ナント市

での「障害者の文化芸術国際交流事業」の開

催向けた大きな弾みとなったことや、2020

年東京オリンピック・パラリンピックに向け、

障害者の芸術文化を通した国際文化交流を促

進していくための交流基盤とネットワークの

形成に向けた取り組みとなった。 

 

開催日：11 月 19 日（日） 

開催場所：栗東芸術文化会館さきら 

来場者 512 人  

出演者：障害のある表現者等 196 名 

ナビゲーター等 13 名 

ゲストミュージシャン 6 名 

    招へいアーティスト 2 名 

実行委員：13 名 

ボランティアスタッフ：52 名   

参加施設 13 施設 

協力団体 9 団体 

（エ）障害者の音楽

等表現活動の地域拠

点づくりモデル事業 

Ⅰ 障害者の芸術活動を

推進する人材育成事

業 

 

・障害者の社会参加拡大 

 

・県民の障害者理解の促

進を目的とした人材育

成。 

平成２８年度の障害者の音楽等表現活動の地

域拠点づくりモデル事業では、障害者の芸術活

動を推進する人材育成の取り組みと支援ノウハ

ウの共有を図った。 

 

①障害者の芸術活動を推進する人材育成事業 

ア．高齢者を対象としたプログラム開発ワーク

ショップ 

音楽の専門家が講師となり、養護老人ホームと

救護施設の利用者を対象とした合唱ワークショ

ップの企画立案・運営を、各施設で働く職員が

担った。また、成果発表会の開催にあたっては、

人材育成の対象となった職員が、ワークショッ

プの開催を通して得られた知見を活かし企画運

営を行った。  

・開催場所： 

ⅰ救護施設ひのたに園 

ⅱ養護老人ホームきぬがさ 

・開催日： 

8/25（木）（ひのたに園）、9/29（木）（ひの

たに園）、10/11（火）（きぬがさ）、11/8（火）

（きぬがさ）、11/27（木）（ひのたに園）、12/6

（火）（きぬがさ）、12/22（木）（ひのたに園）、

1/10（火）（きぬがさ）、1/26（木）（ひのた

に園）、2/23（木）（ひのたに園）、3/9（木）

（ひのたに園）、3/14（火）（きぬがさ）、3/23
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（木）（ひのたに園） 計 13 回 

・開催時間：  

ⅰひのたに園での実施回：14：30～17：30 

ⅱきぬがさでの実施回：14：00～17：00 

・講師： 

奥村容久（音楽家・合唱指導）、林美紀（音楽家・

合唱指導） 

・ワークショップ参加職員 

ⅰ救護施設ひのたに園職員 2 名 

ⅱ養護老人ホームきぬがさ 1 名 

・ワークショップに参加した高齢者等 各回約

40 名 約 520 名（延べ） 

 

イ．障害者と演奏家・ダンサーが協働した活動

プログラム開発ワークショップ 

滋賀県内で開催される表現活動ワークショップ

に講師を迎え、各ワークショップの指導者や人

材育成事業に参加する登録アーティストらと共

に、表現活動のプログラムを開発することに取

り組んだ。また、各地域の文化施設との連携の

下、複数のワークショップを公開し、これまで

関わりの少なかった地域住民や関係者に活動内

容を周知・体験いただいた。 

 

○合唱×ダンスのワークショップⅠ 

・開催場所：ドリーム・だんだん 

・開催日：8/26（金） 

・開催日時：13：00～17：00 

・講師：野田まどか（ダンサー） 

・ワークショップに参加した障害者：67 名 

 

○合唱×ダンス×演奏のワークショップ 

・開催場所：今津東コミュニティセンター 

・開催日：9/23（金） 

・開催時間：13：00～17：00 

・特別講師：小室等（音楽家） 

・講師：野田まどか（ダンサー）、吉田隆一（音

楽家） 

・ワークショップに参加した参加した障害者：

67 名 

 

○即興演奏ワークショップ 

・開催場所：大津支援センターひまわりはうす 

・開催日：9/29（木） 

・開催時間： 17：00～21：00 

・特別講師：小室等 

・講師：吉田隆一 

・ワークショップに参加した障害者：8 名 

 

○楽器演奏ワークショップ（公開） 

・開催場所：サンヒルズ甲西 
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・開催日：10/7（金） 

・開催時間： 13：00～17：00 

・研修登録アーティスト：改發麻衣 

・ワークショップに参加した障害者：9 名 

・見学者：4 名 

 

○即興演奏に合わせた身体表現ワークショップ 

・開催場所：守山市民ホール 

・開催日：10/13（木） 

・開催時間： 13：00～17：00 

・特別講師：小室等、谷川賢作 

・講師：竹田裕美子、吉田隆一 

・ワークショップに参加した障害者：25 名 

 

○打楽器×鍵盤演奏のワークショップ（公開） 

・開催場所：豊栄のさと 文化ホール 

・開催日：10/22（土） 

・開催時間： 12：00～16：00 

・講師：竹田裕美子（音楽家） 

・研修登録アーティスト：中井萌 

・ワークショップに参加した障害者：15 名 

・見学者：14 名 

 

○即興演奏ワークショップ（公開） 

・開催場所：大津市民会館 小ホール 

・開催日：10/27（木） 

・開催時間： 18：00～21：00 

・研修登録アーティスト：中井萌 

・ワークショップに参加した障害者：12 名 

・見学者：10 名 

 

○合唱×ダンスのワークショップⅡ 

・開催場所：今津東コミュニティセンター 

・開催日：10/28（金） 

・開催時間： 13：00～17：00 

・講師：野田まどか（ダンサー） 

・ワークショップに参加した障害者：67 名 

 

○障害者の身体表現と音楽家 3 名のコラボレー

ションワークショップ（公開） 

・開催場所：コミニティセンターなかさと 

・開催日：11/12（土） 

・開催時間： 13：00～17：00 

・特別講師：小室等（音楽家） 

・演奏者：高良久美子（音楽家）、竹田裕美子（音

楽家）、吉田隆一（音楽家） 

・研修登録アーティスト：改發麻衣、大依紘子、

中井萌 

・ワークショップに参加した障害者：25 名 

・見学者：5 名 
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○合唱×ダンスのワークショップⅢ（公開） 

・開催場所：高島市民ホール 

・開催日：11/17（木） 

・開催時間： 13：00～17：00 

・特別講師：小室等（音楽家） 

・講師：野田まどか（ダンサー） 

・研修登録アーティスト：改發麻衣、中井萌 

・ワークショップに参加した障害者：67 名 

・見学者：2 名 

 

ウ．障害児との打楽器演奏ワークショップを通

した登録アーティストの人材育成 

近江学園ワークショップグループ（障害のある

子どもたちの打楽器演奏グループ）の表現活動

プログラム開発を通して、登録アーティストの

人材育成を図った。 

 

○成果発表に向けた事前実習Ⅰ 

・開催場所：栗東市内スタジオ（T ホール） 

・開催日：10/19（水） 

・開催時間：9：00～12：00 

・講師：中路友恵（打楽器奏者） 

・登録アーティスト：大依紘子、改發麻衣、清

水美紀、名越美樹 

 

○障害児と登録アーティストによる打楽器ワー

クショップ 

・開催場所：滋賀県立近江学園 

・開催日：10/19（水）講師：中路友恵（打楽

器奏者） 

・開催時間：17：30～20：30 

・登録アーティスト：大依紘子、改發麻衣、名

越美樹 

・参加した障害者：22 名 

 

○成果発表に向けた事前実習Ⅱ 

・開催場所：栗東市内スタジオ（T ホール） 

・開催日：10/29（土） 

・開催時間：9：00～12：00 

・講師：中路友恵（打楽器奏者） 

・登録アーティスト：大依紘子、改發麻衣、清

水美紀、中井萌、名越美樹 

 

○障害児と登録アーティストによる打楽器ワー

クショップⅡ 

・開催場所：滋賀県立近江学園 

・開催日：11/2（水） 

・開催時間 17：00～21：00 

・講師：高良久美子（打楽器奏者）、中路友恵（打

楽器奏者） 

・登録アーティスト：大依紘子、中井萌、名越
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美樹 

・参加した障害者：22 名 

 

○障害児と登録アーティストによる打楽器ワー

クショップⅢ 

・会場：滋賀県立近江学園 

・開催日：11/9（水） 

・開催時間：17：30～20：30  

・講師：中路友恵（打楽器奏者） 

・登録アーティスト：大依紘子、改發麻衣、中

井萌 

・参加した障害者：22 名 

 

○成果発表に向けた事前実習Ⅲ 

・開催場所：栗東市内スタジオ（T ホール） 

・開催日：11/11（金） 

・開催時間：9：00～12：00 

・講師：中路友恵（打楽器奏者） 

・登録アーティスト：大依紘子、改發麻衣、清

水美紀、中井萌、名越美樹 

 

○障害児と登録アーティストによる打楽器ワー

クショップⅣ 

・開催場所：滋賀県立近江学園 

・開催日：11/15（水） 

・開催時間 16：30～20：30 

・講師：中路友恵（打楽器奏者） 

・登録アーティスト：大依紘子、改發麻衣、中

井萌、名越美樹 

・参加した障害者：22 名 

 

○障害児と登録アーティストによる打楽器ワー

クショップⅤ 

・開催場所：栗東芸術会館さきら 

・開催日：11/18（金） 

・開催時間：18：00～20：00 

・登録アーティスト：大依紘子、改發麻衣、中

井萌、名越美樹 

・参加した障害者：22 名 

 

○障害者と登録アーティストによる打楽器パフ

ォーマンス発表（公開） 

・開催場所：栗東芸術会館さきら 

・開催日：11/19（土） 

・開催時間：14：00～16：00 

・登録アーティスト：大依紘子、改發麻衣、中

井萌、名越美樹 

・参加者：近江学園ワークショップグループ 

・参加した障害者：22 名 
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Ⅱ 支援ノウハウの共有 ②支援ノウハウの共有 

ア．成果報告会の実施 

本事業の成果発表として、障害者、講師、登録

アーティストによるパフォーマンスの発表を実

施。 

 

○登録アーティストによる成果報告会事前ワー

クショップ 

・開催場所：栗東市内スタジオ（T ホール） 

・開催日：2/9（木） 

・開催時間 9：00～12：00 

・講師：中路友恵（打楽器奏者） 

・登録アーティスト：大依紘子、改發麻衣、中

井萌 

 

○成果報告会 

・開催場所：大津プリンスホテル コンベンシ

ョンホール淡海 

・開催日：2/9（木） 

・開催時間：13：00～17：00 

・特別講師：小室等（音楽家） 

・講師：竹田裕美子（音楽家）、中路友恵（打楽

器奏者・演奏）、吉田隆一（音楽家） 

・登録アーティスト：大依紘子（演奏）、改發麻

衣（演奏）、片岡左知子、鈴木杏子、中井萌（演

奏） 

・ワークショップに参加した障害者：25 名 

・来場者数：57 名 

 

イ． 情報発信・共有 

専門家の論考や記録映像の発信を通して、支援

ノウハウの共有を図った。 

 

○専門家による対談の実施 

障害のある人の表現活動について特別な知識を

持つ専門家により、対談を実施した。この様子

をドキュメントとして記録し、ウェブ上で発信

するための電子媒体を編集した。 

・開催場所：ボストンプラザ草津 会議室 

・開催日：9/22（火） 

・開催時間 17：00～20：00 

・対談者：ⅰ小室等（音楽家） 

ⅱ坂田明（音楽家） 

・聞き手：田端一恵（社会福祉法人グロー

（GLOW）法人本部企画事業部総括） 

 

○専門家による論考の執筆 

障害のある人の表現活動に携わってきた専門家

による論考を制作、電子媒体としてホームペー

ジにて公開した。 

・執筆者：ⅰ小室 等（音楽家） 
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ⅱ小暮宣雄（京都橘大学 教授） 

   ⅲ井上正隆（もみじ寮 元施設長） 

     ⅳ奥村容久（滋賀県合唱連盟顧問） 

 

ウ． 障害者の表現活動の映像記録の編集 

障害者の表現活動の記録映像を編集し、ホーム

ページにて公開した。 

・対象：滋賀県内で活動するワークショップグ

ループ 5 か所 

 

（４）障害者の造形活動推進事業 

項目 事業内容 実績 

①国内、国外の作品

調査、アール・ブリ

ュットの情報発信 

・国内調査の実施 

・国外調査の実施 

作品調査 

ＮＯ-ＭＡアートディレクター及び学芸員や

美術館関係者５名を含む合計１３人の調査員に

より、国内１１都道府県２２人（滋賀県５人含

む）の作者を調査した。 

・ホームページ等を活用

した情報発信の実施 

情報発信 

 ①ホームページ及びソーシャルネットワーク

サービス等を活用し、多角的な情報発信を

行った。また、プレスリリースを定期的に

発行し、新聞・雑誌・ｗｅｂ掲載等への広

報周知を継続して行った。 

 ②観光パスポートの再発行等、地元を含む各

地域の関係団体との連携強化、マスコミへ

の情報提供の頻度を高めるなど、情報発信

強化のための支援・協力体制づくりを行っ

た。 

 ③ＮＯ-ＭＡがこれまでに発行してきた啓発

冊子（アール・ブリュット☆アート☆日本、

ＮＯ-ＭＡ１０年誌、報告書、図録等）の頒

布を通じて、アール・ブリュットの情報発

信を行った。 

・ＫＢＳラジオ番組を通

した情報発信 

④人の営みの深さや広がりについて、ゲスト

を交えて考えるトークによる、ラジオ番組

「Glow～生きることが光になる～」（KBS

京都ラジオ）の放送を、年間を通じて行っ

た。スタジオでのトークにあわせて、作家

が活動する福祉施設や精神病院、展覧会場

での現地レポート、滋賀県内で開催される

アール・ブリュットのイベント情報も放送

した。また、各放送は、インターネット上

においても配信するほか、ＮＯ-ＭＡホーム

ページと連動するなど、重層的かつ効果的

な情報発信を行った。 

○放送期間 

平成２８年４月～平成２９年３月 

○放送日 
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毎週金曜日 21：30～21：55 

○パーソナリティー１名 

現地レポーター１名 

○放送回数：期間内全５２回 

○ゲスト出演者数：期間内３２人  

 

 ⑤ＮＯ-ＭＡを拠点に展開するアール・ブリュ

ット振興の取り組みを、行政機関、関係団

体、国内外の美術館関係者等、様々な分野

へ情報発信を行い、多様な主体との連携の

推進とネットワーク拠点の機能を強化し

た。 

②ボーダレス・アー

トミュージアムＮＯ

-ＭＡでの展覧会の

開催 

・展覧会の企画、運営 ３．②（ア）のとおり 

③寄贈作品等の保管 ・作品保管場所の確保 作家やその家族等から寄贈の申し出があった

作品や、ＮＯ-ＭＡでの展覧会等への出展にあた

って一時的に寄託された作品を、適切に保管で

きる湿度管理可能な収蔵庫等を確保し、作品を

保管した。 

④「美の滋賀」発信

推進事業等への協力 

・作品展示の企画、運営 県民にアール・ブリュット作品の鑑賞機会を

広く提供することを目的に滋賀県が実施する

「平成 28 年度アール・ブリュット作品展示事

業」を受託し、県立施設及び民間施設合計 23

施設(新規展示施設:8 施設)において、作者 42

名による合計 342 作品を展示し、アール・ブリ

ュットが県民の誇りとなるよう、その魅力を県

内外に発信した。 

 

（５）障害者の芸術活動支援モデル事業 

項目 事業内容 実績 

①造形活動に関する

相談支援の実施 

アール・ブリュット イン

フォメーション＆サポー

トセンター（アイサ）に

おいて、作者の権利保護

や展示機会等に関する相

談に応じ、適切な情報を

提供します。 

・総活動回数：457 回（平成 28 年 6 月 9 日

～平成 29 年 3 月 31 日） 

・権利保護に関する相談事例の振り返りを実施 

協力委員である法テラス滋賀法律事務所の弁

護士と、権利保護に関する相談事例の振り返り

を 2 回実施し、計 10 事例を振り返ったことで、

アドバイザーの相談対応のスキルアップに繋が

った。 

日時：8 月 29 日（月）、平成 29 年 1 月 18

日（水）両日とも 13：45～15：15 

（事業実施前には 5 月 23 日に実施し、3 事例

を振り返った） 

②造形活動を支える

人材の育成 

（ア）作者の権利を守る

研修会の開催 

法律家による著作権に

関する講演、著作権等保

[研修一覧] 

・プログラム１「作者の権利保護に関する研修

会 in 米原（県北部）」 

日時：8 月 10 日（水）13：30～17：00 
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護に関する実践報告等に

より障害のある作者の権

利に関する研修会を開催

します。 

（イ）造形活動の実施方

法に関する研修会の開催 

独自性の高い活動を実

施している事業所の造形

活動体験及び意見交換を

実施します。 

（ウ）作品の取扱い方、

発信方法に関する研修会

の開催 

作品の保管や展示方

法、展覧会を開催するた

めの実務に関する研修会

を開催します。 

会場：滋賀県立文化産業交流会館 第 2 会議室 

参加者：9 名 

・プログラム２「作者の権利保護に関する研修

会 in 草津（県南部）」 

日時：8 月 31 日（水）13：30～17：00 

会場：草津市立市民交流プラザ 小会議室 3 

参加者：16 名 

・プログラム３ 作品の二次利用に関する研修

会「作品をつかったグッズの製作と販売につい

て～福祉事業所の実践報告と弁護士の講義から

学ぼう」 

日時：9 月 14 日(水)13：30～16：30 

会場：G-NET しが 研修室 A 

参加者：29 名（定員 30 名） 

・プログラム４「学芸員による作品展示の実地

研修①」 

日時：8 月 31 日（水）～9 月 2 日（金）10：

00～17：00 

会場：ＮＯ-ＭＡ 

参加者：11 名 

・プログラム５「学芸員による作品展示の実地

研修②」 

日時：2 月 8 日（水）～2 月 9 日（木）10：

00～17：00 

会場：びわ湖大津プリンスホテル コンベンショ

ンホール淡海 

参加者：3 名 

・プログラム６ 活動体験１「〈感触遊び〉の

視点で造形活動を見てみよう！」 

日時：10 月 3 日（月）10：00～12：40 

会場：びわこ学園医療福祉センター野洲 

参加者：5 名（事業所の都合により定員 5 名） 

・プログラム７ 活動体験 2「アトリエ活動と

美術館からアール・ブリュットを考えよう！」 

日時：11 月 4 日（金）10：00～15：00 

会場：社会福祉法人松花苑みずのき 

参加者：7 名（施設の都合により定員 7 名） 

・プログラム８ 目の見えない人との作品鑑賞

プログラム「作品を言葉にして、手で見て、観

賞しよう」 

日時：12 月 10 日（土）13：30～16：00 

会場：奥村邸 

参加者：23 名（定員 20 名） 

・プログラム９ 美術家と施設職員による座談

会「障害のある人の作品と向き合うということ」 

日時：1 月 21 日（土）13：30～15：00 

会場：ＮＯ-ＭＡ、奥村家住宅 

参加者：18 名 

・プログラム 10 福祉事業所、特別支援学校、

病院の関係者によるパネルディスカッション

「障害のある人の創作支援について」 



24 

 

日時：2 月 10 日（金）10：00～11：30 

会場：びわ湖大津プリンスホテル コンベンショ

ンホール淡海 

参加者：135 名 

③障害者の造形活動

支援ネットワークづ

くり 

 造形活動に参加する本

人やその家族、学校教員

や福祉施設の支援員、行

政等によるネットワーク

づくりを行うため研修や

意見交換の機会を設けま

す。 

１．特別支援学校、精神科病院、造形教室への

聞き取り調査 

平成 23 年度に県が実施した調査では、県内

188 か所の障害福祉施設のうち、造形活動を行

っていると回答した障害福祉施設は 61 か所あ

った。アイサは、その調査結果のもと、さらに

独自に情報収集を行い平成24～27年度までに

県内の障害福祉施設 58 か所、特別支援学校 3

か所、精神科病院 4 か所、計 65 か所に調査を

行った。 

 今年度は、障害福祉施設はほぼ全ての調査を

終えたため、未調査の特別支援学校と精神科病

院、障害者が参加している一般の造形教室の計

19 か所を訪問し、担当者へのヒアリングや活動

現場の視察を行った。県内の特別支援学校と精

神科病院についても、網羅的な訪問調査がほぼ

完了したため、昨年度と併せた調査結果をまと

めた。 

調査期間：６月～10 月 

調査実施機関：19 機関 

 

２．福祉事業所、特別支援学校、病院の関係者

によるパネルディスカッション「障害のある人

の創作支援について」 

※②人材育成「美術活動に関する研修」ＰＲＯ

ＧＲＡＭ．１０に詳細を報告 

 

３．アール・ブリュットネットワークと連携し

た周知活動 

平成 29 年 3 月 23 日現在 180 団体、544

人が加入するアール・ブリュットネットワーク

と連携して本事業の周知をした。 2 月 10 日に

実施したモデル事業実践報告会のチラシと、2

月 12 日に開催されたアール・ブリュットネッ

ト ワ ー ク フ ォ ー ラ ム の チ ラ シ を 併 せ て 約

7,000 か所に送付した。また関連の広報物にも

情報を併せて表記するなど協力して周知を図っ

た。 

④滋賀県施設合同企

画展（参加型展示会）

の開催 

  

 滋賀県内で造形活動を

実施する施設の担当者に

よる実行委員会を組織

し、ボーダレス・アート

ミュージアムＮＯ-ＭＡ

を会場に企画展を開催し

ます。 

滋賀県施設合同企画展（参加型展示会）の開催 

 滋賀県内 24 か所の福祉事業所と 3 つの特別

支援学校、1 つの造形教室、ボーダレス・アー

トミュージアムＮＯ-ＭＡが実行委員会を組織

し、企画・展示を行った。 

 

［展覧会開催概要］ 

展覧会：「第 13 回滋賀県施設合同企画展 ing
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…障害のある人の進行形～」 

会 期：（前期）平成 28 年 12 月 3 日（土）

～翌年 1 月 9 日（月・祝） 

    （後期）平成 29 年 1 月 13 日（金）

～2 月 12 日（日） 

会 場：ボーダレス・アートミュージアムＮＯ-

ＭＡ（近江八幡市） 

参加施設：29 機関（福祉事業所 24 か所、特別

支援学校 3 校、造形教室 1 

か所、ＮＯ-ＭＡ） 

 出展者：35 名 

 出展作品数：約 830 点 

参加実行委員：38 名（事務局 3 名含む） 

実行委員会開催数：8 回 

部会（有志参加）開催数：4 回 

関連イベント開催数：６回 

来場者数：1,306 名（1 日平均 24.1 名） 

⑤協力委員会の開催  行政、施設合同企画展

実行委員会、弁護士、美

術館学芸員、特別支援学

校の教員等による協力委

員会を開催し、モデル事

業全般の実施状況につい

て助言を得ます。 

協力委員会の設置、運営 

行政、滋賀県施設合同企画展実行委員会、弁

護士、美術館学芸員、特別支援学校の職員、作

業療法士、地域住民等による協力委員会を設置

し、事業実施について助言を得た。 

協力委員：９名 

［実施概要］ 

・第 1 回 

日時：7 月 21 日（木）15：30～17：30 

会場：(社福)グロー法人本部大会議室 

内容：前年度の事業報告、今年度の事業概要の

説明、事業実施状況の報告 

・第 2 回 

日時：12 月 8 日（木）15：30～17：00 

会場：八幡コミュニティセンター 

内容：事業実施状況の報告、今後の予定、意見

交換 

・第 3 回 

日時：3 月 14 日（火）15：30～17：00 

会場：八幡コミュニティセンター 

内容：事業報告、意見交換等 

⑥作品調査、評価、

企画展の開催 

専門家による評価委員会

を設置し、県内の作品調

査を行うとともに調査し

た作品をボーダレス・ア

ートミュージアムＮＯ－

ＭＡ等で展示します。 

① 評価委員による作品調査、展覧会での発信 

 県内の福祉事業所、特別支援学校の協力を得

て、作品調査を実施した。障害のある人の作品

に詳しい有識者による評価委員会を設置して、

企画展「シガカラー３」への出展作者の選考、

作品の展示方法について検討を行い、企画展を

開催した。 

評価委員：4 名 

評価委員会開催数：2 回 

［開催概要］ 

展覧会名：「シガカラー３」 

会期：平成 29 年 2 月 10 日（金）～2 月 12
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日（日） 

会場：びわ湖大津プリンスホテル コンベンショ

ンホール淡海 

（滋賀県大津市） 

来場者数：1,468 名（1 日平均 489.3 名） 

 

②専門家による造形活動の支援状況調査 

 今年度初めて、造形活動の支援状況調査を行

った。支援者の働きかけや声かけ等について、

人間行動学の視点から分析することで、支援者

と利用者の間で起こっている会話や行為を言語

化し、その具体的な手法を整理することを試み

た。 

[実施概要] 

・調査員 細馬宏通 

・調査先 社会福祉法人青い鳥会 障害者支援施

設彦根学園 

地域活動センターバンバン 

・調査日程 平成 28 年 11 月 14 日（月）、

29 日（火）、12 月 17 日（土）、20 日（火） 

⑦モデル事業連携事

務局の運営 

（ア）連絡会議の開催 

モデル事業実施団体間

の情報共有を図るため、

定期的に連絡会議を開催

します。 

（ア） 連絡会議の開催 

・第 1 回 

日時：7 月 19 日（火）10：00～14：20 

会場：なかの ZERO 学習室４（東京都中野区） 

内容：新規の 4 団体向けに、2 年目以降の団体

から特に成果をあげた取り組みについて紹介し

た後、各団体から事業計画について発表した。 

・第 2 回 

日時：12 月 13 日（火）13：30～16：20 

会場：埼玉県障害者交流センター（埼玉県さい

たま市） 

内容：「障害者芸術文化活動支援センター設立・

運営マニュアル」の作成について協議した。 

・第 3 回 

日時：3 月 9 日（木）14：00～16：30 

会場：TKP 東京駅八重洲カンファレンスセンタ

ーカンファレンスルーム 40（東京都中央区） 

内容：第 2 回に引き続き、「障害者芸術文化活

動支援センター設立・運営マニュアル」の作成

について協議した。 

（イ）巡回訪問 

 モデル事業実施団体へ

定期的に訪問し、事業実

施状況のヒアリングを実

施します。 

（イ） 巡回訪問 

 今年度から新たに参加した 4 団体について

は、7 月以降に電話や訪問をして事業計画のヒ

アリングを行った。11 月頃から、それぞれの実

施団体が地域のニーズに基づいて実施している

独自性が高い取り組みについて視察を行った。 

実施時期：１１月～２月 

実施団体：全 9 団体 

実施回数：14 回 

（ウ）勉強会の開催 （ウ） 勉強会の開催 
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 モデル事業実施団体の

事業担当者を対象に強会

を開催します。 

・第 1 回  

日時：12 月 13 日（火）16：30～18：00 

会場：埼玉県障害者交流センター 大ホール（さ

いたま市浦和区） 

内容：作品の評価に関して、ゆうゆう、愛成会、

グロー、たんぽぽの家から取り組みを紹介した

後、意見交換を行った。 

・第 2 回  

日時：3 月 9 日（木）16：30～18：00 

会場：TKP 東京駅八重洲カンファレンスセンタ

ー カンファレンスルーム 4O（東京都中央区） 

内容：公益財団法人東京オリンピック・パラリ

ンピック競技大会組織委員会の橘 晃嗣氏を講

師に迎え、2020 年の東京オリンピック・パラ

リンピック文化オリンピアードについて、次年

度からどのような取り組みをされるかなどお話

しいただいた。 

（エ）情報発信 

全国規模のネットワー

クとの連携やモデル事業

連携ホームページの活用

を通して、各実施団体に

おけるモデル事業の実践

を定期的に情報発信しま

す。また、モデル事業実

施の全体をまとめた報告

書を作成し、全国に配布

します。 

（エ） 情報発信 

・ウェブサイトの運営 

 全国 10 か所で実施するモデル事業について

広く情報発信する目的でウェブサイトを運営し

ました。事業概要や実施団体の紹介、各実施団

体からのお知らせやレポートを掲載した。 

http://renkei-sgsm.net/ 

 

・ポスターセッション 

平成 28 年 12 月 9 日～11 日に開催された。

第 16 回全国障害者芸術・文化祭あいち大会と、

平成 29 年 2 月 10 日～12 日に開催されたア

メニティーフォーラムでポスターセッションを

行った。これらの会場で、モデル事業実施団体

のリーフレットやチラシ、報告書などを設置し

たブースを出店した。ブースでは来場者から寄

せられる質問に対応した。 

 

・モデル事業成果報告会の開催 

タイトル：実践報告＆パネルディスカッション 

「障害者の文化芸術活動の推進に向けて」 

日時：2 月 10 日（金）12:20～14:15 

会場：大津プリンスホテル コンベンションホー

ル淡海（滋賀県大津市） 

参加者：135 名 

 [概要]  

 最初に、厚生労働省の杉渕係長からモデル事

業と次年度に始まる障害者文化芸術活動普及支

援事業について説明いただいた後、連携事務局

からこれまでの取り組みの成果を報告した。そ

して全国の実施 10 団体から、それぞれの特徴

的な取り組みについて報告いただいた。 

 

・「2020 年東京オリンピック・パラリンピッ
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クに向けた障害者の文化芸術活動を推進する全

国ネットワーク」との連携 

全国の障害福祉に関する 26 団体が参加して

設立したネットワークで、事務局は全国手をつ

なぐ育成会が担当している。連携事務局として

は、このネットワークの会議へ参加し、モデル

事業の実施状況について情報提供を行うととも

に、円滑な団体運営のための助言を行った。今

年度、加盟団体の活動調査を実施し、全国の団

体・支部等の調査結果が取りまとめられた。  

 

・障害者芸術文化活動支援センター設立・運営

マニュアルの作成 

モデル事業 3 年間で積み上げた多くの事例の

中から、地域の特性によらず全国で取り組むこ

とができる 13 の取組を中心にこれから支援セ

ンターを立ち上げる団体に向けた設立・運営マ

ニュアルを作成した。 

（オ）2020 年東京オリ

ンピック・パラリンピッ

ク競技大会に向けた文化

プログラムの調査・研究 

全国の芸術文化関連団

体との連携を図り、これ

まで実施されたオリンピ

ック・パラリンピックの

文化プログラム及びそれ

に類する取組について情

報収集を行うとともに、

文化プログラムのより効

果的な展開について、検

討します。 

（オ）2020 年東京オリンピック・パラリンピ

ック競技大会に向けた文化プログラムの調査・

研究 

 今年度、新たに連携事務局の役割に加えられ、

主に、日本財団パラリンピックサポートセンタ

ー主催の勉強会への参加、関係者へのヒアリン

グを通して情報収集した。東京オリンピック・

パラリンピックに向けた文化プログラムの展開

に当たり、障害者の芸術活動の中間支援組織が

担うべき役割を検討し、調査研究報告書にまと

めた。 

 

（６）グロー社会福祉研究センターの運営 

項目 事業内容 実績 

①厚生労働科学研究

（研究分担）の実施 

分担研究者である島田顧

問と協働し、研究事業に

関する会議に出席し研究

内容の適切な把握と、役

割に応じた年次の研究成

果をまとめる。 

県内精神科病院、クリニックを対象とした予備

調査を実施し、集計を行った。また、県内障害

福祉サービス事業所の予備調査も完了し結果を

まとめた。 

②福祉施策の課題検

討 

福祉施策の課題検討及び

施策提言 

・救護施設、養護老人ホームのあり方について

現状確認と課題の整理～研究会３回開催、課題

の一端を理事長が法人コミュニケーションマガ

ジンのエッセイに記述。 

・内閣府の障害者政策委員会における委員発言

趣旨検討～研究会１回、メールでの調整複数回。

これらの検討を基に、同委員会において、委員

である北岡理事長が障害者基本計画次期計画に
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対して意見具申し、次期計画案に反映された。 

・厚労省の社会保障審議会障害者部会における

委員発言趣旨検討～研究会１回、メールでの調

整複数回。これらの検討を基に、同部会におい

て、委員である北岡理事長（全国地域生活支援

ネットワーク顧問）が、障害福祉計画及び障害

児福祉計画に係る基本指針の見直しについて意

見具申し、次期指針案に反映された。 
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（３）養護老人ホームきぬがさ 事業報告 

 

Ⅰ．経営参画目標 

（１）独自目標（中期経営計画(第１期)中期活動計画に基づく取り組み事項） 

 ① 

区分 通期目標 実績 

認知症ケアの専門性の向上 

（認知症介護実践者研修の受講） ２名 １名 

（職場内研修の実施「認知症」） ２回 １回 

グループケアの実施 週３日実施 週４日実施 

業務マニュアルの点検 年度末に見直す 年度当初から順次見直した 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．認知症専門研修受講によるスキルアップ 認知症介護実践者研修の受講は１名であったが、

基礎研修には３名が受講した。 

２．利用者の介護度にあわせた余暇活動を実施

し、生活機能の向上または維持をしていく。 

２つのデイルームで、認知症ケアを中心としたグ

ル－プケアを実施した。 

３．運営上の課題等を分析し定期的に見直して

いく。 

先ずは運営の安定化を優先事項とし、「業務改善・

点検アンケート」をもとに業務評価を行い、課題

抽出のうえ改善計画をたて、実施→評価のサイク

ルにより改善に努めた。 

 

② 

区分 通期目標 実績 

地域貢献事業の検討 事業に向けての準備 事業に向けての準備 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．地域貢献事業の検討委員会を設置し地域の

実態を把握する。また、各関係機関と連携し

実施に向けて進める。 

施設運営を安定させることを優先させた為、地域

貢献事業に対する組織的な取組みは未実施であっ

たが、五個荘地区地域福祉事業実行委員会への参

加や自治会等と懇談する機会をもつことで連携を

進め、地域ニーズや訪問介護に関する情報収集に

努めた。 

 

（２）各施設等共通目標 

 ①事業活動による収入額                           （単位：千円） 

区分 通期目標 実績 

介護保険事業 １０９，１５５ １１２，４５６ 

老人福祉事業 ２０８，１１４ ２２６，３４１ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．収入増の取組み 施設統合前の旧２施設と比較し、事務費単価が下

がったことを踏まえ、収入増につながる加算等の
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見直しを常に行ってきた。また、福祉事務所やそ

の他関係機関との連携に努め、相談ケースには迅

速に対応した。 

２．支出減の取組み 

３．経費削減、節約の取組み 

施設統合前の旧２施設と比較し、事務費単価が大

幅に下がったことを踏まえ、新しい設備において、

適切な方法で使用することや、小まめな点検を励

行し光熱水費の縮減に努めた。また、業務点検を

行うことで職員の適正配置について検証を行って

きた。 

 

 ②利用率（稼働率）・サービス提供時間 

区分 通期目標 実績 

稼働率 ９５％ ９６．１％ 

訪問介護時間 １７７５時間 １７５０時間 

総限度額に対する給付率 ７７．５％ ７７．２％ 

生活管理短期事業 ３６０人 ９９６人 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．関係機関との連携のもと、入所待機者の把

握に努める。 

年度を通して待機者は無かったが、福祉事務所、

その他関係機関からの相談ケースには、具体的に

入所ケースに至らなくても丁寧に対応した。 

２．疾病の早期発見、早期治療に努め入院や退

所のリスクを減らす。 

第１、３水曜日午後ホーム内で嘱託医の健康相談

を実施した。利用者の症状や情報の把握に努め嘱

託医に繋げた。 

３．必要に応じて訪問介護のケアプランを見直

していく。また、介護保険認定、区分変更が

必要な利用者を申請していく。 

サービス調整会議を実施し必要なサービス提供を

速やかに実施した。新規申請１８名 区分変更 

６名 

４．訪問介護が必要な時間帯に適正な職員を配

置する。 

ひのたに園との連携により、職員不足が生じた場

合に減収にならない対応準備を行った。 

５．困難ケースや緊急ケースの受入を積極的に

行い施設利用に繋げる。 

生管事業において、即日利用の緊急ケースに対応

した。（４件） 

 

 ③サービスの質の向上にむけた取り組み 

区分 通期目標 実績 

利用者に向けて生活アンケー

トを実施する（満足度調査） 
２回 ２回 

家族に向けて新設施設の説明

会を実施する 
２回 １回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．集団ケアからグループケア「３０名程度」

に変更し、利用者の思いなどを聞き取る。  

グループ毎に懇談会を実施し、希望や意見を伺っ

た。また、居室訪問を小まめに行い希望や意見を

伺った。 

２．家族交流会時に、新設ホームの日常生活等

の説明を行う。 

１０月の家族交流会時に、新設ホームの説明会を

実施した。また面会時には、小まめにホーム内を

見学案内した。 
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 ④ヒヤリハット報告の顕在化と傾向分析・共有 

区分 通期目標 実績 

ヒヤリハット報告 １人１件 １人１．６件 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．リスク回避につながるため書くことを習慣

づける。 

書きやすい場所（パソコン）に様式を置くなど、

書きやすい職場環境の整備に努めた。 

２．ヒヤリハット事例の効果的な分析を行い、

事故防止につなげる。 

徐々にヒヤリハット報告も増え、事故報告とあわ

せて、事例検討し事故防止につなげた。 

 

 ⑤交通事故防止策（交通事故ゼロ目標） 

区分 通期目標 実績 

交通事故発生件数 ０件 ０件 

ふれあい通信の掲示 随時 随時 

職場内研修の実施 ２回 2 回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．余裕をもって出勤するように日頃から呼び

かける 

余裕をもって出勤することを職員間で申し合わせ

た。 

２．宿直明けは、定時で退勤できるように促す。 所長より声掛けし、職員間でも申し合わせた。 

３．交通事故件数０件に向けて研修を行う。 年 2 回職場内研修を実施した。 

４．滋賀県警が発行している「ふれあい通信」

を掲示し、常に交通安全を意識する。 

ふれあい通信の登録を行い、随時掲示した。 

 

 

Ⅱ．能力開発目標 

（１）独自目標（中期経営計画(第１期)中期活動計画に基づく取り組み事項） 

区分 通期目標 実績 

社会福祉士 1 名 1 名 

介護福祉士 1 名 0 名 

介護支援専門員 １名 0 名 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．必要に応じて学習会を開催する。 各自自主勉強を行ったため勉強会は開催していな

い。 

２．学習計画シートを作成し、自己評価を行う。 未実施 
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養護老人ホームきぬがさ 苦情解決の体制および結果（平成 28 年度）

（苦情解決の体制） （氏名） 

苦情解決責任者  所 長   花原 信昭 

苦情解決受付者  所長代理  前田 由夫 

副 所 長  横田 俊夫 

生活相談員 島田 恵美子 

生活相談員 志井 和美 

生活相談員 岩田 宜丈 

生活支援員 川嶋 千幸 

第三者委員  浜野 寿美子 氏（彦根市民生委員児童委員） 

山  和美  氏（びわこ学院大学准教授） 

 河村 圭三  氏（東近江市五個荘地区民生委員児童委員協議会会長） 

 苦情解決件数 

  １件 

（支援内容について） 

 

内 容 

 

「退所して働きたいと思っているが、なぜ家族も市役所も職員も反

対をするのか。所持金も年金もない、だからこそ働きたいと思って

いる。何度も言っているが要望を無視しないで欲しい」と再三の申

し出をされる。 

（対応）日程調整のうえ後日、本人・家族・福祉・施設とケース会

議を開き、十分に話合いをすることで現状を認識され、反対する家

族等の意見に対して納得される。 
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（４）老人ホームながはま 事業報告 

 

Ⅰ．経営参画目標 

（１）独自目標（中期経営計画(第１期)中期活動計画に基づく取り組み事項） 

①養護老人ホーム新たなサービス展開 

区分 通期目標 実績 

施設定員増に伴う積極的な受入 （随時） 

（４月：２名）（７月：１名） 

（８月：１名）（９月：１名） 

（１０月：２名）（１２月：１名） 

（１月：１名）（２月：１名） 

（３月：１名） 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．施設満床を目指し、施設利用者の空き情報

を各措置機関に提供し、要介護 2 以下・虐待・

触法など地域生活が困難ケースを積極的に受

け入れる。 

虐待ケース（４件）が多く、入所日は緊急度に合

わせ対応にあたった。要介護度２認定者（３件）              

生・管利用者の困難ケース（１件）があり、措置

機関と情報交換を密にしながら安定した生活にな

るように努めた。  

 

②専門的なサービスの質を高め、認知症ケアに充実に努める 

区分 通期目標 実績 

「仕事にきゃんせ」 

現任訓練（内・外） 
１２名以上 （施設内職員１４名） 

「仕事にきゃんせ」 

家族会の開催 
１回以上 対象者無し 

認知症実践研究 

発表会の参加 
１名以上 ２名 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．「仕事にきゃんせ」事業の定着と職員のスキ

ルアップを計画的に図り、資質向上に努める。 

ほぼ毎週金曜日の PM1：00～4：00 まで実施。 

担当職員の他に、施設内職員も仕事の場を体験し

事業の理解や仕事（内職作業の様子）に励む利用

者の姿勢と一緒に会話を通し見ることができた。  

２．「仕事にきゃんせ」事業の充実として、課題

に上がっていた「家族会」の開催を実現させ

る。 

外部利用者の家族は１名であったため実施ができ

なかった。 

３．認知症介護実践を通し普段の取り組みや問

題を提起し、発表をとおしてスキルアップ・

向上心に繋げる  

軽度認知症の方が入所されたが、人間関係で不安

定な生活が続いた。その人にあった生活スタイル

についてみんなで取り組んだケースの発表をし

た。 

 

③湖北エリアの連携・協力体制 

区分 通期目標 実績 

事業連携活動 ７回 １１回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．湖北エリア（ふくら・さくら番場・ながは

ま・とよしま）で連絡会議を定期的に開催し、

新任研修１回・通所デイ情報交換会１回・口腔ケ

ア研修２回・夏祭り交流（夕涼み会・夜市それぞ
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新任研修・認知症実践者研究発表会・協力応

援態勢などを通じ専門性の向上を図る。 

れ１回）・施設間現任訓練４回・懇親会１回等実施

し、施設間の協力体制を取る事ができた。 

 

④生活困窮者への支援 

区分 通期目標 実績 

自立準備ホームの活用 （随時） ２名（９６日） 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．緊急的住居確保・自立支援対策において自

立準備ホームを設置している。地域生活定着

支援センターと情報を共有しながら要望が有

ったときはスムーズに受け入れる体制をと

る。 

①4／21～6／6（47 日間利用） 

社会復帰され アパート住まい 無職 

②7／19～9／5（49 日間利用） 

社会復帰され アパート住まい 就職 

いずれも、空床を利用 

 

⑤社会貢献事業・施設の開放 

区分 通期目標 実績 

子ども食堂の開催 毎月１回（１２回） 
毎月１回（１２回）実施 

８月は２回実施 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．社会貢献事業の一環として地域交流スペー

スを開放し、月１回、学生や地域ボランティ

アによる夕食作り・遊びなどを通して、子ど

もが安心して誰かと共に過ごす事ができる居

場所を開催する 

毎月１回 第３水曜日に実施 

参加者（７～１９名／回） 

ボランティア（地域・学生）延べ７４名 

啓発活動 施設外 ５回 

見学受入 １１回 

 

（２）各施設等共通目標 

 ①事業活動による収入額                           （単位：千円） 

区分 通期目標 実績 

（ながはま） 措置費 １４８，２０９ １５０，７７１ 

介護報酬 １０３，５１０ １２５，３００ 

（とよしま） 介護報酬 ３０，６５３ ２９，３８１ 

合計 ２８２，３７２ ３０５，４５２ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．収入増のための取り組み 

各関係機関と連携をとり、措置入所を積極的

に受け入れる。デイサービスについては居宅介

護事業所との情報交換を積極的に行い、利用者

増に努め稼働率を上げる。 

 

本体については定員満床を目指すとともに、収入

増につながる加算の見直しを行った。平均稼働率 

94.9% 

デイサービスについても、新規契約者８名、登録

者は４０名になった。契約者によっては利用回数

も増え、一時、目標の稼働率 80％を超えること

ができたが、入院等により稼働率は 77.9％であ

った。 

２．支出減の取り組み 

各職員が経営状況や光熱水費の使用量の推移

を把握し、コスト意識を向上させる。また、利

 

光熱水費の使用量をグラフにし、その結果を掲示

するとともに職員会議等で報告し節電・節水への
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用者の協力を得て節電・節水への協力をお願い

する。 

協力を求めた。 

 

 ②利用率（稼働率）・サービス提供時間 

（老人ホームながはま） 

区分 通期目標 実績 

在籍率 （入院者含む） ９７．５％ ９７．５％ 

（入院者除く） ９６．０％ ９４．９％ 

外部サービス契約者数 ３８名 ３９．５名 

訪問介護提供時間 ９２０時間 １，１０１時間 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．福祉事務所・関係機関と情報交換し、虐待

や精神障害者などの課題を抱える高齢者も受

け皿として積極的に受け入れる。 

定員が 10 名増床になり、満床をめざした。緊急

度・介護状態に合わせた居室の調整等を行い積極

的に受け入れた。 

２．未契約者に対して、適切なサービスを提供

するために介護認定の申請を行い、契約者数

を確保する。 

ケア会議及びサービス担当者会議など、本人に適

したサービスを提案し、本人に説明を行い納得の

うえ介護認定の申請・更新を行い契約者数の増員

に努めた。 

３．施設内訪問介護において提供時間の拡大

と、個々の利用者のサービス提供時間の調整

や見直しを行い目標の提供時間に近づけた

い。 

新たに有資格取得者が増え、サービス提供時間の

拡大に努めた。定員増に伴い契約者数も、４４名

まで増やし訪問介護時間拡大に努めた。 

 （デイサービスとよしま） 

区分 通期目標 実績 

稼働率（地域・入所者） 
８０％ 

（70％・10％） 

７７．４％ 

（66.6％・10.8％） 

新規契約者数 ７名 ８名 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．利用者増に繋げるために、各居宅介護支援

事業所や地域にＰＲし、知名度を上げ登録者

数を獲得する。 

居宅介護支援事業所には空き情報を伝えた。公民

館主催の秋のイベントに参加し知名度アップに努

めた。 

２．地域住民向きに出前講座などを開き、デイ

サービスの取り組みを伝える。 

出前講座は実施できなかった。 

３．個別プログラムの充実と、よりよいサービ

スの提供ができるよう職員の質の向上に努め

る。 

他事業所と情報交換を１回、他事業所での研修を

３回実施した。レクリエーション研修に４回参加

した。 

 

 ③サービスの質の向上にむけた取り組み 

区分 通期目標 実績 

ケアプランの充実 
勉強会・サービス会議 

各１回以上 
各１回 

満足度調査 

実施できた 利用者サービス満足度 ２回 

食事満足度 １回 
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食事嗜好調査 ２回 

家族アンケート １回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．質の高いケアプランを作成するために、勉

強会を開催する。また現在、施設内職員によ

るサービス担当者会議に家族も参加していた

だきプランの説明や同意を得る機会を持つ。 

・勉強会 1 月に実施 

・サービス担当者会議に家族１名参加 

２．サービス改善に役立てるために満足度調査

（利用者サービス・食事・嗜好調査）を実施

し、低評価については見直し検討を行う 

利用者サービス満足度調査・食事嗜好調査は 7 月

に実施 

食事満足度は下半期・嗜好調査は２回・家族アン

ケートは通年を通して実施 

３．家族アンケートは家族会を利用し、全員対

象にアンケートをとり、家族ニーズを把握す

る。 

11 月に家族会を実施、同時にアンケートを取っ

たが、少数であるため、その後の面会時に行って

もらった。まだもらえない家族には郵送した。 

 

 ④ヒヤリハット報告の顕在化と傾向分析・共有 

区分 通期目標 実績 

ヒヤリハット報告 ６件以上 ６．９件 

ヒヤリハット検証 １２回以上 １２回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．事故を未然に防ぐために各自が生活全般で

ヒヤリしたことをまとめ、小さな事でも気づ

く力を身につける。 

気がついたときにすぐに書けるよう、数カ所に用

意し手軽に書けるように心掛けた。 

２．職員全体が把握するために毎月 1 回ヒヤリ

ハット報告をまとめ、検証し事故防止に努め

る。 

ヒヤリハット報告は随時実施、検証はケア会議で

毎月行っている。 

 

 ⑤交通事故防止策（交通事故ゼロ目標） 

区分 通期目標 実績 

交通事故発生件数 ０件 

２件 

公用車 物損事故 １件 

私用車 物損事故 １件 

安全教室の実施 １回 １回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．出勤・退勤時は体調管理に努めると共に、

時間に余裕をもって行動する。 

職員会議・朝のミーティングなどを利用し、職員

に注意喚起する。 

２．デイサービス・受診等で公用車を使用し利

用者の送迎をする場合、運転者の健康チェッ

クを行い、安全確認を怠ることなく気持ちに

余裕をもって、運転業務にあたる。 

運転者は事前にチェック（3 項目）シートに記入

し、また気持ちに余裕を持つよう標語も付け加え

安全運転に心掛けるように勤めた。 

３．高齢者の交通事故が多発しているなか、現

在ながはまでは交通事故はないが、単独での

外出が増えて来ているので、交通マナー・交

通ルールなどを再確認するためにも交通安

計画では高齢者を対象に交通安全教室を開く予定

であったが今年度は職員向けに交通安全研修を行

った。 
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全教室をひらく。 

 

 

Ⅱ．能力開発目標 

（１）独自目標（中期経営計画(第１期)中期活動計画に基づく取り組み事項） 

区分 通期目標 実績 

介護福祉士 １名 ２名 

介護支援専門員 １名 ０名 

社会福祉主事 １名 ０名 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．受験資格者に情報提供し、一人でも多くの

職員が試験にチャレンジ出来るように声かけ

をする。 

資格取得者をひとりでも多く増やすために、ひと

りで悩まず勉強会への参加を促した。また自主勉

強している職員にも励ましの声かけを行った。 

２．受験希望者には、必要に応じて勉強会に参

加出来るよう配慮する。 

ふくらが実施されている介護福祉士取得に向けて

の勉強会に参加できるように勤務調整を行った。 
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老人ホームながはま 苦情解決体制 

 

平成２８年４月１日 

 

 

 

１．苦情解決責任者   上野 康子 （所 長：措置施設・特定施設・訪問介護事業・通所事業所） 

 

２．苦情受付担当者   舞靏 正吉 （副所長：措置施設） 

                       江菅由香里  （計画作成担当者：特定施設） 

            岩崎ひろみ  （サービス提供責任者：訪問介護事業所） 

            志水 朋子  （相談員：通所介護） 

 

３．第三者委員     長谷川隆浩 （長浜市高齢福祉介護課長） 

                       山﨑 悦司 （湖北会「あそしあ」施設長） 

                       伊藤 忠司  （ながはま協力会会長） 

                       中川 眞澄  （神田老人クラブ連合会会長） 

 

４．苦情解決の方法 

 ①苦情の受付 

      苦情は、面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。なお、第三者委員

に直接苦情を申し出ることもできます。 

 ②苦情受付の報告・確認 

      苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員（苦情申出人が第三者委員へ

の報告を拒否した場合を除く）に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対

して、報告を受けた旨を通知します。 

  ③苦情解決のための話し合い 

    苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出

人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。 

   なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。  

     ア、第三者委員による苦情内容の確認 

   イ、第三者委員による解決案の調整、助言 

   ウ、話し合いの結果や改善事項等の確認 

 ④都道府県「運営適正委員会」の紹介 

老人ホームながはまで解決できない苦情は滋賀県社会福祉協議会に設置された運営適正化委

員会に申し立てることができます。 

※滋賀県社会福祉協議会  草津市笠山七丁目８－１３８ 

    （長寿社会福祉センター内）℡０７７－５６７－３９２０ 
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（５）特別養護老人ホームふくら 事業報告 

 

Ⅰ．経営参画目標 

（１）独自目標（中期経営計画(第１期)中期活動計画に基づく取り組み事項） 

区分 通期目標 実績 

地域貢献 ふくら広場の開催 ６回 6 回 

認知症ケアのスキルアップ 認知症介護の専門研修受講 ３名 ８名 

外部研究発表 ３事例 ８事例 

看取り後満足度アンケート 満足度 ９０％ 満足度 １００％ 

湖北エリアの連携 エリア活動 ７回 １７回 

働きやすい職場環境の整備 

（満足度アンケート） 
職員満足度 ７５％ 

７６．５％ 

（前期 80％ 後期 73％） 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．地域の福祉の拠点施設としての役割を意識

した出前講座の「ふくら広場」を開催し、ふ

くらのノウハウを地域へ還元する。 

ふくら広場は、余呉コスモス会、東主計サロン、

国友町サロン、高畑サロン 2 回、田根たまり場で

開催した。内容は「介護保険サービスについて」、

脳トレ、体操等の希望が多かった。 

２．認知症専門研修を受講し、実践を通じて認

知症ケアの質の向上を図る。 

・認知症介護基礎研修（平成 29 年度から実践者

研修受講前の必須研修となる）  ３名 

・認知症介護実践者研修      4 名 

・認知症介護実践リーダー研修   １名 

 計 8 名が受講し、専門性の向上を図った。 

３．外部での研究発表により、職員のモチベー

ションアップとスキルアップに繋げる。 

・滋老協研究発表          １事例 

・法人研究フォーラム        ２事例 

・認知症医療と福祉の滋賀県大会   ２事例 

・滋老協看取り研修               １事例 

・認知症市民の集い                １事例 

・滋賀県社会福祉学会              １事例 

  計 8 事例の発表を行い、スキルアップとモチベ

ーションアップを図った。 

４．看取りケアの実践から、ご家族との信頼関

係を深め、家族支援と他職種が連携して「豊

かな看取りケア」の実現を図る。 

・今年度の死亡退所者は２５名で内ふくらでの看

取りケアは１８名だった。 

・他職種が連携して、豊かな看取りケアの実践に

は、普段からのケアの大切さを学んだ。 

・ご家族からの看取りアンケートでも、職員に対

する労いや感謝の言葉が多くあり、職員のやり

甲斐と共に成長にも繋がった。 

５．老人ホームながはまとの連絡会議を定期的

に開催し、利用者サービスと専門性の向上を

図る。（新任研修、事例発表会、協力・応援

体制の整備等） 

・エリア会議                 ４回 

・新人職員介護技術研修        １回 

・口腔ケア研修（職員・利用者）   ２回 

・夏祭り（相互）              ２回 

・通所情報交換会             １回 

・通所事業所間実習            ５回 

・認知症ケア事例発表会        １回 

・ふくら学会               １回 

特に、通所事業所間の実習においては、互いにい
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い刺激になり、相乗効果を生んだ。 

６．業務改善委員会と衛生委員会を中心に、働

きやすい職場環境を進める。 

・毎月安全衛生委員会を開催した。 

・各セクトで実施した安全衛生点検を基に、施設

設備の修繕等を行った。 

・タイムカードで職員の退勤時間を把握し、速や

かに帰宅するよう促した。また、必要に応じて

業務見直し等も行った。 

・９月と３月に職場満足度アンケートを行い、忌

憚のない意見を出してもらうようにし、できる

内容から改善に取り組んだ。 

 

（２）各施設等共通目標 

 ①事業活動による収入額                           （単位：千円） 

区分 通期目標 実績 

入所 ３２１，５５７ ３３１，５９８ 

短期 ２８，２７３ ２７，８０９ 

通所 ４５，３４６ ４７，９４０ 

居宅 １０，３２１ １０，４６９ 

さくら番場 ３３，６０４ ３４，０１４ 

全事業所合計 ４３９，１０１ ４５１，８２８ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．収入増のための取り組み 

ⅰ．各事業において、目標稼働率を達成できる

ようにする。 

・入所＋短期、通所、居宅、さくら番場で、目標

収入が達成でき、全事業所計では、目標に対して

約 1270 万円増となった。 

・入所において、措置入所 2 名を定員にプラスし

て受け入れた延べ日数が 85 日あった。 

ⅱ．平均要介護度４．１を下回らないようにす

る。また、状態変化に応じて適宜区分変更を

行う。 

・入所の平均要介護度は、11 月に過去最高の４．

３４となり、今年度の平均は４．３だった。区分

変更は８名行い、内４名は死亡のため取り下げ、

実績は４名となった。 

ⅲ．各事業において、体制加算及びその他の加

算の収入を維持し、新規の加算算定にも積極

的に取り組んでいく。 

・看護体制加算Ⅰ・Ⅱは、入所は H２９年１月か

ら、短期は２月から算定した。 

・短期入所で、緊急短期入所受入加算を３名に算

定した。 

・通所での認知症加算は、昨年度同様体制は整え

ていたが、要件である認知症自立度Ⅲａ以上が全

体の２０％に満たなかったため算定できなかっ

た。 

２．支出減のための取り組み 

ⅰ．光熱水費、消耗品の節約を職員に周知する。

（データー表示、ポスター等） 

・毎月の主任者会議で光熱費を数値化して節約を

促し、デマンドは昨年度よりも低くなった。 

ⅱ．通期にわたり、感染症発症０となるよう取

り組む。 

・４月に、利用者４名、職員８名がインフルエン

ザに罹患したため、感染症発生の０目標は達成で

きなかった。 

・また、その影響で短期入所の受け入れを特別な
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場合を除き 7 日間ストップしたため、定員 6 ベッ

ドを全て稼動できなかった。 

ⅲ．可能な修繕は、施設で対応する。 ・修繕等は各セクトから毎月の安全衛生委員会に

報告を受け、できるだけ施設内で修繕を行った。 

・今年度の業者依頼した修繕では、空調設備が約

45 万と一番多く、次いでトイレ・浴室等が 39

万という状況だった。 

ⅳ．毎月の支出状況を確認し、是正改善を継続

的に行う。 

・毎月の支出状況は確認したが、是正改善には至

らなかった。 

 

 ②利用率（稼働率）・サービス提供時間 

区分 通期目標 実績 

入所 ９８．０％ ９９．１％ 

短期 １１３％ １１３．４％ 

入所＋短期 ９９．０％ １００．１％ 

通所（介護） ８０．０％ ８０．９％ 

通所（予防） ３３．０％ ４２．８％ 

居宅（介護） ９５．５％ ９８．８％ 

居宅（予防） ８５．０％ ８３．４％ 

さくら番場 ７５．０％ ７９．１％ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

【入所】 

１．退居から入居までの期間はできるだけ７日

以内で行う。 

１．退所から入居までの平均日数は、４．８日で、

最短は措置入所からの吸収で 0 日、最長はグル

ープホームからの方で１９日かかった。 

２．利用者の健康管理を行い、疾病の早期発見

に努め、できるだけ入院を避ける。 

２．入院は 7 名あり、嘱託医の協力を得ながらふ

くらでできるだけ対応したが、骨折が５名あり、

内４名は余儀なく入院となった。 

３．困難ケース（措置入居）等の受け入れも柔

軟に対応する。 

３．長浜市からの困難ケースで措置入所 2 名受け

入れた。 

【短期】 

１．ご家族及びケアマネとの信頼関係の構築に

努め、定期的に空き情報を発信する。 

１、２．毎月のモニタリングで状報提供を行うと

共に、サービス担当者会議に積極的に参加し、

ケアマネ、ご家族と対面でのコミュニケーショ

ンを図るように努めた。また、キャンセル時に

も柔軟に対応し、空床ベッドを稼動できるよう

努めた。 

２．キャンセル待ちを把握しておき、入院等に

よる空床ベッドを迅速に稼働できるようにす

る。 

【通所】 

１．日頃からケアマネと関係性を深め、新規利

用者及び登録者増に繋げる。 

１．新規利用者は１６名だったが、利用中止や終

了者は１２名あり、実質の新規利用者は４名だ

った。 

２．ケアマネ・ご家族との信頼関係の構築を図

り、段階的に利用日数を増やせるようにする。 

２．利用回数が増えた方は、4 名あり、週 1 回か

ら 2 回が 1 名、3 回が 2 名、6 回が 1 名だっ

た。その他流動的な希望にも柔軟に対応した。 
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３．ケアマネ・ご家族へ、ふくらデイ機関誌「ふ

くふく」を毎月発行し、サービス内容及び空

き情報を発信する。 

３．ご家族、ケアマネへ、機関誌「ふくふく」を

毎月発行した。また、ケアマネには空き情報も

発信した。 

４．受診等で当日キャンセルされた方には、振

り替え利用等柔軟に対応する。 

４．振り替え利用、追加利用等柔軟に対応した。 

５．地域サロンにて情報発信を続ける。 ５．地域サロンにて情報発信行った。 

【さくら番場】 

１．日頃からケアマネと関係性を深め、新規利

用者及登録者増に繋げる。 

１．新規利用者は１０名だったが、利用中止や終

了者が７名あり、実質の新規利用者は３名だっ

た。 

２．ケアマネ・ご家族との信頼関係の構築を図

り、段階的に利用日数を増やせるようにする。 

２．利用日数が増えた方は 4 名で、週１回から３

回２名、4 回 1 名、その他流動的な希望にも柔

軟に対応した。 

３．受診等で当日キャンセルされた方には、振

り替え利用等柔軟に対応する。 

３．振り替え利用、追加利用等柔軟に対応した。 

４．地域サロンにて、情報発信を続ける。 ４．地元の高畑サロン、田根たまり場に積極的に

参加した情報発信行った。 

５．利用者の体調の変化に留意し、早期受診を

勧める等、長期利用中止にならないようにす

る。 

５．日頃から利用者の体調の変化には留意し、変

化があればご家族、ケアマネへ連絡し、重症化

しないように努めた。 

【居宅】 

１．地域包括や行政を始め、関係機関（特に医

療機関）との関係を密にし、新規利用者の受

け入れ可能情報を伝えていく｡ 

１．地域包括センターや行政、医療機関からの対

応困難ケースも断ることなく受け入れた。逆に

対応困難となったケースについても、地域包括

と連携し対応にあたった。 

２．地域サロンにて情報発信を続ける。 ２．地域サロンへ２回参加し、介護保険制度の活

用や、地域包括支援について地域へ発信できた。 

３．要支援ケースの稼働率を維持し、将来の要

介護ケース確保へ繋げる。 

３．要支援者の稼働数も安定していた。平成 28

年4月より、長浜市が総合事業へと移行したが、

問題なく移行できた。 

４．要支援の方の状況を見極め、区分変更を早

期に進めていく。 

４．要支援者に限らず状態が悪化した際、区分変

更（10 名）を進め、適切なサービスへと切り

替えた。結果、要介護者の稼働数の安定にも繋

がった。 

５．入退院や老健入所を回避できるような支援

を心がけ、稼働率の低下を予防する。 

５．入退院は延 28 名、老健入所は延 11 名と多

かったが、新規利用者は 29 名あり、区分変更

も行い稼動数をキープした。 

６．在宅での看取りを目指した支援を行い、で

きる限り自宅で過ごしてもらえるようにす

る。 

６．看取り期に入った方への急な支援依頼が２件

あったが、医療体制と環境整備を早急に整え、

ご家族が安心して看取ることができた。 

 

 ③サービスの質の向上にむけた取り組み 

区分 通期目標 実績 

利用者満足度 
平均満足度 

４．２ 

4 事業所平均満足度 

４．３３ 

（前期 4.35 後期 4.32）  

利用者家族満足度 
平均満足度 

４．２ 

4 事業所平均満足度  

４．５６ 

（前期 4.52 後期 4.6）   
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利用者食事満足度 

（嗜好調査） 

平均満足度 

４．２ 

入所 平均満足度 ４．５ 

（前期 4.3、後期 4.7） 

施設内研修の参加 
平均参加率 

７５％ 

平均参加率 

８５％ 

感染症発生 ０件 
4 月利用者４名、職員 8 名 

インフルエンザ罹患した。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．個別ニーズを抽出したサービス計画を立案

し、目標実現に繋げる。 

・自立支援型・社会参加型 …23 名→18 名 

・認知症・神経症状対応型… 32 名→24 名 

・医療対応型       … 6 名 → 7 名 

・基礎介護中心型     …18 名→22 名 

・身体拘束型       … ０名 → 0 名 

・看取り対応型      … 1 名 → 7 名 

利用者の重度化により、サービス計画の内容が、

基礎介護型、看取り対応型へ移行している状況で

ある。 

２．介護福祉士、介護支援専門員等の資格取得を

推奨し、施設内講習・勉強会を開催する。 

10 月から月 3 回程度、施設内で介護福祉士受験

対策講座を開催し、6 名が参加した。 

ふくらでは４名参加 全員合格できた。 

介護支援専門員の受験者はなかった。 

３．専門研修（認知症介護実践者研修、認知症介

護実践リーダー研修、喀痰吸引研修等）を順次

受講し、専門性と質の向上を図る。 

認知症基礎研修      3 名受講 

認知症介護実践者研修   4 名受講 

認知症介護リーダー研修  1 名受講 

喀痰吸引研修       1 名受講 

喀痰吸引実地研修     3 名受講 

上記の通り研修を受講し、スキルアップを図っ

た。 

４．施設内研修内容を充実させ、全体のレベルア

ップを図る。 

内部研修では、内部講師による介護保険必須研修

を中心に行い、全体のレベルアップを図った。 

５．利用者に安全で安心できる介護技術を、職員

一人ひとりが身につけられるようにする。 

入所・通所の生活支援員対象に、ポジショニング

の実践研修、排泄ケアの実践研修を行い、介護技

術の向上を図った。 

 

④ヒヤリハット報告の顕在化と傾向分析・共有 

区分 通期目標 実績 

入所・短期 是正改善件 ２０件 是正改善件数 １１件 

通所 是正改善件数 ４件 是正改善件数 2 件 

さくら番場 是正改善件数 ４件 是正改善件数 2 件 

その他 是正改善件数 ４件 是正改善件数 4 件 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．「気づき」＝ヒヤリハット報告を推奨し、

報告件数に反映させる。 

１．ふくら全体でのヒヤリハットの件数は３５９ 

件だった。内訳は、入所２５４件で全体の７

０％、短期３３件で９％、通所３２件で９％、

さくら番場３５件で１０％、その他 5 件で１％

だった。多くの気づきがあった。 

２．毎月事故防止委員会で、ヒヤリハットを分 ２．気づき＝報告のシステムは定着しているが、
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析（個人・内容・時間帯等）し、是正処置を

行い事故防止に繋げられるようにする。 

リアルタイムに事故報告を共有することは、難

しい状況であり、同一利用者が是正してもまた

同じ内容の事故報告に繋がってしまう結果とな

った。 

  特に、配薬ミスで服薬には至らないケースは

是正しても、繰り返し発生しており、服薬ミス

に至ったケースもあった。今後の大きな課題と

なっている。 

３．事故防止研修会で、年間のヒヤリハット報

告件数、内容と是正改善について共有し、事

故防止の意識を高める。 

３．毎月事故防止委員会で上がった事故について

は各セクトのリーダーが、部署に持ち帰って伝

達した。 

通所・さくら番場は日々のミーティング及び

毎月のミーティングで、入所・短期は申し送り、

引継ぎ時に伝達する他、毎月のサービス担当者

会議でも伝達し、再発防止に努めた。 

 

⑤通事故防止策（交通事故ゼロ目標） 

区分 通期目標 実績 

交通事故防止の啓発 交通安全研修会 ２回 2 回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．全職員対象に、日頃の安全運転を周知する。

また、春、秋の交通安全運動期間を利用し、

事故防止の意識強化を図る。 

１．春、秋の交通安全期間時には、朝礼で交通事

故防止の啓発を行った。また、法人車両事故多

発情報を受け、交通事故防止の啓発に加え、敷

地内から 365 号線への出入りは、南門からす

るよう全職員に周知した。 

２．送迎車両運行前に車両点検を行い、運転業

務における注意事項の確認を徹底する。 

２．定期的に車両点検行った。 

３．積雪時の送迎は、複数で対応するように周

知する。 

３．積雪時の送迎には、複数で対応する他、特に

留意するよう周知したが、さくら番場において

は、難しい状況で、積雪時の事故が発生してし

まった。 

 

 

Ⅱ．能力開発目標 

（１）独自目標（中期経営計画(第１期)中期活動計画に基づく取り組み事項） 

区分 通期目標 実績 

接遇マナーの向上 接遇マナー研修 ２回 接遇マナー研修 １回 

認知症ケアの質の向上 
認知症介護専門研修 

受講者 ３名 

認知症介護基礎研修   3 名 

認知症介護実践者研修  4 名 

認知症介護リーダー研修 １名 

計８名が専門研修を受講する

ことで、普段のケアに活かせら

れるようにした。 

ＯＪＴ技術の向上 ＯＪＴ研修 ２回 

OJT 研修２回実施した。 

・入所において、グループリー

ダーに、各委員会のオブザーバ

ーとして関わった。 

・ポジショニング、排泄の実践



46 

 

研修会を中堅職員が担った。 

基礎介護技術の向上 基礎介護技術研修 ２回 

基礎介護技術研修は３回実施

した。 

・新人職員介護技術研修 

・ポジショニング研修 

・排泄ケア（オムツ交換の仕方）

について、実践研修を行った。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．利用者、ご家族に対して気持ち良く接し、

状況に応じて柔軟に対応できるよう育成して 

いく。 

・職員の対応について、家族アンケートからは、

「親切で心地よい対応」だと高評価を得ている。 

・毎月来られる介護相談員からも、職員が笑顔で

挨拶ができていると聞いており、概ね対応は良好

だった。 

・反面、電話での対応において、不快だったと苦

情もあった。 

・利用者アンケートからは、全体的には高評価で

はあるが、「人によって差がある。きつい人がい

る。」等の意見もあり、接遇は、繰り返し研修が

必要であり、今後の課題となった。 

２．認知症の外部アドバイザーの協力を得て、

根拠ある認知症ケアを実践できるように育成

していく。 

・藤本クリニックから現地相談で、困難事例につ

いてアドバイスを受け、ケアに活かした。また成

果として中堅職員２名が、湖北エリアの「認知症

介護実践発表会」で発表できた。 

３．職責に応じたスキルを身につけられるよう

に育成していく。 

・法人の職階別研修を基に、求められる職員像に

近づけるように意識付けを行った。 

４．利用者にも介助者にも負担のない介護技術

を身につけられるように育成していく。 

・入所において平均要介護度４．３と高い状況で、

原因が特定できない骨折事故が２件発生してしま

った。より、高度な介護技術が必要であり、職員

の体制も含めた大きな課題となった。 
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 特別養護老人ホームふくら  苦情解決体制                            平成２８年 ４月 １日                                        

 

 

 

 

 

 

苦情解決責任者 
 

 
第三者委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所 長 山口 美由樹 

 

苦情対策（解決）委員会 

 

 

 

 

   菅 原 信 道 （司法書士）  ５７－８６００ 

    

 

 

                        

                        

 

  国 友 美 子  （社会福祉士）  ７３－２１７８ 

 

窓口担当者 

 

  川 村 戈十二 （学識経験者）   ７４－２７６９ 

副所長  荻野 悟 

        矢部  美代子 

西 山 弘 行（長浜社協浅井センター長）   ７４－８２００ 
 

 西 川  衛 （学識経験者）  ７３－２７５８ 

 

 
 

 

 

ふくら 

通所事業所 

ふくら 

居宅介護支援事業所 

        入 所 ・ ふくら短期入所生活介護事業所 

 

認知症デイサービス事業所 

さくら番場 

西グループ 
東グループ 

短期入所 
すこやかグループ 医務室 苦情解決責任者 

主任看護師 
主任 

介護支援専門員 

主任 

介護支援専門員 
主任 生活支援員 主任看護師 所長 牧野 淳子   

 

岩﨑 久見子 大音 庄二 織田 昌子 中嶋 美樹 藤井 貴代美 是洞 富美恵  
受付担当者 

磯尾 佳代子 
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特別養護老人ホームふくら 平成２８年度苦情内容 

 

ふくら全体の苦情件数 … １３ 件 

 

【入 所】 …  ５ 件 

苦情受付日 

  平成２８年５月２７日（金） １５：００ 

苦情内容 

入所利用者Ｙ様の息子様が面会後、自宅へ帰られてから電話があり、「いつも（デイホール

に）入って右側に座っている特定のデイ利用者に指をさされて笑われる。母親に会いに行って

なぜ笑われないといけないのか！我慢にも程がある！」興奮して電話があった。 

対応と経過 

  対応した副所長より謝罪し、対象のデイ利用者の日頃の状況を説明し理解を求めたが納得し

ていただけず、時間を空けて所長より、改めてご家族に電話をし、お詫びした。 

その後の経過 

  デイ利用者は重度の認知症であり週６日利用しておられ、他者に対して暴言がひどい状態で

あり、面会時は事前に電話を入れていただき、デイを通られる際は利用者を見えない位置に座

っていただくことした。また、ご家族は当初興奮しておられたが、その後、状況を理解してい

ただくことができた。 

 

 

苦情受付日 

  平成２８年１１月１９日（火） １０：００ 

苦情内容 

  職員が利用者Ｎ様の居室へ訪室した際、朝食の摂取量が少なかった為「昼ご飯は食べて下さ

いね」と声掛けしたところ、「（朝食は）来るのが遅かったで食べんかった」と言われた。 

対応と経過 

 当日の朝は、夜勤者１名が勤務調整の電話をしており、配膳を１名で行っていた為に遅くなっ

てしまったようだった。夜勤者よりご本人に謝罪を行った。 

その後の経過 

  所長より改めてご本人に説明行い、了承していただいた。以降は配膳の遅れはなく経過して

いる。 

 

 

苦情受付日 

  Ｈ２８年１１月３０日（水） １５：００ 

苦情内容 

  ご家族が来所され、「ふくらから印鑑を持って来てほしいと電話があった」と言われたが、

印鑑が必要な書類はなく、スタッフに確認したところ、サービス計画書のサインであることが

分かり、署名していただいた。その際、電話をした職員の言い方が、愛想のないぶっきらぼう

な話し方でとても不快な感じがした。あの言い方感じが悪かった・・」と言われた。 

対応と経過 
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  対応した副所長より不快な思いをさせてしまったことをお詫びした。また、今後職員の接遇

について指導することをお伝えした。 

その後の経過 

  グループリーダーより対象職員に今回の対応について注意し、対応方法（話し方）の指導行

った。 

 

 

苦情受付日 

  Ｈ２８年１２月１５日（火） １２：２０ 

苦情内容 

  ご家族が面会後、車で敷地内の駐車場から玄関前を通過しようとされた際、前庭付近に駐車

してあったさくら番場の車を避けようとされたが、右前輪が溝に落ちてしまい、パンクしてし

まった。その際、「その車を避けようとしたらこんなことになった。こんなところに停めるか

らや！」と立腹された。 

対応と経過 

  すぐに男性職員２名で車両を上げスペアタイヤに交換した。また、荻野・矢部両副所長より

お詫びし、今後は通行に支障のないところに駐車するよう指導して行くことをお伝えした。 

その後の経過 

  さくら番場所長より、事業所の車両は玄関階段の下付近は避けるよう職員に周知し、以降は

トラブルなく経過している。 

 

 

苦情受付日 

  平成２９年２月１５日（日） １８：００ 

苦情内容 

  利用者Ｓ様のご家族より看護師に電話があり、「この前の採血結果はどうだったのか？結果

を伝えると聞いており、いつかいつかと待っていた」と言われた。 

対応と経過 

  対応した看護師より連絡が遅れた事をお詫びし、採血結果は異常なかったことと、体調も落

ち着いておられることを伝えた。看護師にご家族に連絡することが伝わっておらず、ご家族に

不快な思いをさせてしまった。 

その後の経過 

  翌日、副所長より改めてお詫びし、了承していただいた。体調や検査の結果等気にされるご

家族でもあり、以降はこまめに連絡している。 

 

 

【短 期 … ４ 件】 

苦情受付日 

  Ｈ２８年７月２７日（水） １７：４５ 

苦情内容 

  翌日からの利用である為、前日に体調伺いの電話をしたところ、ご家族より「前回の利用か

ら帰った時、（本人の）手が冷たかった」と話された。 

対応と経過 
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  対応した職員よりお詫びした。今後の利用はできるだけ冷房の近くを避けて対応することを

お伝えした。 

その後の経過 

  居室の冷房が効きすぎていたり、帰りの車内で冷房が直接当たって冷たくなってしまうこと

が考えられ、利用時は居室では冷房の近くは避け、広場では１枚上に羽織ってもらうようにし

ている。また、送迎の車中では冷房は使用しないようにしている。 

 

 

苦情受付日 

  平成２８年１０月２９日（土） １１：００ 

苦情内容 

  利用者Ｓ様のご家族が送ってこられた際、「前回の利用で自宅へ送ってもらった時に本人が

嘔吐したが、本人の所定の場所（防水シーツが敷いてあるところ）でなかった為に、別の所が

汚染してしまった。」と苦情があった。 

対応と経過 

  10/30 報告を受け、副所長よりご家族に電話でお詫びし、今後は所定の場所に座っていた

だくことをお伝えした。 

その後の経過 

  自宅へ送った時は、ご家族が留守の時が多く、ご家族の意向が十分認識できていなかったた

め、送迎時の対応を周知した。以降は、問題なく経過している。 

 

 

苦情受付日 

  平成２８年１１月２９日（火） １４：００ 

苦情内容 

  11/22 に初めてショート利用されたＹ様が、「また来ます」と言い帰られたが、担当ケアマ

ネより連絡があり、次回の利用日を伝えたところ、ケアマネより「ご本人が、前回の利用時、

味噌汁が冷たく、トイレの便座も冷たかったのでしばらく間を空けたいと言っている」とのこ

とだった。 

対応と経過 

  ふくらデイを利用されている方であり、デイ利用時にショート担当主任よりお詫びした。 

その後の経過 

  味噌汁については、配膳時冷めていたら、電子レンジで温めてから提供することとした。ま

た、便座については温かくなる機能がＯＦＦになっていた為、ＯＮにした。今のところ、以降

の利用はなく経過している。 

 

 

苦情受付日 

  平成２９年１月２２日（日） １３：５０ 

苦情内容 
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  利用者Ｓ様のご家族より電話があり、「そちらでおやつを食べていますか？食事用のエプロ

ンを使ってほしいんですが…。（汚れて）服が着れなくなったものがあるのでお願いします。」

と言われた。 

対応と経過 

  電話対応した職員より謝罪行い、タオルの使用するようケアを統一していくことをお伝え

し、了承していただいた。 

その後の経過 

  職員にご家族の意向を伝え、対応を統一するよう周知した。以降は、衣類の汚れはなく経過

している。 

 

 

【通 所 … ３ 件】 

苦情受付日 

  平成２８年５月１８日（水） ８：５０ 

苦情内容 

  Ｈ様の自宅へお迎えに伺うと、ご本人より「この前の迎えと１時間以上も早い！」と立腹さ

れた。 

対応と経過 

  その場ですぐにお詫びした。送迎時間が 9:10 頃に決まっていることが職員に周知できてい

なかった。事業所に到着され、所長・デイ主任からも謝罪行った。 

その後の経過 

  職員間で情報共有をしっかり行い、以降は間違いなく送迎できている。 

 

 

苦情受付日 

   Ｈ２８年１０月１１日（火） １１：３０ 

苦情内容 

  利用者Ｉ様が、入浴後にフロアーに戻り自分の席に座られたが、その後、席から立ち他の利

用者に話しかけられていた。それを見ておられた利用者Ｋ様が自分の席へ戻るよう言われると

立腹され、Ｋ様を叩かれた為、すぐに仲裁に入った。 

対応と経過 

  所長・副所長よりすぐにＫ様にお詫びし、了承していただいた。 

その後の経過 

  Ｉ様は攻撃的な言動が見られ他利用者とトラブルになりやすく、精神状態を見ながら席の配

慮を行い、静観している。 

 

 

苦情受付日 

  Ｈ２９年１月３０日（月） １６：３０ 

苦情内容 
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  送迎時、利用者Ｉ様宅へ到着し車から降りていただこうと声掛けしたが、自宅であることが

認識できず、「えーんや」「知らん」等言い、降りようとされない様子を見ていた運転手が玄関

チャイムを押し、自宅の中におられた家族を呼んで状況を見てもらい降りるよう促してもらい

降りられた。その後、ケアマネを通し、ご家族から「車から降りないからと家族を呼ぶのはど

うなのか…」と言われた。 

対応と経過 

  所長より電話にて謝罪行った。 

その後の経過 

  Ｉ様の精神状態を見ながら、なかなか降りられない時は、２名介助で対応する。どうしても

降りられない時は一旦事業所へ戻り、職員を代えて送ることにしている。 

 

 

【さくら番場 … １ 件】 

苦情受付日 

  Ｈ２９年１月２６日（木） １７：３０ 

苦情内容 

  利用者Ｎ様のご家族より、法人本部へ電話があり、「鍵を勝手に開けて連れて行ってしま

う！」と苦情があった。 

対応と経過 

  1/12 からのご利用で利用に際し、契約時にご家族より「自分は送り出しをしない」と聞い

ており、ケアマネより家の鍵を預かっていた。送迎に行った時は家の鍵を掛けて事業所へ案内

していた。すぐにケアマネに連絡し苦情の内容を伝えた。翌日、利用を中止するとの連絡があ

り預かっていた鍵を返却した。 

その後の経過 

  ご家族・長浜市・担当ケアマネの三者で話し合いをされ、しばらく利用を休止することとな

った。 
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（６）デイサービスセンターらく 事業報告 

 

Ⅰ．経営参画目標 

（１）独自目標（中期経営計画(第１期)中期活動計画に基づく取り組み事項） 

区分 通期目標 実績 

人材育成と 

稼働率の安定 
稼働率 85％の維持 

ＯＪＴを通じてチームスキル

の向上が出来た。 

利用者の柔軟な 

受け入れ 
稼働率 85％の維持 

密着型と認知症対応型の職員

が連携し、相互の弱い部分を補

いあった。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．複数職員の長期休暇などの影響を最小限に

とどめて月平均稼働率 85％を維持。      

新しい職員を迎え入れながら個々の利用者に応じ

た接遇・介護方法のレクチャーを行い、人材の育

成に力を入れた。地域密着型の新規利用者は ６

名で、５月は開所後初の 85％に届くが、冬場の

入院や認知症対応型への移籍もあり年明けから急

激に減少した。 

２．地域密着型と認知症対応型が連携し、利用

者の柔軟な受け止めを行うことで稼働率

85％を維持。 

 

（２）各施設等共通目標 

 ①事業活動による収入額                           （単位：千円） 

区分 通期目標 実績 

地域密着型通所介護 ３７，８８２ ３１，４４０ 

認知症対応型通所介護 ３２．３６１ ２７，３７４ 

合計 ７０，２４３ ５８，８１４ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．収入増 

新規利用者獲得などにより稼働率を上げる。 

湖南市単独事業「湖南市認知症地域支援推進

事業」受託の継続。 

 

前年度よりは増収したものの、目標額には到達せ

ず。 

２．支出減 

日常経費支出の見直しを行い、利用者支援に

影響の無い範囲で支出を抑制する。 

 

開設後 12 年を迎え、浴室周り・床暖房などの設

備故障が続き、予定外の支出が続き抑制が出来な

かった。日常の消耗品は可能な限り節約できた。 

 

 ②利用率（稼働率）・サービス提供時間 

区分 通期目標 実績 

地域密着型通所介護 ８５％ ７３．８％ 

認知症対応型通所介護 ８５％ ６９．６％ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．一般型と認知症対応型の連携のあり方

や人の動き方を再整理し、新規利用希望

や現利用の利用日数増の希望を断ること

のないようにする。 

新規の利用依頼があっても要介護度が高かったり医療

ケアが必要な方が多く、職員連携体制を組み入れても

対応が困難で受入れを断るケースが多かった。現利用

者の利用日数は着実に増やすことは出来た。 

＊
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③サービスの質の向上にむけた取り組み 

区分 通期目標 実績 

満足度調査 ２回実施 １回 

嗜好調査 ２回実施 １回 

介護技術・専門知識等の  

研修受講 
２名以上 １名 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．満足度調査 

 利用者・家族に対して年２回実施する。 

８月に実施。返答率「75.5％」。全ての項目で「と

ても満足」「やや満足」がほとんどを占めたが、自

由記述では職員の関わりが「重度者に偏っている」

というご指摘もいただいた。自立度の高いご利用

者に対しても、これまで以上に意識的に関わる余

裕が持てる様に、活動内容などを工夫した。 

２．嗜好調査 

  昼食提供について嗜好調査を行い、意見（結

果）を委託業者に提出・協議し、提供内容の

充実を図る。 

１０月に実施。返答率「93.0％」。「美味しい」

が２／３を占めた。結果を委託業者と協議し、提

供内容の充実を図った。 

３．認知症のある人への介護をサービスの基本

とする。 

１）認知症基礎研修…１名以上の受講 

２）認知症介護実践者研修…１名以上の受講 

認知症基礎研修には「１名」の職員が受講をした。

認知症介護実践者研修については、今年度は予定

していた該当者が退職したため受講なし。 

 

 ④ヒヤリハット報告の顕在化と傾向分析・共有 

区分 通期目標 実績 

定例運営会議の活用 年間総括・分析 

れがーとエリア全体で計 12 回

の会議を実施し、再検証と再発

防止策の検討をした。 

前日ミーティング・事業所 

職員会議の活用 
類似のヒヤリハットを減少 

全職員がヒヤリハットの重要

性を認識出来た。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．定例運営会議で報告される事例について、

翌月運営会議で再検証し、事故につながって

いないかを追跡し、連続発生の防止とヒヤリ

ハットの重要性を理解する。 

「１００ケース発見」を目標にし、計４３件の報

告があった。エリア内の運営会議で毎月検証し、

事故発生に一定の成果があった。 

２．職員会議において意識向上を図る。職員個々

の受け止め方の違いを協議検討し、ヒヤリハ

ットに対する一定レベルの視点が持てる様に

する。 

終礼時間を使い、ヒヤリハットの発見を行い、エ

リア内運営会議での再検証結果を再び全職員へ報

告。ヒヤリハットの重要性について意識が高まっ

た。 

 

 ⑤交通事故防止策（交通事故ゼロ目標） 

区分 通期目標 実績 

運転状況の点検 計２回 ２回 

交通安全運転管理者 

講習受講 
計２回受講 ２回 
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定例運営会議の活用 計１２回 １２回 

交通安全運転 

管理者協会研修 
計１回 １回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．外部研修を活用し、交通安全に対する意識

向上・技術向上を目指す。 

外部研修の活用なし。 

２．事故事例（報告）を基に、季節・曜日・時

間帯・地域などからハイリスク帯を導き、   

全員共通の意識を持つことで、交通事故発生

ゼロを目指す。 

送迎時の道幅など、走行条件の悪い場所のチェッ

クを行い、送迎コースに反映させた。停車ポイン

トも安全面から見直しを行った。 

３．半期に一度、全職員の「運転状況の点検」

を行うことで、より安全な運転技術を維持す

る。 

異動職員を中心に実施した。 

 

 

Ⅱ．能力開発目標＜エリア目標として＞ 

（１）独自目標（中期経営計画(第１期)中期活動計画に基づく取り組み事項） 

区分 通期目標 実績 

人材育成と展開力のアップ 新人職員の養成 

新規採用者 4 名配属。 

兼務により、柔軟で多機能な働き方をトレーニ

ングした。 

ケアスキルの向上 資格の取得 

国家資格受験者、今年度ゼロ。 

強度行動障害支援者養成（基礎研修 1 名、実践

研修 1 名） 

総合力を高める 感性を高める 

配属部署に関わらず、エリア職員が共有する必

要のある事柄は、職責に関わらず広く周知した。 

エリアの所長級会議や、運営会議時に職員状

況・勤務の様子など報告し、今向き合っている

課題感など、チームとして取り組んだ。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．新規職員に施設介護および居宅介護業務を

兼務させることにより、幅広い介護力を身に

付け、将来的に多機能な働き方ができるよう

育成する。 

新規採用者 4 名、施設・居宅・ＧＨ勤務を兼務さ

せ育成。本人特性を見極め、7 月にはエリア内異

動も行った。 

２．受験者に対する学習会やレクチャーを行い、

受験経験者が受験職員をバックヤードから合

格に向けた支援を行う。 

介護福祉士受験資格取得まで、最短でも残り４年

を要す。 

３．高齢・障害の分野に関わらず、利用者やそ

の家族が抱える事柄を理解し、暮らし辛さや

ストレス感に寄り添える感性を磨く。 

読書研修を実施し、そのフォローアップとして経

験者によるお話し会を企画。相談支援事業の黎明

期のこと、相談事業が担う課題など、施設現場で

は理解しにくい事業について学習した。 

４．職責を理解させ、目標参画システムを効果

的に活用しスキルアップに繋げる。 

新たに、職責基準の説明を行うことはしなかった

が、要所要所で自分の法人内職責や職務ガイドラ

インを身近に感じるように説明した。 

指導職級以上には、個別目標達成支援プログラム

を活用した。 
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（７）ひのたに園 事業報告 

 

Ⅰ．経営参画目標 

（１）独自目標（中期経営計画(第１期)中期活動計画に基づく取り組み事項） 

①さつき荘跡地利用の検討 

区分 通期目標 実績 

救護施設のサテライト型施設 

開設に向けた準備と事業の開始 
サテライト施設の適正な運営 

・10/1 県から認可される 

・10/1 名称「ひのたに園社会

復帰棟」 

・10/5 消防計画の確認 

・11/1 より事業開始 

 週５回 13：00～17：00

利用者８名程度内職作業を

行う 

  2/1 より週１回 9：30～

17：00 変更する 

  内職は、３業者から請けてい

る 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．個別支援計画に基づく施設内生活状況のア

セスメント 

施設内生活状況アセスメントシートを作成、実施

した。利用者を６グループに分けた。 

２．就労前準備訓練移行希望調査、対象利用者

の抽出・確定 

個別支援計画と施設内生活状況アセスメントシー

トの結果により対象利用者を抽出、確定した。 

３．職員の研修参加等による就労支援スキルの

向上 

ジョブカレに作業を見に行き手順などの説明を受

けた。 

４．10 月の開設に向け、必要な設備・備品の整

備 

消防設備不良箇所の改修、水道量水器の交換、電

話回線の新規開設を行うとともに、必要物品で既

にあるものは使用し無いものを購入した。 

  

②救護施設の業務の再点検と適正配置 

区分 通期目標 実績 

業務の再点検と職員の 

適正配置 

・新業務マニュアルに基づく利用

者視点での生活支援の実施 

・適正な職員配置 

職種職員配置基準数に基づい

て職員配置を確認している。 

業務内容の見直しをおこなっ

た。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．日課、支援方法、サービスメニューの精査・

検討を行ったうえ業務マニュアルの見直しを

行う。 

業務内容の見直しを行い、生活支援員の動き（日

勤、宿、早出、遅出）を再作成した。 

２．新規事業等にかかる職員体制の検討を行う。 社会復帰棟の業務から職員体制を決定した。 

 

③地域エリアの連携・協力体制の推進 

区分 通期目標 実績 

エリア会議開催 ２回 実施なし 

施設間連携の強化 
合同研修会開催（１回） 

施設間派遣研修（２回） 

実施なし 

２月２回、３月２回実施した。 
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＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．エリアでの連携強化策について検討するた

め、エリア会議を開催する。 

実施なし 

２．人権、文書事務、接遇などをテーマに合同

研修会を実施する。 

実施なし 

３．施設間における派遣研修を実施する。 養護老人ホームきぬがさと交換派遣研修を実施し

た。２月２回、３月２回 

 

 ④保護の実施と生活困窮者支援 

区分 通期目標 実績 

保護の実施と 

地域移行の推進 

虐待緊急保護事業の受け入れ 

（法人共通事項） 
1 名利用があった。 

生活訓練室の活用（２０名） 年間 13 名 

断酒サロンなどの開催（８回） 年間 11 回 

矯正施設等退所者の 

受け入れ促進 

定着センターと勉強会開催（２回） 

個別支援会議への参画 

定着センター所長より説明を

受けた。個別支援会議には、随

時参加した。 

全定協主催研修会などへの参加（2 名） 実施なし 

生活困窮者支援事業への

協力 

支援会議への参画 

（東近江市 or 甲賀市） 
実施なし 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．地域移行を目指した生活訓練室の積極的活

用を行う。 

生活訓練室年間延べ 13 名 

（うち１名３回利用、１名２回利用） 

訓練室利用者で６名地域移行した。 

２．断酒サロンの開催など、地域移行に向けた

取り組みを積極的に行う。 

年間 11 回実施 

年間 滋賀県断酒会連絡会員１８名 

   福祉関係者３名 

   利用者 57 名 

３．矯正施設などからの退所者の受け入れにつ

いては、地域生活定着センターと連携を図り

ながら進めていく。また、園内勉強会の開催

や全定協主催の研修会などへの参加により、

職員の資質向上を図っていく。 

６月に定着センターより入所相談があり6/23に

１名入所した。 

定着センターからの入所者のケース会議を定期的

に行った。 

４．福祉事務所が行う生活困窮者支援事業に協

力し、地域の要支援者への相談支援を行う。 

実施ないが、東近江市、甲賀市障害者サービス調

整会議に参加した。 

 

（２）各施設等共通目標 

 ①事業活動による収入額                           （単位：千円） 

区分 通期目標 実績 

事業活動収入 ２６９，４４０ ２５９，７７０ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

 

項目 実績 

１．収入増のための取り組み 

・平成２８年１０月より一時入所事業を開始す

る。 

 

来年度開始予定 
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２．支出減の取り組み 

・本人支給金の所持金額の見直しを検討する。 

（法人全体） 

 

・社会福祉法人グロー無年金受給者に対する日常

諸費の支給取扱内規に基づいて行っている。 

（前月末の所持金累積額が 150,000 円に満たな

い場合に支給される） 

・障害者加算金から介護用品等を自己支弁する。 ・介護用品購入者 23 名 

・引き続き、被服費、教養娯楽費の額の見直し

を行う。 

被服費については、ひのたに園利用者被服購入要

綱に基づいて行っている。 

①障害者加算の支給を受けていないもの 

②障害者加算の支給を受けているが、施設利用に

かかる本人負担金を除く所持金残高が 100,000

円以下の利用者 

・業務全般の見直しを行うことにより光熱水費

の削減に努める。 

・職員～主任者会議、職員会議で光熱水費につい

て報告し削減に努めた。 

・利用者～利用者懇談会で節減について呼びかけ

た。 

 

 ②利用率（稼働率）・サービス提供時間 

区分 通期目標 実績 

月初在籍者数 平均１００名 ９６．２名 

入院を除く年間稼働率 ９８％ ９３．９％ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．女性利用者が急激に減少しており、居室棟

の再編整備とそれに伴う施設の改修について

検討を進める。 

検討が進められていない。 

（女性入所８名、退所９名） 

２．居室および生活訓練室の有効活用に努め、

多様な方々を積極的に受け入れる。 

福祉事務所に空き状況を伝え見学、相談を積極的

に受け入れた。 

生活訓練室年間利用人数→１３名 

３．健康生き生き学習会の開催などにより利用

者の心身の健康維持を図るとともに、病気の

早期発見・早期治療に努めるなかで、極力入

院とならないようにする。 

健康生き生き学習会の開催年間→６回 

入院者年間→２４名 

昨年より１５名減少した。 

４．地域でのケース会議等に参加し、地域の福

祉関係者とのネットワークを確立するなか

で、利用者の積極的な受け入れに努める。 

東近江市、甲賀市障害者サービス調整会議に参加

した。 

  

 ③サービスの質の向上にむけた取り組み 

区分 通期目標 実績 

利用者満足度調査 ２回 ２回 

食事満足度調査 ２回 ２回 

サービス点検調査 １回 実施なし 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．各種調査により利用者ニーズを把握し、サ

ービスの改善・向上に努める。 

調査実施日 ８月、２月 

結果を分析し掲示した。低い項目については、改

善・向上に努めた。 
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④ヒヤリハット報告の顕在化と傾向分析・共有 

区分 通期目標 実績 

ヒヤリハット研修会 ２回 １回 

ヒヤリハットの件数 １００件 ３０件 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．「ヒヤリハット」に気づくための研修会を

実施する。 

5/19 職場内研修（テーマ～支援の進め方につい

て「より良いサービス提供のために」）でリスク

マネジメント（ヒヤリハット）について話し合っ

た。 

２．ヒヤリハットの内容について、職員間でそ

の傾向を分析・共有しリスク回避に向けた対

策を日々検討する。 

ヒヤリハット報告書が提出されると原則夕方のミ

ーティングで話し合った。 

 

 ⑤交通事故防止策（交通事故ゼロ目標） 

区分 通期目標 実績 

交通事故発生件数 ゼロ ４件 

研修会の開催 １回 １回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．交通事故ゼロにむけた職員研修会を年 1 回

実施する。 

６月の職員会議で「交通安全のポイントについて」

話し合った。 

交通事故の発生後、ミーティングで安全運転を呼

びかけた。 

２．特に宿直明け職員の定時退庁励行を徹底す

る。 

宿直明けの職員が定時退勤しない時は、早く帰る

ように促した。 

３．朝夕のミーティング等を通じて職員の健康

状態の確認を徹底する。 

朝夕のミーティングで職員の健康状態を確認し

た。 

２．接遇研修や介護の研修等を通じて職員の資

質向上を図る。 

５月職場内研修「支援の進め方について」内部  

６月職場内研修「権利擁護」外部 

６月職場内研修「おむつの特徴、当て方について」

外部 

７月職場内研修「脱水について」外部 

８月職場内研修「腰痛予防」外部 

１１月職場内研修「摂食・嚥下の基礎ととろみ調

整食品について」外部 

１月「権利擁護」内部 

３．利用者の状況を踏まえた業務マニュアルの

点検・検討を行う。 

３月業務の見直しマニュアルを変更した。 

４．外部有識者によるサービス点検調査を実施

し、指摘のあった事項の改善に努める。 

昨年３月に実施した結果を改善した。 

・夕食 17 時 30 分と早い→６月より 18 時に変

更した。 

・トイレ内に置いてあるポータブルトイレ前にカ

ーテンが無い→カーテンを取り付けた。等 

５．第三者委員による「よろず相談会」を定期

的に実施し、利用者の不満や要望については

改善に努める。 

第三者委員会議 6/29、3/14 

第三者委員よる苦情相談日 8/24、2/16 
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Ⅱ．能力開発目標 

（１）独自目標（中期経営計画(第１期)中期活動計画に基づく取り組み事項） 

 社会福祉士・介護福祉士の資格取得を推進する 

区分 通期目標 実績 

社会福祉士・介護福祉士等の

資格取得 
介護福祉士 ２名 介護福祉士 １名 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．必要に応じて、資格取得について勉強会を

開催する。 

資格取得の資料（受験対策のポイント）を配布し

た。 

２．自己啓発手当受給者には、各種研修会等へ

の参加を促す。 

主任介護福祉士の講座、社会福祉士受験資格取得

の講座に参加した。 

３．法人の人材育成計画と連携して実施する。 実施なし。 
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ひのたに園 苦情解決体制 

 

  苦情解決責任者 吉川園長 

  苦情受付担当者 北川副園長、森嶋主任相談員 

  第三者委員 澤村栄治「日野町社協事務局長」 

        岸尚信 「わらべ保育園園長」 

        宇野寛二「ひのたに園家族会会長」 

 

苦情解決の件数 苦情件数 11 件 

日 付 内     容 

6/27 

 

利用者 Y 氏より入所前に泌尿器科で薬をもらって飲んでいたら尿漏れが治っていた

が入所してからまた尿漏れがあるので看護師に相談したら「考えます」と言われそ

の後再度相談したら受診しないと訴えた。→7/4 に受診することになったが本人は

私が言っても放っておかれるが、ここの看護師は医師から言われたらすぐに動くと

話した。相談員から「放っておいたわけでない」事を説明した。 

7/5 利用者 Y 氏が A 支援員の誤解を招く態度を直してほしいと言う訴え→全職員に誤解

の招くような態度をしないように促しておく。 

7/5 利用者 Y 氏が入所前の病院から血圧の薬、泌尿器の薬をひのたに園の職員に預けた

のに無いと言われた薬はどこに行ったのか。→入所時薬を預かっていなかったため

入所前の病院に薬を確認したところ薬はいらなかったので渡していないと話された

ため本人にそのことを話した。 

7/12 昨日の眠前薬に他利用者の名前が消された薬を渡され飲んでしまった。他利用者の

薬と間違われたと思い看護師に尋ねると間違っていないような言い方をされたので

カチンときた。また昨日薬を飲んでから具合が悪くなったような気がした。→看護

師に確認したところ本人の薬は 13 日に出るのでそれまでストックしている同じ薬

で対応した。「嘱託医指示」次回から薬袋を新しいものに変えることになった。利用

者対応については相手の立場になって対応してほしいと伝える。 

7/19 利用者 Y 氏より①言葉づかいの悪い職員がいる②上から言う職員がいる③利用者と

添い寝している職員がいる→①②についてはミーティングで全職員に言葉づかいに

ついてと同じ立場で話をするように伝える。③については、精神不安定の利用者が

添い寝を５分程度すれば落ち着いて寝る事ができるが、添い寝をすることは他利用

者からみても良いことではないので他の介護方法で本人が安定できるようにしてい

く。「全職員がしていないため」 

7/29 ①支援員に預けているたばこの本数が違うと言ってもそのままになっている②昨日

納涼祭でシャワーの時間に変更があったのに事前に報告がなかった→①支援員に話

をすると本人の本数と預かっている本数が違っていたがよくわからなかったのでそ

のままになっていたとの事だったので、本人と話をして足らない本数を返すことに

なった。全職員に利用者から問い合わせがあった時すぐに返答するように徹底した。

②利用者懇談会で入浴時間変更は言ったが聞こえない方もいるので、掲示しまた変

更がある当日の朝の放送で利用者に伝える。 

8/18 利用者 N 氏より「名前はわからないが腕の太い職員が黙って自分のズボンを下げる

ので嫌だ」と訴えた。職員に聞くがどの職員か特定できなかった。９月の職員会議で

人権にかかわるような支援はいけないと話す。 
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8/22 利用者 Y 氏が①看護師に身体の事を相談すると寝たきりになるまで対応しないと言

われた。看護師に不審感を持った。②今日倒れたとき大丈夫と言った職員もいるが言

わない職員もいた。ひどい対応である。→①看護師に確認するが言っていないとの事。

②声掛けをしなかったのは倒れたのを知らなかったと話した。①②についてミーティ

ングで話した。また利用者の立場に立って対応するように伝えた。 

8/22 利用者 B 氏が①在園証が無くなり近隣の人が持ってきてくれた時自分は、外で落と

していないのに持ってきてくれた人にお礼を言うように言われたが納得できない。②

朝食時マーガリンを頼んでいるのにジャムがついていた何度言ったらわかってもら

えるのか→①本人は外出していたので落としたと思われるが本人が落としたことの

認識がないためこの話はそれ以上しなかった。②厨房ではマーガリンをつけているが

棚に置いた時に他利用者がジャムに変えていると思われるため厨房で預かり食事に

来た時に厨房に声掛けしてもらうように話す。 

11/7 利用者 K 氏より①入浴時男性職員が入ってきてびっくりした。用事があるのなら言

ってほしい。②私の居室に入るときにノックしない職員がいる。→①その時の状況を

聞くと特浴が故障して中に入っている女性職員がわからなかったので男性職員を呼

び見てもらったとの事であった。故障と言われそのことしか頭になく、利用者に了解

もなく入ってしまったとの事であった。K 氏に理由を話し謝罪した。②この訴えに

対して職員に聞くがわからなかったが、利用者の居室に入るときは、ノックをして一

声かけて入るように話す。 

11/7 利用者 S 氏より看護師に頓服を預けているが看護師不在時生活支援員に言っても看

護師がいないので渡せないと言われた。→看護師が医務室で本人の頓服を預かってい

たが生活支援員に伝えていなかったため本人に謝罪し支援員室に薬を保管した。 

 

 運営適正委員会へ相談したケース 

28.6.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.22 

県運営適正委員会よりひのたに園の利用者で苦情相談があったので事情を聴きたい

と電話連絡があった。 

「苦情の内容」 

①「頭が痛いため救急車を呼んでほしいと職員にお願いしたが、職員の方から必要が

ないと言われ救急車を呼んでもらえなかった」との苦情があったが状況を説明してい

ただきたい。 

→本人から頭痛の訴えがあったのは事実。看護師がバイタルチェックし異常が認めら

れなかったので様子を見るように話したが本人所有の携帯電話で救急車を要請した。

救急隊が来られバイタルチェック等をおこない、本人に状態を説明され受診するかど

うか確認され本人了解のもと搬送せずに帰られた。 

②6/13 に足が痛くて H 病院に(整形外科)受診されたようだが、足の痛みは他から来

ているものかもしれないと言われたがその後ひのたに園ではちゃんとした対応がし

てもらえない。 

→病院での診断結果、医師からの指示等、確認後改めて連絡しますと伝えた。その後

運営適正化委員会に 6/13 の受診状況と今後の検査予定について伝えた。 

③足が痛くて食事の際、食堂に行けないと言っているが聞き入れてもらえない。 

→主に対して居室配膳は特段の事情(感染性の疾病等)の時のみで 

他の利用者も歩行困難時には車椅子で誘導しているので職員に言ってもらえばお連

れすることはできますが自走してこられているのと独歩で歩いている時もあるので、

どこまで深刻な状態であるか測りかねているような状況ですと伝えた。 

運営適正委員会より昨日委員会を開催した結果 7/8 に委員２名で訪問しますと連絡

があった。本人了解のもと返事をする。 

10:00～12:30 

出席者県社協相談支援担当課長松村氏、社会福祉士県運営適正化委員会石山氏 

ひのたに園 園長、副園長、森嶋主任生活相談員 
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7/8 

 

最初 1 時間 30 分程度本人より聞き取り 

その後本人の話された内容について職員と聞き取りがあった。内容は服薬の状況、

救急車を呼んだ件、病院受診についてであった。施設内での他利用者との関係(困り

事を話す利用者は２名程度)利用者の男女比(７１名、２６名)60 代が多い。 

その話に関連して職員の人数３４名、障害の程度(５月の月例報告)職員体制・・宿直

体制「２３時～翌朝５時仮眠、緊急時ナースコール対応」夜間は職員３名で対応し

ている。日中は、最低人数９名で対応している。 

また本人の受診状況と昨日精神科の医師から心理検査結果について(精神遅滞があっ

たうえでの発達障害、「発達障害では生育歴は、重要であるが自分で生育歴が話せな

いので正式な診断は難しい環境に対して非常に適応能力が低い」) 

本人の今後、自立支援医療を取得する件、精神保健福祉手帳取得の件、在宅復帰後

福祉サービス「ヘルパー」を利用する件を伝えた。 

 

☆県適正化委員会は持ち帰り、委員で今日の内容を話し合います。その後必要なこ

とがあれば連絡しますと松村課長が話された。 

その後連絡はなかった。 

◎この内容について法人本部の山田部長に連絡した。 
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（８）滋賀県立むれやま荘 事業報告 

 

Ⅰ．経営参画目標 

（１）独自目標（中期経営計画(第１期)中期活動計画に基づく取り組み事項） 

区分 通期目標 実績 

日中活動の見直し 日中活動の見直しの協議 達成 

施設外就労の開始 施設外就労の継続 未達成 

社会復帰プロセスの導入 自立生活体験施設の検討 達成 

既存施設の使用方法の検討 生活体験空間の強化 達成 

送迎利用による利用者増 １０％ 未達成 

支援体制の見直し 新体制の構築 達成 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

・事業ごとの定員および生活介護事業の追加等

を見直すことで、段階的な協議の継続に努める。 

・協議としては、主に指導職（職責）以上および

荘内運営会議等にて協議し、現状事業にて継続す

る結果としたが、法人本部との協議はできなかっ

た。 

・職員体制等の強化を図ることで、施設外就労

の開始継続に努める。 

・7/26 までは、岡安ゴムにて施設外支援を継続

していたものの、利用者の就労意欲が続かず、施

設外支援自体の継続ができなかった。結果、施設

外就労支援には結びつかなかった。（現在、３月

より田辺クリーニングにて施設外支援の継続中） 

・自立生活体験の場の提供を検討することで、

社会復帰に向けた取り組みを強化する。 

・ADL 室の活用により、自立生活体験の場の提

供ができた。 

・退所後のシミュレーションを実践する。（ADL

室等の活用） 

・ADL 室の活用としては、退所後の一人暮らし

体験を 4 名（宿泊訓練のみではなく、浴室利用な

ど対象利用者の目的に応じて訓練を実施した） 

その他としては、身辺動作訓練 16 名、個別調

理訓練 6 名。またグループでの調理訓練や調理活

動を 8 名に実施した。 

・通所希望の利用者増に努める。 ・延べ利用者日数では、８月までは達成していた

ものの、年度通しては未達成の結果となった。し

かしながら、通所登録利用者数としては増加した。 

・生活支援において、新支援体制を構築する。 ・社会リハビリテーション連携室と生活支援係と

の連携を密にすることで、出口支援での役割分担

を行った。結果、企業ならびに福祉的就労に結び

つけたケースが前年度より約 15%増加した。 

 

（２）各施設等共通目標 

 ①事業活動による収入額                           （単位：千円） 

区分 通期目標 実績 

むれやま荘合計 ２３９,１６４ １９２,９６８ 

  障害事業収入  １４５,８４６ １０１,００３ 

  指定管理料収入  ８７,０６０ ８７,０６０ 
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  就労支援事業収入  ６０７ ６８６ 

  医療事業収入  ５,０６３ ３,６１０ 

  その他の収入  ５８８ ６０９ 

施設入所支援  １４５,９１８ １２６,０８５ 

  障害事業収入  ５３,２０７ ３４,８０６ 

  指定管理料収入  ８７,０６０ ８７,０６０ 

  医療事業収入  ５,０６３ ３,６１０ 

  その他の収入  ５８８ ６０９ 

自立訓練（機能訓練）  ４２,７０１ ２６,６１６ 

  障害事業収入  ４２,７０１ ２６,６１６ 

自立訓練（生活訓練）  ２９,０６０ ２１,７７９ 

  障害事業収入  ２９,０６０ ２１,７７９ 

就労移行支援  １６,７３７ １１,９５３ 

  障害事業収入  １６,１３０ １１,２６８ 

  就労支援事業収入  ６０７ ６８６ 

短期入所  ４,７４８ ６,５３８ 

  障害事業収入  ４,７４８ ６,５３８ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．収入増 

・「施設機能説明会」を３回開催する。また、

回復期病棟および市町行政障害福祉課等への営

業活動をとおして施設利用の促進に努める。 

【施設サービス説明会】 

第 1 回（  6 月）：66 名 

第 2 回（  9 月）：32 名 

第 3 回（12 月）：  8 名 

第 4 回（  3 月）：18 名 

合計 124 名の参加があった。併せて、外部でも

サービス説明会（8 月/61 名）を実施した。 

【行政：障害福祉課】 

県下 19 市町への挨拶回り（4/1、4、5） 

【医療機関】 

・滋賀県リハビリテーションセンターとの意見交

換会（11/29：成人病センターリハビリテーショ

ン科、滋賀県障害福祉課、むれやま荘） 

東近江圏域：４カ所（5/26）、3 カ所（3/29） 

甲 賀 圏 域：1 カ所（8/1） 

湖 東 圏 域：３カ所（8/18） 

大 津 圏 域：３カ所（9/7）、1 カ所（1/30）、 

湖 南 圏 域：4 カ所（9/8）、2 カ所（10/17） 

高 島 圏 域：3 カ所（10/21） 

京 都 圏 域：1 カ所（1/18） 

湖 北 圏 域：1 カ所（3/14） 

合計２６カ所の病院に訪問した。また、県立リハ
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ビリテーションセンターへの挨拶（1/13）を実

施し施設利用の促進を図った。 

【地域包括支援センター】 

湖 南 圏 域：３カ所（12/19）、5 カ所（1/13） 

大 津 圏 域：1 カ所（1/23） 

合計 9 カ所を訪問し、利用促進を図った。 

・加算項目《送迎加算(Ⅱ)、施設外就労に伴う

移行準備支援体制加算(Ⅱ)》の追加により、収

入増を目指す。 

・加算項目については、送迎加算(Ⅱ)は継続中で

あるものの、移行準備支援体制加算(Ⅱ)に対して

の事業が展開できず、収入増にはつながらなかっ

た。 

２．支出減 

・水道光熱費等の固定経費の削減を行う。 

 

・全体的な省エネ策に関しては節電アクションメ

ニューを引き続き実行した。前年比使用量（料）

は以下のとおりであった。電気使用量は、冬季の

暖房使用が増加したものの、電力会社が変更にな

ったことに伴う単価の変更により、使用料は削減

となった。ガス使用量は電気同様、空調利用によ

る使用量の増加はあったものの燃料代単価の見直

しによる使用料減となった。 

 

 使用量 使用料 

電気 ＋7.2% －568 千円 

ガス 
空調 ＋10.0% －890 千円 

給湯 －5.3% －710 千円 

上水道 －3.4% －86 千円 
 

・施設の維持管理費用を縮減していく。 ・施設設備、備品維持管理に伴う修繕経費は、大

きな修繕がなかったこと、職員の小修繕対応によ

り前年比 564 千円削減することができた。 

・消耗品等の使用制限による節約を周知する。 ・平成 27 年度には器具什器の費用が多かったこ

とと、経費節減により 633 千円を削減すること

ができた。 

・交通事故や介護事故を起こさないことで無駄

な支出を削減していく。 

・事故予防対策については、介護事故０件、通勤

途上の交通事故１件であった。（事故に関しての支

出はなかった。）今後も事故予防対策の徹底を図っ

ていく。 

 

 ②利用率（稼働率）・サービス提供時間 

区分 通期目標 実績 

機能訓練 (30 名) ８６．７% 未達成（４２．６％） 

生活訓練 (18 名) ９４．４% 未達成（６１．５％） 

就労支援 (12 名) ７５．０% 未達成（３９．４％） 

入所支援 (60 名) ６０．０% 未達成（３３．１％） 

短期入所（延べ人数） ５００人 達成（８２０人） 
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＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．休日の有効活用として、機能訓練と余暇活

動の日を設け、休日時のサービス向上と稼働

率の向上に努める。 

・機能訓練の日（第 1 土曜日）：47 名/年の訓練

参加があった。また、余暇活動の日（第 3 土曜日）：

104 名/年の活動参加があった。土・日曜日帰宅

されない利用者やサービスを受けたい利用者を対

象に実施し、稼働率向上につなげた。 

２．施設サービス説明会や見学会を開催する。

また、県内や近県の回復期病棟等への営業活

動を通し施設利用につなげていく。 

・「施設サービス説明会」を 4 回開催（参加人数：

124 名）し、今年度より居宅介護支援事業所にも

案内を行い、介護保険サービス利用者も対象とし

た。 

・視察：厚労省障害福祉部企画（3 名：2/11） 

・視察：元駐スウェーデン日本特命全権大使 

（1 名：3/18） 

・県内や近県の回復期病棟等への営業活動（二巡

目）を実施した。また、市町障害福祉課および地

域包括支援センターにも営業活動を実施し、施設

利用につながる取り組みを継続した。 

３．感染拡大予防に努め、感染症による利用低

下を防ぐ。 

・感染性胃腸炎については未発症であったが、イ

ンフルエンザについては職員 1 名が発症した。

しかし、この職員からの感染拡大は防げ、感染症

による利用低下はなかった。 

４．利用促進（短期利用）のための空き情報提

供を行う。 

・市町自立支援協議会の参加時、空きベッドの情

報提供やホームページでの利用促進を図った。今

年度は 2 名の新規利用者があり、年間で 820 名

の利用があった。（H27 年度：570 名）ニーズ

に合った利用方法の構築として、短期入所の利用

基準をⅠ（日中活動併用または入退所の時間帯）・

Ⅱの区分で提供を継続した。 

５．高次脳機能障害利用者等の受け入れとし

て、勤務体制（早出・遅出出勤等の導入）を

強化し、柔軟な利用促進を行う。 

・勤務体制の強化として、高次脳機能障害利用者

の新規入所に合わせ、8 月 8～10 日、10 月 11

～14 日、10 月 18 日～11 月 30 日と入所や短

期利用者の社会的行動障害等のレベルにより、柔

軟な対応を実施し利用促進を図った。 

・４月より早出勤務を実施した。 

６．ボランティア等の支援により、サークル活

動等を強化することで、社会参加できる可能

性を広げる。 

・陶芸ボランティア（6～8 名）により、常時 12

～16 名の利用者が参加され、創作活動に意欲的

に取り組まれた。当荘文化祭や地域の催し時にも

多くの作品を出展し、社会参加の場を広げた。 

７．稼働率向上アンケート結果により、上期に

てアンケート結果の協議検討。下期にて実践

可能事項については取り組みを開始する。 

・昨年度に稼働率アンケートの結論を出したもの

の、それを基にした協議および取組までの実施が

できなかった。 

８．加算項目《送迎加算(Ⅱ)、移行準備支援体

制加算(Ⅱ)》の追加によるサービス強化によ

り、利用者増を目指す。 

・送迎加算(Ⅱ)については実施できたものの、移

行準備支援体制加算(Ⅱ)に関しては実施できず、

利用者増を目指すことはできなかった。 

 

 ③サービスの質の向上にむけた取り組み 

区分(５段階による平均値） 通期目標 実績 

利用者満足度調査 ３．５ 達成（３．６） 
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利用者食事満足度調査 ３．５ 達成（３．７） 

ボランティア満足度調査 ３．５ 達成（４．４） 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．満足度調査等を実施することで、利用者や

ボランティアの生の声をサービスの改善や向

上に努める。 

・全利用者を食堂に集め、当荘の役割や機能の説

明後、助言を行いながらの調査を実施した。 

・ボランティア総会（3/16）を開催し、満足度

調査や意見交換会を実施した。 

・利用者委員会も１回/年開催し、利用者からの要

望に対しては、「すぐ対応できること」「準備して

から対応できること」「今後も検討すること」の三

段階にて対応した。 

２．当荘のサービス評価委員会により、サービ

ス自己評価の実施により、サービスの質の向

上に努める。 

・サービス自己評価に関しては、むれやま荘サー

ビス評価委員会にて対応した。 

 

 ④ヒヤリハット報告の顕在化と傾向分析・共有 

区分 通期目標 実績 

機能訓練 ３０件以上 達成（５０件） 

生活訓練 １８件以上 未達成（１６件） 

就労移行支援 １２件以上 未達成（１件） 

短期入所 １４件以上 未達成（８件） 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．リスクマネジメントの推進により安全、快

適性の向上を目指し、多くのヒヤリハットに

気づく視点を養う。 

・利用者対象ヒヤリハット件数は 75 件（総数

104 件：利用者関連以外のヒヤリハットが 29

件）で達成したものの、区分別では機能訓練のみ

となった。今後も、引き続き「気づき」を養って

いきたい。 

２．ヒヤリハット内容を朝礼（職員間）にて共

有・分析し、同様のヒヤリハット事象を繰り

返さない。 

・同内容の繰り返しヒヤリハット事象（12 件）

のうち、事故につながったケースは 5 件（H27

年度：4 件）あった。 

 

 ⑤交通事故防止策（交通事故ゼロ目標） 

区分 通期目標 実績 

通勤途上および業務時の運転 ０件 未達成（１件） 

休日運転 ０件 達成 

交通安全研修 ２回 達成 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．通所利用者送迎時の交通安全を徹底するこ

とで、交通事故件数「０：ゼロ」を目指す。 

・通勤途上での交通事故が１件発生した。（8/26

出勤時、後続車に右側面に追突されたが、人身事

故には至らず、業務にも支障をきたすことはなか

った） 
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２．全国交通安全運動に合わせて、安全運転の

啓発及び研修を実施し、交通事故件数「０：

ゼロ」を目指す。 

・5/17 に交通安全ビデオにて研修会を実施した。

3/16 草津警察署より巡査部長を講師として招

き、交通安全研修会を開催し交通事故「０」を目

指した。 

３． 事故当事者（職員）の長期休職による職員

不足を発生させないことで、交通事故等に係

る諸経費等の支出を減らす。  

・朝の通勤途上時の交通事故が1件あったものの、

事故に関して、職員不足や支出負担は生じなかっ

た。 

 

 

Ⅱ．能力開発目標 

（１）独自目標（中期経営計画(第１期)中期活動計画に基づく取り組み事項） 

区分 通期目標 実績 

人権擁護の意識付け 
  研修参加 

  １回/職員 
達成 

講師の確立 

（専門的支援力の習得） 
1 回/職員（講師） 達成 

支援力の向上 

（高次脳機能障害の理解） 

勉強会参加 

１回/職員 
達成 

支援力の強化 

（意識改革のための提案） 
１件/職員 達成 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

・人権感覚の構築のための研修、または社会人

としてのマナーの研修に参加することで、人権

意識の向上と確立を図る。 

・「人権、虐待防止、障害者差別解消法」（5/25）、

「接遇研修」（11/10）について職員研修を実施

した。 

・ＯＪＴ研修の充実として、先進施設への派遣

職員による（復命伝達研修を活用）内部研修講

師の確立を図る。 

・滋賀県立リハビリテーションセンターへ施設実

習に作業療法士（3/9）・言語聴覚士（3/10）

各 1 名を派遣し（主に高次脳機能障害者に対して

のリハビリ方法の見学実習）、講師として復命伝

達研修を実施した。 

・ＯＴ、ＳＴによる勉強会（高次脳機能障害を

理解することで、利用者への関わりに自信とや

りがいを持つ）を開催する。 

・7/7（佐野 ST）および 3/15（佐野ＳＴ、鈴

木 OT）による「高次脳機能障害者について」勉

強会を実施した。 

・高次脳機能障害支援センターとの協働開催に当

荘職員も 13 名（延べ人数）参加し、事例検討会

（6 回）を通して勉強会を実施した。 

・アンケート調査（サービスの質の向上に対し

ての提案）を実施（１回/年）することで、質の

高い支援サービス提供の強化を図る。 

・９月にアンケート調査を実施し、質の高いサー

ビス提供についての意識向上を図った。 
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滋賀県立むれやま荘 苦情解決の体制および結果（苦情解決の内容を含む） 

 

苦情解決の体制 氏名 

苦情解決責任者 宮川所長 

苦情解決受付者 

出野社会ﾘﾊﾋﾞﾘ課長 

藤田総務課長 

中川秀和主任生活支援員 

第 三 者 委 員 

前野 奨 （滋賀県脊髄損傷者協会常務理事） 

上坂順子（前脳外傷友の会滋賀代表） 

奥村嘉英（草津市社会福祉協議会常務理事） 

 

苦情解決 

件  数 １件 

内  容 
・給食メニューについて 

（内容：副食の鮭とれんこんが多いことに対する苦情） 

対  応 ・副食の実態を確認し頻回ではないことを説明した結果、

ご利用者本人の思いより少ないことが判明し了解してい

ただいた。 
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（９）滋賀県立信楽学園 事業報告 

 

Ⅰ．経営参画目標 

（１）独自目標（中期経営計画(第１期)中期活動計画に基づく取り組み事項） 

区分 通期目標 実績 

信楽学園の機能に

ついての見直し 

「信楽学園の現状と課

題」の＜今後の方向性＞

について実践していく。 

学園外部へのアピールを強化する（ホームページ

の活用、県内中学校向けのアクションを検討し、

実践する）。 

例年に沿ってホームページの活用、体験入園説明

会等は実施し、学部の懇談会等において学園につ

いての紹介などは積極的に参加した。 

児童数の増加については、入所決定が子ども家庭

相談センターであることには変わりはなく、その

点においては県にも検討の打診はしているものの

仕組みそのものの検討には至っていない。 

県教育委員会から各校に設置されているスクール

ソーシャルワーカーの先生方の研修で学園に見学

に来られた際にはお互いを知るいい機会となっ

た。また湖東圏域の地域移行支援部会の研修で部

会及び関係機関の職員が来園された際にも学園の

ことを知ってもらういい機会となった。 

中間活動計画に則っての活動はあまりできなかっ

た。 

学園全体としての「信楽学園の現状と課題」を元

にした議論が作成後振り返り議論する場を設ける

ことができなかった。 

新たな指定管理期間がスタートし、県当局との協

議を継続している。児童福祉法が改正される平成

３０年度については県当局から今回の指定管理期

間では変更をする予定はなく、障害児入所施設で

の定員も６０名のままでいくとのことであった。

建物等設備については、６月の工場での事故を契

機に、生活寮、作業工場等全ての安全点検チェッ

クを全職員で行い、これまでに見逃していた部分、

放置していた部分について、改善策の検討を県と

もおこなった。 

指定管理により積極的に計画を進めていくには県

との協議が少なく、目の前の事柄に随時処理対応

していくことが主となっている。今後のあり方等

についても、県からは指定管理期間中（平成３２

年度）までは法改正等があっても現状のままでい

くとの指示があり、次の指定管理申請までに検討

してくものと思われる。その際には現在学園を運

営管理している事業所として積極的な意見を提示

できるように次年度からは意識を高めていく必要

がある。 

職員体制について、現状の児童数が少ない状況で

楽をせずに、無駄を省けるような体制作りを検討

していく。 
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発達障碍児の支援

拠点としての機能

の整備 

建物ならびに支援の構造

化を行うための調査・研

究を行う。 

発達障害児の受け皿としての機能を充実させる

（受入率４０％をクリアさせる）。発達障害児の

受け入れについては、今年度新入園児１０名中発

達障害の診断を受けているものは１名であった

が、傾向として見られる児童は５名近くおり、2、

3 年目の当該児童を合わせると１６名となり、健

康として見られるものを含めると受入率４０％は

クリアしていることになる。支援として建物の構

造化は現状としては難しく、氷山モデルの活用や

図などを活用しての見える化などにより支援が円

滑に行われるように努力した。 

者の受け入れ（就労移行支援）については検討を

先送りにしている。年度当初、進路先の都合によ

り、４年目となった児童が一人いたが、学園から

他事業所で通勤してもらい、工場には入らずとし

た。児童と者が同じ敷地内で活動をすることにつ

いて、イメージが固まらないのが現状である。平

成３０年４月の児童福祉法改正による方向性とし

ては、児の施設として運営していくことを県から

は確認している。（指定管理期間は大きな変更は

しない）。児童の入園については、子ども家庭相

談センターが入所決定していくことには変わりが

なく、発達障害児を強く入園させることについて

は学園の一存では決められないのが現状である。

発達障害児については子ども家庭相談センターに

対しても、今後受け入れをアピールしていかなけ

ればならないが、併せて職員の支援力の向上を進

めていく必要が引き続きある。新規入園候補者に

は発達障害児よりも社会的養護として自宅を離れ

た方が良いと判断される児童が多い。 

県内に障害児入所施設が当学園と近江学園しかな

く、障害児の社会的養護では当学園の比重も高く

なっているために、被虐待児に対する支援力の向

上も発達障害児に対するそれと同様に高めていく

必要がある。これらは研修などを通じて高めてい

く。 

日虐待や孤立、引き

こもり等社会的養

護児童や発達障碍

児への支援技術の

向上 

発達障害、社会的養護に

関しての特化した施設づ

くりの設計図づくりを行

い、信楽の町での拠点づ

くりの検討を始める。 

発達障害、社会的養護に関する研修を年間通して

継続開催し、それらに対応可能な支援力向上を図

る。 

年間通して、滋賀県発達障害者支援センターの高

田相談員による研修を全職員対象に３回開催し

た。外部機関の研修にも積極的に参加し、座学と

しての研修を実施した。 

社会的擁護については、滋賀県児童福祉入所施設

協議会に加盟し、その理事会等で話題になったこ

となどを復命および会議により伝達した。また各

部会へも積極的に参加して、施設間の交流を深め

ている。次年度についても研修は支援力向上を目

指すうえで不可欠であり、今年度と同様に法人内

の発達障害関係事業所との連携をより密にしてい

きたい。併せて社会的養護に対しても滋児協と連
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携できる部分を活用していきたい。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．年間を通しての職員研修計画並びに実習計

画を策定し、一人の職員ではなく、どの職員

でも発達障害、社会的養護、これまでの信楽

学園について、知識と技術を身につけること

が出来るように努力する。 

上記のとおりであるが、継続が必要で、さらにス

テップアップ、レベルアップできるように研修棟

にはさらに強く力を入れていくべきと感じてい

る。 

２．１を強めることで、入園を必要とする児童

に対して受け入れる基盤を整え、入所決定に

関わる子相並びに中学校の担当教諭などに対

しての支援力のアピールが可能になり、入所

者増が見込める。 

まだアピールできるところまでは至っていない部

分もあり、さらに精進していく。 

３．平成 27 年度に実施できなかった、または

中途であることについては引き続き実施して

いく。また指定管理初年度であるため、この

5 年間で学園をどのように変革させ、現代の

ニーズに照らしつつ、必要となる施設とは？

に着目し、県主管課と協議を重ねて行く。 

県との協議は一度実施したが、より具体的なこと

には至らず、次年度以降に本格的な協議を進めて

いくとの連絡をもらっている。児童福祉法改正に

関してのことには、今回の指定管理期間中は現状

のままで行くとの答えをいただいている。 

 

（２）各施設等共通目標 

 ①事業活動による収入額                           （単位：千円） 

区分 通期目標 実績 

福祉事業収入 ７６，４３８ ７４，５６８ 

指定管理料収入 １０２，４６５ １０２，４６５ 

寄付金、その他の事業収入 ２，０４３ １，７７１ 

短期入所事業 １２２ ２１０ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．収入増 

入所決定に対する課題がクリアできておら

ず、大幅な入所増が見込めず、営業活動につい

てもこれと言った一手が出せない状況である。

発達障害、社会的養護に関しての支援力の向上

が実現し、アピールできればそれらに特化した

施設として入園増は見込めると考える。 

 

福祉事業収入については上期おおむね好調であっ

たが、下期において就労決定による退園等の増加

により最終目標額程度で決算を迎える見込みであ

る。短期入所については、平成２７年度卒園生の

うち１名が進路先に６月に移行することとなった

ため、経過的施設入所として受入れたものを短期

入所として計上したことによる収益である。短期

入所実績はない。短期入所での利用はないが、児

相からの緊急保護委託による利用は年度末には２

件あった。 

２．支出減 

前年度と同様に、施設、設備の老朽化による

修繕が必要である。利用者に必要な環境を維持

するために計画的な修繕を行っていくようにす

る。また、建設物の細かな状態、状況を専門家

にチェックしてもらい、県と協議をしながら優

先順位等を決めて行きたい。 
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 ②利用率（稼働率）・サービス提供時間 

区分 通期目標 実績 

福祉型障害児入所施設 ５２％ ４９．７％ 

短期入所 １４日 ５６日 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．支援力の向上を果たし、それらをアピール

し、入園増を図っていく。 

入所利用率については、予算策定時の入所見込み

人数より１名減となったため２％ダウンした。 

短期入所の依頼がないため実績はないが、上記の

通り、経過的施設入所として受け入れたものを計

上しているために目標を上回っている。 

２．短期入所については、自立支援協議会等で

サービス実施を伝えて行く。 

 

 ③サービスの質の向上にむけた取り組み 

区分 通期目標 実績 

発達障害及び社会的養護等

に関しての職員のスキルア

ップを目的とした自主研修

の開催 

１２回 １２回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．法人内の施設事業所との連携により、

専門分野による講師（法人職員）を招き、

より学園の実情に即した研修を行い、職

員のスキルアップを図る。一過性の研修

とならぬように年間を通しての計画を年

度当初に立て、積み上げ形式で実施する。 

職員の支援力の向上を目指し、スキルや情報の共有を

念頭に、今年度は職員会議を児童が帰省している土曜

日に設定した。児童支援にかかる職員を最低限に抑え、

全職員が参加できるように勤務を配慮した。また、職

員会議後には職員研修を毎回行い、学園職員として必

要である内容についての研修会を開催した。その中で、

発達障害に関して、県発達障害者支援センターの職員

に講師として参加してもらった。一方、滋児協や知ハ

ン協、滋児成協が主催する外部の研修会にも積極的に

参加した。ただ、OJT については上手く活用できてい

なかったと感じている。OJT 担当職員自身のフォロー

も上手く出来ていなかったために機能していないこと

が多々見られた。次年度には OJT、Off-JT との両輪

で、支援の質を高めていけるように体制を強化してい

きたい。また、今年度全く実施できなかった先進地施

設、当学園と同様の児童施設の研修、視察そして交流

を積極的に実施していきたいと思う。 

その他の研修としては、防災関係、感染症対策、権利

擁護、虐待防止、交通安全、生（性）教育などについ

て、外部からの講師を派遣したり（防犯については甲

賀市警）、書面堅守、会議を通じて意識向上、支援力

につなげる取り組みを実施した。 

事故についても復命研修を実施し、交通安全に取り組

んだ。また労災事故の際にも研修の時間を使い、防止

に対しての研修では業者を呼んでの安全点検及び安全

な使用方法についての研修を行った。 

２．研修は、上記以外に、防災対策、感染

症対策、人権（権利擁護）、虐待防止、交

通安全、性(生)教育、障害福祉制度につ

いてなどを設定し実施する。 
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 ④ヒヤリハット報告の顕在化と傾向分析・共有 

区分 通期目標 実績 

報告数を上げる ６０件 ６５回 

報告の連絡、照会 １２回 １２回 

報告の検証 ２回 １回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．さらなる職員への意識づけを目的

に、年間に一人２回以上の報告を上げ

てもらう。 

ヒヤリハットの意識を高める様に促してはいたが、なか

なか数が伸びないでいたが、報告様式が改まったことと

６月の工場での事故を契機に、ヒヤリハットの意識が職

員間で高まり、上半期では４０件の報告が挙がった。ヒ

ヤリハットを職員間で共有するために回覧と共に、職員

室内に報告書を掲示することで最新の報告を見ることが

できる環境を作った。報告には設備的なヒヤリハットも

多くあり、６月の事項に合わせて建物、設備等の点検を

全職員で実施した。また自動車運転に関するヒヤリハッ

トも各職員から提出させた。ヒヤリハットの意識は昨年

度に比べると非常に高まってはきたが、恒常的なものと

は言えず、月によって提出件数がまちまちでもあり、常

に意識してもらえるように促しは必要であると考える。

また、単に報告書を見るだけでなく、分析等がまだ未成

熟であるため、本部からの報告様式を元に、エクセルで

の数式を活用し、一覧での整理を下半期には行い、定期

的に寮や工場などのカテゴリーごとに一覧を振り分け、

分析していくことが可能になり、３～６カ月ごとに傾向

等を見ていき、事故防止につなげていければと考えてい

る。 

２．上がった報告を職員会議で都度報告

し、年に２回検証していく。 

 

 ⑤交通事故防止策（交通事故ゼロ目標） 

区分 通期目標 実績 

交通安全研修 2 回 2 回（1 回書面） 

交通安全指導 1 回 1 回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．研修については、職員向けの研修で

書面研修１回と職員会議を利用して

の研修との２回を実施する。 

９月に２件公用車による交通事故が発生した。いずれも

運転者の不注意によるもので、怪我などはなく、物損事

案として処理がなされた。１０、１１月には退勤時に追

突事故が 2 件発生した。いずれも宿直明けの退勤時での

事故であり、勤務終了後も学園に残ってからの事故であ

ったために、働き方についての注意喚起も行った。事故

は人身扱いのものもあり、交通安全については強く注意

喚起を行った。 

上半期には運転時のヒヤリハットを過去に遡り、各職員

から提出してもらい、様々な状況を想像できるように会

議の中で共有する時間を設けた。また９月には職員向け

の交通安全講習に職員２名を受講してもらい、会議の場

で復命研修として、講習の内容を職員に伝達し、交通安

２．指導について、園生向けで警察の署

員を派遣して実施する。職員にも参加

を呼びかけ、交通安全についての意識

を園生と共有する。 

３．通勤途上、職務中の運転についての

意識付けを上記研修と職員会議を合

わせて周知、確認していく。点検等に

ついても担当者のみが意識すること

でなく、全体として意識できるように

会議の議題に挙げる（年２回）。 
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４．交通事故時の対応についても、自主

研修を通して、職員への意識づけを実

施する。また交通安全管理責任者から

の復命研修も取り入れて行く。 

全の意識を高めてもらった。 

交通安全については日頃から注意喚起を行い本部からの

レポートも各職員に配布していた。4 件中１件は宿直勤

務明けの朝の児童送迎の際に実習先の駐車場で起こって

おり、宿直明けでの注意力散漫である状況であった。 

実習に自転車にて通勤している児童には気を付ける様に

声をかけ続けているが、“職員は大丈夫”といった意識

の低さがあったように思う。 

下半期に入り、毎月のように事故が発生し、そのほとん

どが宿直勤務明けの帰宅時に起こっているため、勤務明

け後は早く帰宅することや意識向上を会議等でも話を

し、事故を起こす可能性を低くする。 

 

 

Ⅱ．能力開発目標 

（１）独自目標（中期経営計画(第１期)中期活動計画に基づく取り組み事項） 

区分 通期目標 実績 

課題のある児童への 

支援力のアップ 

自主研修の中で職員が

講師として課題のある

児童の支援についての

プレゼンが出来るよう

にしていく。 

派遣は出来なかったが、滋児協の交換研修で 1

名が希望する児童相談所への体験研修を行っ

た。その他の施設派遣については時間的な面な

ど予定を組むことができず、また派遣する施設

のリサーチが出来なかった。全国的な状況も視

野に入れ、派遣できる施設のリサーチを上半期

に行い、下半期に実施できるように体制を整え

ていく。 

リーダー職員の養成 

人材育成の意識を職員

全体が強く感じられる

ような職員集団を形成

する。 

一つ一つの役割分担に対して責任感を持って業

務遂行していくように意識を高められるように

声掛けをし、意思命令系統を分かりやすく示

し、縦横のバランスを持って仕事ができる様に

声をかけた。次年度はより職員一人ひとりの責

任を明確にし、学園を取り巻く状況に関する情

報を職員全体で共有していき、単に目の前の児

童支援だけでなく、大枠でのこの業種を見ても

られるように取り組んでいく。 

国家資格等専門資格者

の養成 

社会福祉士の資格取得

者が職員の２割を超え

るように職員の意識を

高めていく。 

資格を保持するということが職員全体で意識が

低いために、機運も高まらず、受験者１名だけ

であった。年度当初から資格取得についての話

を全体にしていき、それも踏まえて、支援スキ

ルの向上につながるように取り組んでいく。ま

た、取得に向けた部分での業務等にも配慮して

いけるように体制を見直していく。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．日々の職員間のコミュニケーション

の中で意識を高め、支援力の向上を目

指す。 

具体的な取り組みとしては実施できていないが、職員室

をより活性化させ、児童の状況や学園にかかわることな

どが職員室に集中できるように、より風通しを良くでき

るように検討していく。また、情報をより細かく共有で

きるように、日誌類の様式の見直しを行った。新たな様

式にすることで、情報をより共有しやすく、記録につい

ても把握しやすくすることができた。 
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＜新たな取り組み事項＞ 

項目 実績 

社会体験プロジェクト 

当学園の児童は家庭基盤の弱い家庭で育っている児童が多いために、こ

の年齢であれば経験しているだろう事柄が未経験で自信が持てないとい

った状況が生活や工場など様々な活動の中で見られることから、社会に

出てから経験を積むのではなく、在籍している間に様々な経験を積んで

もらえるように今年度から「社会体験プロジェクト」を立ち上げた。今

年度は予算的な面で確保をしていなかったために、実際に実施すること

は上半期ではできなかったが、下半期に入り、寮活動として計画を立て

ることとなったが、実施について周知が上手く出来ておらず、個別ケー

スなどでの実施が出来なかった。また、具体的にどのような場面での実

施が可能かも示されなかったために、事業として進めていくことが難し

かった。年度末に女子寮での個別での体験計画が実施されたが、男子寮

やそれ以外では計画を立てることができなかった。次年度については予

算でも大方枠として設け、より具体的に職員に内容を示していきながら、

社会に出る前にそれぞれの不得手としているところなどに焦点を当て、

計画を立ててもらおうと考えている。そうすることで、本人の支援計画

をより充実させることに繋がり、卒園に向けて、学園の支援計画をより

明確になることが想定できる。 
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（１０）東近江障害者通所施設群 事業報告 
 

Ⅰ．経営参画目標 

（１）独自目標（中期経営計画(第１期)中期活動計画に基づく取り組み事項） 

区分 通期目標 実績 

福祉サービスの再編に向けた

見直し 
１００％ ８０％ 

老人ホームきぬがさとの連携

による作業科目の創出 
１００％ ４０％ 

新たな発達障害拠点整備構想

の確立 
１００％ ８０％ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

東近江エリアにおける障害者の実情や将来予

測を行い、地域の多様なニーズに的確に対応で

きるよう、各施設で実施しているサービスのあ

り方や役割・機能を見直し、それぞれの施設が

その特徴を十分発揮して地域のニーズに的確に

応えて行けるよう必要な検討をおこなう。 

現状の障害福祉サービス（生活介護、就労継続

Ｂ型、就労移行支援、自立訓練(生活訓練)、宿泊

型自立訓練）を各施設がどのように機能分担しな

がら連携を図るか検討した。 

障害福祉サービスの再編による、利用者への影

響について検討を実施した。 

老人ホームきぬがさ内で、施設外就労として

行える作業の選定と、実施に向けた協議を進め

る。で作業を実施できるような体制を整える。 

作業科目として工賃につなげるような作業は、

検討したが課題が多く実現が難しいとの結論に達

した。但し、従来どおり介護現場の職場実習先と

しては有効であり、今後も利用させてもらいたい。 

高機能発達障害者の支援拠点として、東近江

圏域に整備をするための構想をまとめる。 

今後のジョブカレ事業の方向性を改めて整理

し、支援拠点内の役割の明確化を行う。発達障

害者支援センター、北部センターを含めた拠点

整備構想の検討を進める。発達障害児の受け入

れを放課後等デイサービスじょいなすで積極的

に行えるよう、発達障害者支援センターと連携

する体制を整え、切れ目のない発達障害のある

人の支援を行う拠点を確立する。 

発達障害の拠点整備構想については、①学齢期

からの受け入れをじょいなすで。②知的障害を伴

う発達障害者の受け入れを能登川作業所、びわ湖

ワークスで、③高機能発達障害者の受け入れをジ

ョブカレでしていく。④将来的に能登川作業所を

知的障害のある発達障害者に特化した施設とす

る。また、学齢期の発達障害のない障害児につい

ては、新たな拠点を設け受け入れる。そのことで、

発達障害に特化した施設、拠点として切れ目のな

い支援体制を確立できるようになる。 

 

（２）各施設等共通目標 

 ①事業活動による収入額                           （単位：千円） 

区分 目標 実績 

びわ湖ワークス ７６，７７７ ８４，５６９ 

 就労移行 ４，６１８ ７，１９３ 

就労継続 ３７，６４０ ４３，２３６ 

自立訓練 ３４，５１９ ３４，１４０ 

能登川作業所 ５３，１４７ ４８，６５６ 

 就労継続 ２０，８４１ １９，５６８ 

生活介護 ３２，３０６ ２９，０８８ 

マイルド五個荘 ３２，１０９ ３３，２９８ 
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＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

既存利用者野の利用促進と利用者確保を行う

ことにより、自立支援給付費の確保を図る。 

特に、就労移行支援事業利用者の一般就労を

促進することで、各種加算の確保できるため、

就労移行利用者の確保を図っていく。また、利

用者の作業能力に見合った効率の良い事業所内

下請け作業の確保。 

びわ湖ワークスでは、就労継続 B の利用者の受

け入れを行い、既存の利用者を就労移行の利用者

にすることで、就労に向けた支援と、移行の支援

費を確保できた。また、一般就労に 2 名が結びつ

き、次年度の加算単価が次年度は、およそ 1.5 倍

となった。下請け作業の精査、多品種の下請け作

業を行うこと、下請け作業確保を図った。 

備品等の精査、安価な消耗品の選定を行う。

電気、水道、ガスの使用量を意識し、ムダを削

減する。備品等の必需品の見直しを図り経費の

節減を行う。 

光熱水費の意識付けを継続して行ったことで、

経費の節減ができた。また、備品管理、必需品の

見直しを図り、より効率的に購入できるよう努め

た。 

 

 ②利用率（稼働率）・サービス提供時間 

区分 通期目標 実績 

びわ湖ワークス   

 

 

 

 

就労移行 ３３．３％ ４６．７％ 

就労継続 ７８．３％ ８５．３％ 

自立訓練 ７５．０％ ６４．１％ 

能登川作業所   

 
就労継続 ９９．０％ ９６．０％ 

生活介護 ９９．０％ ９８．０％ 

マイルド五個荘 ９９．０％ ７９．０％ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

利用者にとって魅力あるプログラムを実施

し、利用の促進、新規利用者の確保に努める。

就労移行支援事業による就労アセスメント利用

者受け入れにより、稼働率のアップを図る。 

就労移行事業については、就労アセスの利用者

を積極的に受け入れたこと。就労継続の利用者を

利用率のアップをはかった。 

養護学校、関係機関と情報共有を図り、事業

所見学、実習等の利用者受け入れや、圏域内、

近隣市町等へ事業説明を実施し、利用者確保に

努める。 

就労アセスメントによる利用受け入れを増やし

たことで、就労移行の稼働率を高めることができ

た。また、じょいなす利用児童の将来的な施設の

利用を見据えた構造化等の取り組みや、じょいな

すへの活動作業の提供などを行った。 

 

 ③サービスの質の向上にむけた取り組み 

区分 通期目標 実績 

振り返りシートによる 

自己理解 
4回 2 回 

利用者満足度調査 

（5点満点） 

１回 

（3.5点） 
1 回 

給食満足度調査 

（満足の割合） 

1回 

（８2.5％） 
1 回 
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＜目標達成のための取り組み事項＞ 

 

 ④ヒヤリハット報告の顕在化と傾向分析・共有 

区分 通期目標 実績 

事業所内活動 ２０件 ３件 

施設外就労 ８件 １件 

ドリームハイツ ６件 １件 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

事故につながる可能性のある出来事を検証

し、未然防止に努められるよう周知を図り、普

段の業務から事故発生につながらないようヒヤ

リハットを有効に活用する。 

ヒヤリハットの報告件数は少なく、目標に達し

ていないが、おおきな事故も無く事業を進めるこ

とができた。しかしながら、ヒヤリハット報告を

求め、日々、職員が気づきを持つ視点を忘れずに

事故の未然防止を含め進めていく。 

ヒヤリハット報告を行うことで、ひとりの職

員の気づきを他の職員と共有し、より良い支援

へ結び付けると同時に、事故の未然防止につな

げる。 

日々の気づきをヒヤリハット報告に上げられる

よう、職員同士が意識して、事故防止に努めてい

けるようにする。 

 

 ⑤交通事故防止策（交通事故ゼロ目標） 

区分 通期目標 実績 

交通事故発生件数 ０件 ２件 

安全運転の啓発 ２回 １回 

 

 

 

項目 実績 

職員自らのサービス等についての振り返りの

機会を提供することで、自己理解を深める。ま

た、職員自身の自己理解を深める。 

 支援会議を定期的に開催し、利用者ひとり一

人の課題やニーズの把握と職員間での共有を図

りながら、個別支援の充実に努める。 

利用者に対する支援のあり方について常に考え

られるよう、びわ湖ワークスでは 5 か条の唱和を

行っている。と同時に、振り返りシートで自らの

自己理解を促した。 

支援会議を定期的に実施し、利用者一人ひとり

のニーズに合わせた支援を行えるよう、個別支援

の充実に努めた。 

利用者満足度を「職員の対応」「活動内容」等

の項目について調査し、利用者の視点に立った

改善策を検討し、利用者の満足度を上げていく。 

全体の約９割の利用者がよいまたはふつうと回

答があった。個別の項目の内では、職員のきつい

言葉や態度でこわい思いをしたことがあるとの回

答が約４割あり、日常の利用者と接する際の態度

や支援の姿勢について、ＯＪＴや研修参加などを

通じてお互いに高めあって行く必要がある。  

給食満足度調査を実施し、献立表に反映させ

ていく。 

味付けは 3 分の 2 が「おいしい」3 分の 1 が

「ふつう」と答え、味付けは利用者の好みに合っ

ている。また、盛り付けは「よい」が２／３、「ふ

つう」が１／３。好きなメニューがでるか、の問

いについては、「でている」「ふつう」「あまり

でない」が各々１／３であった。全体的に満足度

は高い回答である。 
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＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

公用車、私用車ともに交通事故が発生しない

よう、日ごろから安全運転を意識できるような

取り組みを行う。 

安全運転を常に意識し、交通事故が発生しない

よう安全運転の意識をお互いに高めていくことが

できたが、不注意による事故が起こってしまった。 

全職員対象に、春・秋の交通安全運動期間を

利用し、事故防止の意識強化を図る。 

安全運転の啓発を、本部から送られてくるパン

フレットなどを活用して意識の強化を図った。 

 

 

Ⅱ．能力開発目標 

（１）独自目標（中期経営計画(第１期)中期活動計画に基づく取り組み事項） 

区分 通期目標 実績 

ＯＪＴの実施 ２４回 ２０回 

報連相の徹底 ８５％ ９０％ 

エリア内研修実施 ２回 １回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

発達障害等の障害に対する特性の理解と、実

際に支援を行うスキルの獲得、支援に対する考

え方、方向性について、実際の支援現場、職員

会議等で実施していく。 

作業支援、日中活動支援等のスキルアップの

ため、エリア内でのＯＪＴを進めていく。 

 ジョブカレ学習会の開催により、発達障害の理

解、支援方法についてのスキルアップをはかった。 

また、日々の支援のなかで、そのあり方について

のアドバイス等をし、職員全体のスキルの底上げ

を図れるように OJT をおこなった。 

びわ湖ワークス・ジョブカレにおいては、職

場内メーリングリストの活用により、業務報告、

報連相の共有をはかり、チームアプローチがで

きる体制を整える。 

能登川作業所、マイルド五個荘においては、

利用者の送迎終了後に日々の振り返りを全職員

で実施し、翌日以降の支援に反映させていく。 

びわ湖ワークス・ジョブカレでは、メーリング

リストの活用により、業務報告、情報共有を実施

し、効率的に仕事ができるような体制を整えてい

るが、さらにカレンダー等により個々の動きを把

握し易くした。 

能登川作業所・マイルド五個荘においては、送

迎後に振り返りを実施し、翌日意向の支援に反映

できるような体制を整えた。 

仕事に取り組む姿勢、接遇等についての研修

と専門性を高めるための研修を企画し、エリア

内職員のスキルアップを図る。エリア内で職員

派研修を実施し、エリア内施設の相互理解と仕

事の幅を広げられる取り組みを実施する。 

仕事をする上での基本的な姿勢についてエリア

内研修で「仕事の基本」をテーマに実施した。ま

た、報連相の徹底のため常勤職員を中心に職場内

メーリングリストを活用して、情報共有を図り、

チームアプローチができる体制を整えた。 
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（１１）ホーム支援室 事業報告 

 

Ⅰ．経営参画目標 

（１）独自目標（中期経営計画(第１期)中期活動計画に基づく取り組み事項） 

区分 通期目標 実績 

福祉サービスの再編に向けた 

見直し 
１００％ ８０％ 

グループホームむげんについて 

検討 
４回 2 回 

現入居者の生活形態 

再アセスメント 
４回 2 回 

新規ホームの開設検討 ４回 2 回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

東近江エリアの障害福祉サービスの見直しの

検討ともに、ホーム支援室においても、各グル

ープホームの特徴を整理するための検討をおこ

なう。 

東近江エリアの障害福祉サービスの見直しの検

討に伴い、ホーム支援室においても、各ホームの

特徴の整理と、利用方法についての検討を行った。 

新規ホームの検討とともに、サテライト型を

新設するための検討を引き続き行う。また、東

近江通所群の利用者のニーズ把握と、そのニー

ズに合わせたホームの創設を検討する。 

新規ホームについては、能登川作業所、マイル

ド五個荘の職員が中心となり、各事業所の高齢障

害者を対象としたホームの設置に向けての検討を

行うこととした。また、サテライトについては引

き続き検討をおこなう。 

 

（２）各施設等共通目標 

 ①事業活動による収入額                           （単位：千円） 

区分 通期目標 実績 

ホームきたまちや ２４，５８２ ２３，８２２ 

ホームたこうじ １１，３４７ １０，０４９ 

ドリームハイツ １６，６４９ ２１，１０５ 

ホームむげん ８，６１９ ８，９２３ 

じょいなす ２３，７８０ ２２，８４１ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

じょいなすは、平日の稼働率を上げることで

収入増の取り組みを行う。 

平日の平均利用児童数を 10 名とし、平均稼働

率のアップによる、収入増を図った。 

個別スケジュールに基づいたソーシャルスキ

ルを獲得するための支援を実施し、キャンセル

の回数を減らし、稼働率アップにつなげる。 

じょいなすの利用児童の個別支援を進めること

で、週 1 回の利用を、週 2 回、3 回と増やしたい

と希望される保護者の方もおり、収入増につなが

った。 

 

 ②利用率（稼働率）・サービス提供時間 

区分 通期目標 実績 

ホームきたまちや ８５％ ９５％ 
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ホームたいこうじ ９５％ ９６％ 

グループホームむげん ９５％ ９６％ 

じょいなす ７５％ ７３％ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

入院、事故等に伴う入院、帰省などがないよ

うに、日々の健康管理に努め稼働率の低下防止

に努める。 

ホーム利用者の健康管理に努め、服薬管理、バ

イタルチェック等サポートの必要な部分において

はスタッフが支援を実施した。 

 

 ③サービスの質の向上にむけた取り組み 

区分 通期目標 実績 

職員研修（内部） １回 １回 

支援室会議 隔週１回 隔週１回 

じょいなす会議 月２回 月１回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

それぞれの部署での会議を通して、個々の利

用者の状況を把握して、個別支援計画に基づく

支援とモニタリングを確実に行うことでその人

らしい生活、将来の方向性を一緒に考える機会

とする。 

それぞれの事業所での会議を通じて、個々の利

用者の状況の把握、個別支援計画の見直し、検討、

モニタリング結果の共有をおこなった。そのこと

で、利用者個々の個別支援計画の作成と将来を見

据えた支援のあり方を検討する機会となった。 

職員のスキルのため、外部講師を招いて「仕

事の基本」、「支援に必要なアサーション」等仕

事のベースとなる研修を実施し、職員個々のス

キルアップを通じて、事業所全体のスキルアッ

プに繋げる。 

職員のスキルアップのため、「仕事の基本」研

修を実施し、報連相のあり方、問題解決の方法に

ついてグループワークを通じて深めた。また、エ

リア内の職員、法人内の職員の参加を通じ、他部

署での報連相のあり方を学ぶことができた。 

 

 ④ヒヤリハット報告の顕在化と傾向分析・共有 

区分 通期目標 実績 

ヒヤリハット件数 ２０件 ２５件 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

事故につながる可能性のある出来事を検証

し、未然防止に努められるよう周知を図り、普

段の業務から事故発生につながらないようヒヤ

リハットを有効に活用する。 

じょいなすにおいては、特に学齢期の子どもを

預かる事業であり、予想を超える動きをすること

があるため、できるだけヒヤリハット報告を上げ

てもらい、職員間で共有した。 

ヒヤリハット報告を行うことで、ひとりの職

員の気づきを他の職員と共有し、より良い支援

へ結び付けると同時に、事故の未然防止につな

げる。 

ヒヤリハット報告を書くことの習慣づけを行

い、大きな事故の未然防止につなげられるよう意

識を高めた。 

 

 ⑤交通事故防止策（交通事故ゼロ目標） 

区分 通期目標 実績 

交通事故発生件数 ０件 １件 

交通安全講習 １回 １回 
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＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

交通ルールを守り、歩行者に十分注意して運

転する。心にゆとりを持ち、急がず、焦らず、

余裕を持った運転を心がける。 

日々、交通ルールを守り、安全運転を心がける

よう、取り組を行った。しかし、職員が追突され

るという事故が発生した。 

安全運転講習会を開催し、交通事故予防啓発

を行う。 

安全運転に関する講習に代表者に参加してもら

い伝達研修というかたちで実施した。 

 

 

Ⅱ．能力開発目標 

（１）独自目標（中期経営計画(第１期)中期活動計画に基づく取り組み事項） 

区分 通期目標 実績 

ＯＪＴ ２４回 ２４回 

外部研修参加 ２回 ２回 

報連相の徹底 ８０％ ８０％ 

エリア内交流 ４回 １回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

発達障害などの障害に対する特性の理解と、

実際に支援を行うスキルの獲得、支援に対する

考え方について、実際の支援現場、職員会議等

で実施していく。 

発達障害に関する特性の理解や支援スキルの獲

得のため、内部研修を実施した。また、支援現場

での支援方法のあり方について、先輩職員から新

採の職員への OJT を実施した。 

事業所内研修として、「仕事の基本」研修をベ

ースとして、職員のスキルレベルに合わせた研

修を行い、仕事をする上での基本的な姿勢につ

いて学ぶ機会を設定する。常勤職員を中心に職

場内メーリングリストを活用し報連相を実施

し、職員間の情報を共有し、チームアプローチ

ができる体制を整える。 

仕事をする上での基本的な姿勢についてエリア

内研修で「仕事の基本」をテーマに実施した。ま

た、報連相の徹底のため常勤職員を中心に職場内

メーリングリストを活用して、情報共有を図り、

チームアプローチができる体制を整えた。 
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東近江障害施設群 苦情解決の体制および結果 

 

○苦情解決の体制 

第三者委員 

 西村實氏 （東近江市社会福祉協議会五個荘支所顧問） 

 田附弘子氏（ボランティア団体代表、旧能登川町教育長） 

 小南宏一氏（東近江市民生委員、障害福祉部会長） 

 

苦情解決責任者委員会 

 委員長：松田裕次郎（東近江障害施設群管理者） 

 委 員：大道隆和 （能登川作業所所長） 

     西村利夫 （マイルド五個荘所長） 

     山田禎江 （総務課長） 

 

苦情受付担当者 

 びわ湖ワークス：竹村いつみ 

 ジョブカレ：  金子知美 

 能登川作業所： 中澤玲子 

 マイルド五個荘：布施純江 

 ホーム支援室： 松井邦夫 

 じょいなす：  重野良子 

 

・第三者委員会開催 

６月２７日（月） １０：００～１１：３０ 

場 所：能登川作業所 

参加者：西村實氏、田附弘子氏、小南宏一氏（以上、第三者委員） 

    牛谷正人副理事長、松田裕次郎、大道隆和、西村利夫、 

山田禎江、中澤玲子、井上亜紀 

内 容：昨年度、苦情で上がったじょいなすの案件についての報告 

    今後の施設群のあり方についての意見交換 

 

○苦情解決の件数と内容 

・びわ湖ワークス、ジョブカレ    ０件 

・能登川作業所           １件 

・マイルド五個荘          ０件 

・じょいなす            ０件 

・ホーム支援室           0 件 

 

苦情内容 

利用者ＹＯ氏が雪で２日間休んだ後、作業所に来たら職員から「お出かけやったら来られるのに雪では

来れへんのやな」と言われたことで精神的に不安を感じ落ち込む。 

→ 苦情解決責任者と苦情受付担当者が家庭訪問し、経過説明と不安を抱かせるような支援があった点

について謝罪し母親の了解を得た。 
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（１２）-１ れがーとケアホーム 事業報告 

 

Ⅰ．経営参画目標 

（１）独自目標（中期経営計画(第１期)中期活動計画に基づく取り組み事項） 

区分 通期目標 実績 

障害特性に配慮した生活環境

の設定 
かなざわホームの統合 

平成 27 年度より継続協議してきた

が、双方のホーム特性など詳細を詰め

ていったが、統合は中止となった。 

地域生活継続期間の見極め 
継続可能期間の算出と 

生活改善の提案 

個別資産状況を確認するにあたって、

より慎重になったため、実施せず。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．医療データや日常生活の変化から、高齢化

対策の重点課題を個別にリストアップ。 

看護師や主治医の意見を参考に、長期的課題・至

急対応課題を見極めながら行った。特に依存から

くる申出には、可能な限り自分で出来るよう、す

るように配慮を行った。 

２．発達障害の特性理解、および意思決定支援

に取り組む。（マネープランと連動） 

運転免許取得希望者に対する取り組み。自己決定

を尊重しているが、現在免許取得には至っていな

い。 

３．経済的側面からＧＨ生活が可能な期間を個

別に算定し、将来の生活をイメージする。 

権利擁護事業から諸事情で担当変更などあったこ

と、また個別資産の確認について再度、こちら側

の取り決め事項などの整理が必要であると感じた

ため、現在保留中となっている。 

 

（２）各施設等共通目標 

 ①事業活動による収入額                           （単位：千円） 

区分 通期目標 実績 

共同生活援助 ２９，４９５ ３１，２８３ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．収入増  

夜間支援体制加算・医療連携体制加算を継続

し、収入額を堅守する。 

 

看護師退職により、9 月末で医療連携体制加算を

外し、その後の加算は取れない状況。 

利用者死亡・緊急入院などによる稼働減があった

が、目標をクリアすることが出来た。 

２．支出減 

 日常経費への意識を高め、利用者支援に影響

のない範囲で支出抑制する。 

 

洗濯の仕方、入浴のシャワー量など、個別の日課

などには手を付けないようにし、街灯などホーム

全体に関わることの節約に取り組んだ。 

 

 ②利用率（稼働率）・サービス提供時間 

区分 通期目標 実績 

共同生活援助 70％（4,600 人） 68.5％（4,361 人） 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．病気怪我、入院などで長期療養などがない

ように日常の健康管理・安全管理を行い、利

用日数減に繋がらないように努める。 

定期通院継続・早期の通院対応など出来る範囲の

ことは行ったが、利用者死去・長期入院で利用減

となったことで稼働率は低下した。 
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職員配置体制（当直など）を見直しながら運営継

続したが、1 月末付けで岩根ホームを閉鎖した。 

 

 ③サービスの質の向上にむけた取り組み 

区分 通期目標 実績 

専門研修実施 計２回 １回（外部研修参加：６月） 

健康診断 計２回 ８月・３月実施 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．虐待防止に向けて、「何が虐待か」「どこ

から虐待の芽が発生するのか」等を共有する

場を設定し、身近にある課題としての意識付

けをする。また、支援者の前に社会人として

の働き方を意識する「接遇改善」を意識した

研修を開催する。 

外部研修参加（高齢者／障害者の虐待対応及び障

害者差別解消法・６月） 

２．診断結果は個別配布し、再検査等必要な者

は受診を促すと共に結果報告の提出を求め、

身体メンテナンス・健康管理への意識を高め

る。 

自分自身の健康状態や服薬内容について、把握・

理解する意識が低いため、定期通院後に個々に丁

寧な説明を行い、自分の健康状態について理解を

求めた。 

 

 ④ヒヤリハット報告の顕在化と傾向分析・共有 

区分 通期目標 実績 

定例運営会議の活用 年間総括・分析 

定例運営会議報告内容を持ち帰り周知、個別ケースと

合わせながら再検証したが、ヒヤリハットの傾向など

詳細分析は至らず。 

支援スキル向上会議 年間総括・分析 
当直者との連携で、最低限のリスク管理をするのみに

なった。次年度課題。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．定例運営会議で報告されるヒヤリハット事

例について、翌月運営会議で再検証を行い、

事故に繋がっていないかを追跡し、連続発生

防止とヒヤリハットの重要性を理解する。 

事例再検証は各月毎に実施したが、傾向分析や原

因究明など根本的に必要な議論は深めることが出

来ず。次年度予定の、リスクマネジメント検討と

合わせて実施したい。 

２．事業所内にてヒヤリハットを共有できる場

を確保し、ケース検討や取り組みと合わせて

検証できる土壌づくりをする。 

共有ノートを活用しながら、常に当直者と連携を

とるに留まった。 

 

 ⑤交通事故防止策（交通事故ゼロ目標） 

区分 通期目標 実績 

世話人会議の活用 事故件数ゼロ目標 情報提供し意識向上に努めた。 

定例運営会議の活用 計 12 回 

定例運営会議に提出される事

例（事故報告）を共有し、安全

意識の向上に努めた 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．定例世話人会議で、交通安全運転を定期的

議題に自己意識の向上から事故件数ゼロを目

指す。 

情報共有し、地域の危険地帯なども情報交換した。 
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２．事故事例（報告）を基に、季節・曜日・時

間帯・地域などからハイリスク帯を導き、全

員共通意識を持つことで、交通事故発生ゼロ

を目指す。 

定例運営会議の事故報告を通し、安全運転に勤め

た。ホームから出庫時に向宅のブロック塀に接触

する事故あり。 

 

 

Ⅱ．能力開発目標＜エリア目標として＞ 

（１）独自目標（中期経営計画(第１期)中期活動計画に基づく取り組み事項） 

区分 通期目標 実績 

人材育成と展開力のアップ 新人職員の養成 

新規採用者 4 名配属。 

兼務により、柔軟で多機能な働き方をトレーニ

ングした。 

ケアスキルの向上 資格の取得 

国家資格受験者、今年度ゼロ。 

強度行動障害支援者養成（基礎研修 1 名、実践

研修 1 名） 

総合力を高める 感性を高める 

配属部署に関わらず、エリア職員が共有する必

要のある事柄は、職責に関わらず広く周知した。 

エリアの所長級会議や、運営会議時に職員状

況・勤務の様子など報告し、今向き合っている

課題感など、チームとして取り組んだ。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．新規職員に施設介護および居宅介護業務を

兼務させることにより、幅広い介護力を身に

付け、将来的に多機能な働き方ができるよう

育成する。 

新規採用者 4 名、施設・居宅・ＧＨ勤務を兼務さ

せ育成。本人特性を見極め、7 月にはエリア内異

動も行った。 

２．受験者に対する学習会やレクチャーを行い、

受験経験者が受験職員をバックヤードから合

格に向けた支援を行う。 

介護福祉士受験資格取得まで、最短でも残り４年

を要す。 

３．高齢・障害の分野に関わらず、利用者やそ

の家族が抱える事柄を理解し、暮らし辛さや

ストレス感に寄り添える感性を磨く。 

読書研修を実施し、そのフォローアップとして経

験者によるお話し会を企画。相談支援事業の黎明

期のこと、相談事業が担う課題など、施設現場で

は理解しにくい事業について学習した。 

４．職責を理解させ、目標参画システムを効果

的に活用しスキルアップに繋げる。 

新たに、職責基準の説明を行うことはしなかった

が、要所要所で自分の法人内職責や職務ガイドラ

インを身近に感じるように説明した。 

指導職級以上には、個別目標達成支援プログラム

を活用した。 
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（１２）-２ サービスセンターれがーと 事業報告 

 

Ⅰ．経営参画目標 

（１）独自目標（中期経営計画(第１期)中期活動計画に基づく取り組み事項） 

区分 通期目標 実績 

人材育成と 

展開力のアップ 
職員スキルの見極め 

９月よりバンバンから１名異

動で受け入れる。３ヶ月間サー

ビス提供責任者レクチャーで

独り立ちする。 

サービス受託率 95％ 

を維持できる事業管理 
平均受託率の向上 

今年度の平均受託率は 76％で

あった。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．新任職員はＯＪＴ活用による育成を行い、

内部・外部研修を受講する事で知識を深めス

キルアップを行う。 

（３ヶ月間はマンツーマン同行で育成） 

９月よりバンバンから１名異動で受け入れる。３

ヶ月間サービス提供責任者レクチャーで独り立ち

する。 

２．兼務職員を、土日祝日や季節変動がある学

齢期の長期休暇中のニーズに合わせて配置す

ることで受託率をアップする。 

他部署より土日の繁忙日に兼務職員２名配置を行

ったが、それを上回る依頼があり受託率のアップ

には至らず。 

 

（２）各施設等共通目標 

 ①事業活動による収入額                           （単位：千円） 

区分 通期目標 実績 

居宅介護 ５０，５２６ ３１，９７２ 

行動援護 １２，４４６ ９，２８８ 

移動支援 １５０ ２０８ 

ナイトケア １，６２０ １，６７７ 

合計 ６４，７４２ ４３，１４５ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．収入増 

早い段階で、新任者が単独サービスを行える

よう育成し、より多くのサービス提供を行うこ

とで増収を目指す。 

 

新任職員を１名受け入れたが①８月より１名他部

署へ異動。②１２月より非常勤ヘルパー１名が長

期休暇③２月末より非常勤ヘルパーが他部署専任

勤務なる。計３名のヘルパー減少があり収入増は

見込めなかった。 

２．支出減  

利用者支援に影響のない範囲で日常経費支出

の見直しを行う。特に車両送迎は、可能な範囲

で同乗するなど工夫を行い、燃料費の支出抑制

をする。 

 

ガソリンについては同乗するなどの工夫を行った

ため今年度の使用量５８０７㍑であった。（昨年

度比△２２７１㍑）しかし、水道使用量について

は入浴ニーズが高まった影響で、今年度は２４８

８㎥であった。（昨年度比＋６６㎥）※水道につ

いては敷地内事業所（バンバン／らく／れがーと）

の使用量。 
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 ②利用率（稼働率）・サービス提供時間 

区分 通期目標 実績 

サービス受託率 ９５％ ７６％ 

＜達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．サービス依頼に合わせた効率のよい勤務体

制を整える。 

依頼に合わせて公休日の組み替えを行った。緊急

時の依頼はお断りすることなく受け入れた。（葬

儀、主たる介護者の体調不調時など） 

２．土日祝日の長時間の依頼に応えられるよう、

エリア職員の兼務配置を活用する。 

ヘルパー資格のある他部署の職員２名を土日の繁

忙日に配置した。 

 

③サービスの質の向上にむけた取り組み 

区分 通期目標 実績 

専門研修受講 計２回 

①サービス管理責任者研修（１名受講） 

②強度行動障害支援者養成研修【基礎】（１名受講） 

③強度行動障害支援者養成研修【実践】（１名受講） 

外部研修受講 計５回 

①階層別研修ステップⅠ受講（１名受講） 

②発達障害研修（１名受講） 

③意志決定支援推進セミナー（１名受講） 

センター会議の開催 計１２回 
毎月開催しセンターで共有すべきこと、また幹部会議・運

営会議での情報も共有した。 

 ＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．外部研修を活用することで知識を深める。 

（各職員１回以上の受講を目指す） 

外部研修については２名の職員が受講した。全員

には至らなかった 

２．滋賀県社会福祉協議会主催の階層別研修受

講（新任・中堅・リーダー的役割） 

階層別研修は新任職員向けのステップⅠを１名受

講した。中堅、リーダー向けは受講せず。 

３．強度行動障害支援者養成研修について今年

度は５名の受講を目指す。 

（平成 30 年までに全ヘルパー受講を目指す） 

今年度は基礎研修１名受講。 

実践研修１名受講。 

 

 ④ヒヤリハット報告の顕在化と傾向分析・共有 

区分 通期目標 実績 

目標値の設定 年間 60 件報告 年間 11 件報告 

定例運営会議の活用 年間総括・分析 

センター会議にて運営会議の

情報を活用することで事故防

止に役立てた。 

センター会議での共有 気づきのレベルアップ 

運営会議の内容をセンター会

議で報告することで他部署の

事故報告など共有した。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．年間 60 件目標、些細な出来事でも報告し

共有する意識を高める。 

年間 11 件で目標の 60 件には至らなかった。 

２．定例運営会議にて、他部署の報告を共有す

ることで事故防止に役立てる。 

他部署の事故報告を分析することで再発防止に役

立てた。 

３．センター会議で、運営会議に参加していな

い職員との情報共有を図る。 

会議で情報を共有し、業務日誌でも回覧すること

で全職員が確認した。 
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 ⑤交通事故防止策（交通事故ゼロ目標） 

区分 通期目標 実績 

定例運営会議の活用 交通安全意識の向上 

自損の軽微な車両事故はあっ

たが、怪我に繋がる事故は無か

った。 

車両運転の確認 計２回実施 定期の確認は実施できず。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．新任職員の車両運転技術の見極めを義務化

し、粗雑な運転にならないように留意する。 

新任職員については所長が同乗を行い、運転技術

の確認を行った。 

２．定期的に職員が車両に同乗することで運転

技能の確認を行う。 

新任職員については運転技能の確認を行ったが、

他の職員について同乗した際は指摘することあっ

たが定期的な実施には至らなかった。 

 

 

Ⅱ．能力開発目標＜エリア目標として＞ 

（１）独自目標（中期経営計画(第１期)中期活動計画に基づく取り組み事項） 

区分 通期目標 実績 

人材育成と展開力のアップ 新人職員の養成 

新規採用者 4 名配属。 

兼務により、柔軟で多機能な働き方をトレーニ

ングした。 

ケアスキルの向上 資格の取得 

国家資格受験者、今年度ゼロ。 

強度行動障害支援者養成（基礎研修 1 名、実践

研修 1 名） 

総合力を高める 感性を高める 

配属部署に関わらず、エリア職員が共有する必

要のある事柄は、職責に関わらず広く周知した。 

エリアの所長級会議や、運営会議時に職員状

況・勤務の様子など報告し、今向き合っている

課題感など、チームとして取り組んだ。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．新規職員に施設介護および居宅介護業務を

兼務させることにより、幅広い介護力を身に

付け、将来的に多機能な働き方ができるよう

育成する。 

新規採用者 4 名、施設・居宅・ＧＨ勤務を兼務さ

せ育成。本人特性を見極め、7 月にはエリア内異

動も行った。 

２．受験者に対する学習会やレクチャーを行い、

受験経験者が受験職員をバックヤードから合

格に向けた支援を行う。 

介護福祉士受験資格取得まで、最短でも残り４年

を要す。 

３．高齢・障害の分野に関わらず、利用者やそ

の家族が抱える事柄を理解し、暮らし辛さや

ストレス感に寄り添える感性を磨く。 

読書研修を実施し、そのフォローアップとして経

験者によるお話し会を企画。相談支援事業の黎明

期のこと、相談事業が担う課題など、施設現場で

は理解しにくい事業について学習した。 

４．職責を理解させ、目標参画システムを効果

的に活用しスキルアップに繋げる。 

新たに、職責基準の説明を行うことはしなかった

が、要所要所で自分の法人内職責や職務ガイドラ

インを身近に感じるように説明した。 

指導職級以上には、個別目標達成支援プログラム

を活用した。 
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（１２）-３ バンバン 事業報告 

 

Ⅰ．経営参画目標 

（１）独自目標（中期経営計画(第１期)中期活動計画に基づく取り組み事項） 

区分 通期目標 実績 

定員増床と 

就労継続事業の再編 
生活介護単独化に向けた再検討 

生活介護利用者の平均障害支援区分

は 5 を越え、区分５・６の利用者は

80％を超えた現状を、保護者会など

を通じて説明し、介護を主軸に運営す

る事業所に変化していくことに理解

を求めた。 

就労科目の見直しと工賃

水準の見直し 
新基準の提案 

工賃検討会で検討し試案作りを継続

したが、結論には至らなかった。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．継続Ａ型事業を休止し、継続Ｂ型・生活介

護の多機能型に再編する。生活介護単独化へ

の方向性は変えず、改めて事業枠変更に向け

た方策を考える。 

4 月 1 日付でＡ型を休止しＢ型を再開した。移籍

した利用者の工賃についてはＡ型賃金をスライド

して支給。年度途中に利用者 1 名が死去し実利用

は 5 名となった。生活介護契約者は 39 名となり、

3 ヶ月平均利用率 125％越えに注意を払いなが

ら取り組んだ。 

２．工賃検討委員会を立ち上げ、収支バランス

と支援（介護）の双方から、現状に則した基

準を提案する。 

工賃検討会で、収支に見合った工賃と、理念とし

て支給する工賃について、異なる極性から検討を

積み重ねたが試案には至らず。また、地域活動セ

ンター工賃についても同様。 

 

（２）各施設等共通目標 

 ①事業活動による収入額                           （単位：千円） 

区分 通期目標 実績 

生活介護 ８８，０６１ ９０，３７２ 

就労継続Ｂ型 ７，８０８ ７，７５０ 

地域活動支援センター １０，５２４ １０，４４２ 

合計 １０６，３９３ １０８，５６４ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．収入増 

 125％最大限度の利用契約で報酬基礎額を

保持し、介護給付加算による増収を目指す。 

 

生活介護は、養護学校卒業者 2 名、中途利用者 2

名を含め 4 名の新規利用、契約率 130％を超え

たが、欠勤者もあるため年間最終の利用率は、

115.3％となった。（平均利用者 34.6 名） 

２．支出減 

 日常経費支出において、利用者支援に影響の

ない範囲で支出抑制する。 

 

冷暖房を主に節約意識をもったが、これ以上の節

約は望めない。また、ガソリン代抑制についても

成果は薄かった。 
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 ②利用率（稼働率）・サービス提供時間 

区分 通期目標 実績 

生活介護 110％（7,920 人） 115.4％（8,296 人） 

就労継続Ｂ型 55％（1,320 人） 50％（1,199 人） 

地域活動支援センター 1,400 人 1,259 人 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．生活介護 （対定員稼働率）月次暦に対す

る基準通りの開設を行い、設定目標を堅持す

る。 

基準通りの開設を行ったが、1 月は積雪による送

迎ストップ合計 3 日間の稼働率が低下したが、設

定目標をクリア出来た。 

２．就労継続Ｂ型 （対定員稼働率）各個の出

勤率 85％以上を目指し、利用率 55％を最低

限確保する。 

上半期は 55％堅持できたが、下半期に利用者の

死亡、そのことによる精神的不調からの欠勤者な

ど稼働低下があったため、目標に届かず。 

 

 ③サービスの質の向上にむけた取り組み 

区分 通期目標 実績 

専門研修実施 計２回 

正規職には、外部研修会の活用。

地域限定・短時間職には個別設定

で研修実施した。 

健康診断 計２回 ８月／３月で実施 

嗜好調査 計２回 １回 ３月実施 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．虐待防止に向けて、「何が虐待か」「どこ

から虐待の芽が発生するのか」等を共有する

場を設定し、身近にある課題としての意識付

けをする。また、支援者の前に社会人として

の働き方を意識する「接遇改善」を意識した

研修を開催する。 

外部研修参加（高齢者／障害者の虐待対応及び障

害者差別解消法・６月） 

虐待資料を配付し、１対１で虐待の種類や傾向に

ついて確認・意見交換する場を設定した。（５月） 

新規採用職員には、電話対応や家族とのやり取り

に関する簡易マニュアルを配布し、初期教育を実

施した。 

２．診断結果は個別配布し、再検査等必要な者

は受診を促すと共に結果報告の提出を求め、

身体メンテナンス・健康管理への意識を高め

る。 

再検査が必要な方へは、看護師を窓口に受診の促

しを行った。嘱託医検診は２ヶ月に１回を基本実

施したが、医師の予定取りが難しくなっている。 

３．嗜好調査を行い、給食委員会で協議し食事

提供内容の充実を図る。 

毎月の給食委員会実施（委託先：京都魚国合同） 

献立など、食事提供内容全般について検討を重ね

た。 

 

 ④ヒヤリハット報告の顕在化と傾向分析・共有 

区分 通期目標 実績 

定例運営会議の活用 年間総括・分析 

定例運営会議報告内容を持ち帰り周知、個

別ケースと合わせながら再検証したが、ヒ

ヤリハットの傾向など詳細分析は至らず。 

支援スキル向上会議 年間総括・分析 
個別ケース会議を継続実施したが、全員実

施は出来なかった。 
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＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．定例運営会議で報告されるヒヤリハット事

例について、翌月運営会議で再検証を行い、

事故に繋がっていないかを追跡し、連続発生

防止とヒヤリハットの重要性を理解する。 

事例再検証は各月毎に実施したが、傾向分析や原

因究明など根本的に必要な議論は深めることが出

来ず。次年度予定の、リスクマネジメント検討と

合わせて実施したい。 

２．事業所内にてヒヤリハットを共有できる場

を確保し、ケース検討や取り組みと合わせて

検証できる土壌づくりをする。 

ケース検討に議論が集中し、ヒヤリハット検証目

的とのズレを感じた。また、ケースとの組み合わ

せは定量的課題が残るため、次年度は解消したい。 

 

 ⑤交通事故防止策（交通事故ゼロ目標） 

区分 通期目標 実績 

定例運営会議の活用 計 12 回 月例会議の報告事例を事業所内で周知。 

交通安全運転管理者講習受講 計２回 副安全管理者講習未受講。 

交通安全運転管理者協会研修 計１回 勤務調整できず未受講。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．外部研修を活用し、交通安全運転に対する

意識向上・技術向上を目指す。 

若年運転者交通安全運転研修を予定したが、勤務

調整が不可能になり未実施となった。 

２．事故事例（報告）を基に、季節・曜日・時

間帯・地域などからハイリスク帯を導き、全

員共通意識を持つことで、交通事故発生ゼロ

を目指す。 

→送迎業務をマニュアル化し日常的に活用で

きるようにする。 

送迎業務検討委員会を設置し、送迎ルート見直し

やそれに付随する課題検討する場を設けた。 

 

 

Ⅱ．能力開発目標＜エリア目標として＞ 

（１）独自目標（中期経営計画(第１期)中期活動計画に基づく取り組み事項） 

区分 通期目標 実績 

人材育成と展開力のアップ 新人職員の養成 

新規採用者 4 名配属。 

兼務により、柔軟で多機能な働き方をトレーニ

ングした。 

ケアスキルの向上 資格の取得 

国家資格受験者、今年度ゼロ。 

強度行動障害支援者養成（基礎研修 1 名、実践

研修 1 名） 

総合力を高める 感性を高める 

配属部署に関わらず、エリア職員が共有する必

要のある事柄は、職責に関わらず広く周知した。 

エリアの所長級会議や、運営会議時に職員状

況・勤務の様子など報告し、今向き合っている

課題感など、チームとして取り組んだ。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．新規職員に施設介護および居宅介護業務を

兼務させることにより、幅広い介護力を身に

付け、将来的に多機能な働き方ができるよう

育成する。 

新規採用者 4 名、施設・居宅・ＧＨ勤務を兼務さ

せ育成。本人特性を見極め、7 月にはエリア内異

動も行った。 

２．受験者に対する学習会やレクチャーを行い、 介護福祉士受験資格取得まで、最短でも残り４年
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受験経験者が受験職員をバックヤードから合

格に向けた支援を行う。 

を要す。 

３．高齢・障害の分野に関わらず、利用者やそ

の家族が抱える事柄を理解し、暮らし辛さや

ストレス感に寄り添える感性を磨く。 

読書研修を実施し、そのフォローアップとして経

験者によるお話し会を企画。相談支援事業の黎明

期のこと、相談事業が担う課題など、施設現場で

は理解しにくい事業について学習した。 

４．職責を理解させ、目標参画システムを効果

的に活用しスキルアップに繋げる。 

新たに、職責基準の説明を行うことはしなかった

が、要所要所で自分の法人内職責や職務ガイドラ

インを身近に感じるように説明した。 

指導職級以上には、個別目標達成支援プログラム

を活用した。 
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（１２）-４ NBB Neo バンバン 事業報告 

 

Ⅰ．経営参画目標 

（１）独自目標（中期経営計画(第１期)中期活動計画に基づく取り組み事項） 

区分 通期目標 実績 

定員増床と 

就労継続事業の再編 
満床時のシミュレーション 

ユニット数組み合わせの想定

のみ実施。 

就労科目の見直しと 

工賃水準の見直し 
目標工賃水準の見極め 

バンバン工賃検討委員会と連

動して検討したが、見極めまで

至っていない。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．増床期日を繰り上げ４月１日付けで増床し、 

満床までの利用契約増予測を持つ 

4 月 1 日付で 20 名に増床。 

年度末契約者数は、12 名から 10 名へ。 

（利用移籍 1 名・企業就労 1 名） 

２．ユニット増数から就労会計の増収を図り、

工賃見極めの根拠作りを行う。 

3 ユニットに増枠したが、毎時稼働には至らず。 

 

（２）各施設等共通目標 

 ①事業活動による収入額                           （単位：千円） 

区分 通期目標 実績 

就労継続Ｂ型 １８，２０４ １８，１６０ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．収入増 

 定員を 20 名にし、契約数を増やす。（平成

28 年度は 12 名契約から開始） 

 

7 月に利用移籍者 1 名（バンバン生活介護へ）、

11 月に企業就労者 1 名で、総枠として減員とな

った。養護学校卒業者の希望なしで、中途利用希

望もなかった。 

２．支出減 

 日常経費支出の見直しを行い、利用者支援に

影響のない範囲で支出抑制する。 

 

拠点移動したため月間賃料（テナント利用）が増

額になり、抑制の範囲に収まらなかったが、空調

の節約意識などに努めた。 

 

②利用率（稼働率）・サービス提供時間 

区分 通期目標 実績 

就労継続Ｂ型 54％（2,592 人） 46.5％（2,235 人） 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．月次暦に対する基準通りの開設を行えるよ

うにする。 

月次暦通りの開設、7月に土曜開設 1 日設定した。 

２．増床により対定員利用率は下がるが、対契

約者数利用率（各個の出勤率）は 90％以上

を目指す。（個別意識の向上を図り、欠勤日

を減らす） 

延べ利用者数  2,235 名 

対定員稼働率   46.4％ 

対利用契約稼働率 87.9％ 

（資格取得講習および実習で契約稼働率が低下） 
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 ③サービスの質の向上にむけた取り組み 

区分 通期目標 実績 

専門研修実施 計２回 1 回実施 

健康診断 計２回 ２回実施 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．虐待防止に向けて、「何が虐待か」「どこ

から虐待の芽が発生するのか」等を共有する

場を設定し、身近にある課題としての意識付

けをする。 

外部研修 6 月（虐待対応・障害者差別解消） 

健康診断８月・３月 

２．社会人として、また福祉職として最低限必

要な接遇マナーを身に付け標準化すること

で、職員の質の向上の一つとする。 

利用者間の言葉遣い、マナーについて利用者勉強

会で周知、職員は定例会議で共有した。 

 

 ④ヒヤリハット報告の顕在化と傾向分析・共有 

区分 通期目標 実績 

定例運営会議の活用 年間総括・集計 
年度末研修会で報告 

（実績ゼロ） 

定例会議の活用 年間総括・集計 
年度末研修会で報告 

（実績ゼロ） 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．定例運営会議で報告されるヒヤリハット事

例について、翌月運営会議で再検証を行い、

事故に繋がっていないかを追跡し、連続発生

の予防とヒヤリハットの重要性を理解する。 

定例運営会議の報告を持ち帰り、事業所内で共有。 

２．企業出向時の危険ケースを事前予測し、『本

日のリスク予測』として職員・利用者が共に

作業に伴う危険度を理解する。 

出向前の朝礼で利用者から留意点を発題できるよ

うに設定した。意識は向上している。 

 

 ⑤交通事故防止策（交通事故ゼロ目標） 

区分 通期目標 実績 

定例運営会議の活用 計 12 回 
定例運営会議で報告される事

故報告を､事業所内で共有。 

利用者ミーティングの活用 事故件数ゼロ 出勤退勤時の事故ゼロ達成。 

ヒヤリハットの連携 事故件数ゼロ 軽微な接触事故 1 件 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．事故事例を（報告）を基に、季節・曜日・

時間帯・地域などからハイリスク帯を導き、

全員共通の意識を持つことで、交通事故発生

ゼロを目指す。 

出向先敷地内で（れがーとエリア）公用車取り回

し中に軽微な接触事故を起こす。慎重な運転を再

度共有した。 

２．ヒヤリハットと連動させ、職員・利用者ミ

ーティングなどを利用し意識向上の取り組み

を行う。 

発題者の増加により、利用者のヒヤリハット意識

は少しずつ向上しているが、内容的には物品に関

する事項が多くレベル向上が必要。 

 

 



98 

 

Ⅱ．能力開発目標＜エリア目標として＞ 

（１）独自目標（中期経営計画(第１期)中期活動計画に基づく取り組み事項） 

区分 通期目標 実績 

人材育成と展開力のアップ 新人職員の養成 

新規採用者 4 名配属。 

兼務により、柔軟で多機能な働き方をトレーニ

ングした。 

ケアスキルの向上 資格の取得 

国家資格受験者、今年度ゼロ。 

強度行動障害支援者養成（基礎研修 1 名、実践

研修 1 名） 

総合力を高める 感性を高める 

配属部署に関わらず、エリア職員が共有する必

要のある事柄は、職責に関わらず広く周知した。 

エリアの所長級会議や、運営会議時に職員状

況・勤務の様子など報告し、今向き合っている

課題感など、チームとして取り組んだ。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．新規職員に施設介護および居宅介護業務を

兼務させることにより、幅広い介護力を身に

付け、将来的に多機能な働き方ができるよう

育成する。 

新規採用者 4 名、施設・居宅・ＧＨ勤務を兼務さ

せ育成。本人特性を見極め、7 月にはエリア内異

動も行った。 

２．受験者に対する学習会やレクチャーを行い、

受験経験者が受験職員をバックヤードから合

格に向けた支援を行う。 

介護福祉士受験資格取得まで、最短でも残り４年

を要す。 

３．高齢・障害の分野に関わらず、利用者やそ

の家族が抱える事柄を理解し、暮らし辛さや

ストレス感に寄り添える感性を磨く。 

読書研修を実施し、そのフォローアップとして経

験者によるお話し会を企画。相談支援事業の黎明

期のこと、相談事業が担う課題など、施設現場で

は理解しにくい事業について学習した。 

４．職責を理解させ、目標参画システムを効果

的に活用しスキルアップに繋げる。 

新たに、職責基準の説明を行うことはしなかった

が、要所要所で自分の法人内職責や職務ガイドラ

インを身近に感じるように説明した。 

指導職級以上には、個別目標達成支援プログラム

を活用した。 
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オープンスペースれがーと 苦情解決の体制および結果 

 

■苦情解決の体制  平成２８年９月に苦情解決第三者委員の任期切れに伴う交代あり。 

 旧） 黒川智明氏（バンバン保護者会会長）    新）山下二美子氏（バンバン保護者会会長） 

    高木和久氏（元：湖南市教育センター所長）    井上利和氏（前：湖南市健康福祉部長） 

    磯江百合子氏（元：水戸学区民生委員）     磯江百合子氏（元：水戸学区民生委員） 

 任期は平成２８年９月２９日～平成３０年９月２８日 

 

■第三者委員会に上がったケースなし 

 

■苦情解決受付担当者 

バンバン／北川紘久（Ｂ型）、茂木麻貴（生活介護） 

NBB Neo バンバン／伊藤匡剛 

れがーとケアホーム／横井光資 

デイサービスセンターらく／飯田尚樹 

甲賀地域ネット相談サポートセンター／浦田等流 

 

■苦情内容（主なもの） 

  １．パン異物混入・・・信楽学園より「睫毛のようなものが付着している」と連絡あり。製造グルー

プで検証するが決定的な原因究明は出来ず。（信楽学園には詳細報告済） 

  ２．物品返却  ・・・「カテーテル先端キャップの返却を再三お願いしているにも関わらず、返され

ない」処分すると職員が思い込んでいたことと、連絡が浸透していなかった

ことが原因。（解決済） 

  ３．連絡ノートへの不適切な記入 

          ・・・排泄に関する出来事を連絡ノートに赤字で記入したことに対するクレーム。

職員の配慮不足～利用終了～他事業所の利用へ（解決済） 
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（１３）甲賀地域相談センター 事業報告 

 

Ⅰ 経営参画目標 

（１）独自目標（中期経営計画(第１期)中期活動計画に基づく取り組み事項） 

区分 通期目標 実績 

相談支援体制の拡充 

基幹相談支援センターによる、標

準的な地域における相談体制の在

り方の提案 

基本的に新規事業参入が少な

く、体制の充実に寄与は出来て

いない。 

相談員のスキルアップ 

各相談員の活動・事例報告会の実

施による育成、専門相談調整室体

験による専門性の獲得 

センター内外活動における相

談員のスキルアップ経験は確

保できた。 

専門相談調整室の体験は、計画

相談に追われ未実施。 

相談員の現場体験 

直接支援職場を体験することで、

相談員としての基本的スキルを獲

得し、視野を拡大する 

れ が ー とエ リ ア内 にお け る

様々なサービス提供現場支援

体験は実施。視野の拡大につな

がる。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

・基幹相談支援センターによる標準的な相談支

援体制の在り方を検討 

両市と定期的打合わせの実施。特定相談支援事業

所を中心とした事例検討会や研修会を毎月開催

し、体制整備と支援の標準化に対する取り組みを

計画的に実施した。そのツールとしての相談支援

ガイドブックも作成。 

甲賀地域障害児者サービス調整会議の定例会議に

おけるワークショップの企画を通じて、参加者の

発言の機会の確保等を通じて活性化に寄与した。 

・各相談員の活動・事例報告の実施により、基

本スキルであるプレゼンテーション力、コーデ

ィネーション力、相談業務に対する理解度、ア

プローチ法について相互評価 

週間会議・月間会議を通じて各相談員のケース検

証を実施。 

甲賀地域障害児・者サービス調整会議定例会議に

おいて、バランスよく報告者を担当、報告の仕方・

伝えるべきポイントについて確認し、プレゼン力

の向上の機会とした。 

月間会議では研修会を開き、8 月に『相談支援事

業所「知的分野」と「高齢分野」と比較検証』を、

10 月には「コンビニ人間」を回読し『「知的障害

とは」発達障がいとは』について、12 月に「計

画相談事業」について復習し(制度条文や通達事項

について音読)計画相談の役割について、1 月に

「事業所ハンドブック」をテキストに制度を皆で

読み直し通所事業所の「個別支援計画」に求めら

れている役割について確認のための研修等を実施

し、基本スキルの向上に取り組む。 

・経験者によるＯＪＴの実施により相談スキル

の向上が達成できたか（相談力、ネットワーク   

構築力、活動報告力）の視点で相互評価 

週間・月間会議においてケース検証を行うことに

より支援スキルの向上に取り組んだ。各相談員の

様々な視点から意見を出し合うことでＯＪＴの機

会を得ることができた。 

・法人サービス事業へ職場体験制度を活用、様々

な状況にある当事者の生活、活動現場を知るこ

とで、面談中心の相談だけで捕らえられない利

計画相談に時間を拘束され、センターより他事業

所に職員研修を出すことが出来なかった。他事業

所よりは、2 名の研修を受け入れた。また、品川
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用者ニーズを獲得 事業所に派遣される相談員について１月～3 月間

1 名研修を引き受け、研修と交流を図る。 

・専門相談現場体験によるアセスメント力、困

難事例対応力の基本的スキルの向上が達成でき

たか相互評価の報告を実施 

現場体験は実施することが出来なかったが、個別

ケースを協働する等で意見交換や学びの機会とし

た。 

 

（２）各施設等共通目標 

 ①ヒヤリハット報告の顕在化と傾向分析・共有 

区分 通期目標 実績 

定例運営会議の活用 年間総括・集計 
センター内定例会議において

集計と内容の検証を実施 

気づきの共有 毎月開催 
相談センター月例会議におい

て、集計と内容の検証を実施 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．定例運営会議で報告されるヒヤリハット事

例について、翌月運営会議で再検証を行い、

事故に繋がっていないかを追跡し、連続発生

防止とヒヤリハットの重要性を理解する。 

ヒヤリハットの報告の重要性を理解し、12 ケー

スの事故報告がだされた。 

２．事業所内におけるヒヤリハットに気づき、

共有できる場を確保し、ケース事例や相談業

務と合わせて検証できる環境作りを行う。 

週間・月間報告において事故・ヒヤリハット報告

を議題に挙げて検証し、同じ事故を二度と起こさ

ないように、また類似の事故の予防に向けての確

認協議を実施した。 

月例センター会議の議題として、年間通じて確認

と検証の機会をもった。 

 

 ②交通事故防止策（交通事故ゼロ目標） 

区分 通期目標 実績 

安全運転管理者講習受講 
管理者講習、副管理者講習の 

受講 
計２回受講 

定例運営会議の活用 
事故報告を基にした 

安全運転の検証 
計 12 回実施 

安全運転管理者協会研修 
若年運転者 

交通安全運転研修受講 
計 1 回実施 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．外部研修を活用し、交通安全運転に対する

意識向上・技術向上を目指す 

外部研修未実施 

２．事故報告を基に、季節・曜日・時間帯・地

域などからハイリスク帯を導き、全員が共通

意識持つことで、交通事故発生ゼロを目指す。 

月間会議にて、落ち着いて安全運転を心がけるよ

う、余裕のあるスケジュールの組み立てを行う等

の伝達を徹底 

 

 

Ⅱ．能力開発目標 

（１）独自目標（中期経営計画(第１期)中期活動計画に基づく取り組み事項） 

区分 通期目標 実績 

相談力の向上 

相談支援業務における基本的姿勢

（ニーズ重視・アセスメント力、

権利擁護意識等）を習得 

基幹相談支援センターが作成

した相談支援ガイドブックや

研修会を活用し、基本的姿勢等

の確認を実施した。 
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ネットワーク構築力の向上 
法人内外の様々な機関とネットワ

ーク・連携がとれる関係の構築 

日常の相談活動を通して、行

政、専門機関、地域のサービス

事業所等関係機関とのネット

ワークの構築を意識して取り

組めた。 

活動報告力の向上 
法人内外での報告において活動の

プレゼン力を向上 

センター会議における報告、甲

賀地域障害児者サービス調整

会議等における報告等、実践を

通して向上に努めた。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

職場体験制度の活用等による相談活動の振り返

り・相互評価の機会をつくる 

職場体験制度については未活用であった。原因は

計画相談に追われたことが大きい。 

法人内他事業所との人脈・連絡が取り合えるネ

ットワークの関係づくり 

他事業所より研修に来た職員との交流について、

ネットワークづくりの大事な機会として捉え、意

識して関係づくりに取り組めた。 

個別ケースを通じて、専門相談調整室の相談員と

は、共同支援する機会を持ち、ケース対応を通じ

て情報交換と交流を図った 

職場内会議や地域自立支援協議会における活動

報告の実施 

定例会議・運営会議・全体会議への積極参加につ

いては継続的に実施した。 

甲賀圏域サービス調整会議(自立支援協議会)専門

部会１０部会中全部会に関して委員参加。事務局

として定例会議等に報告を実施した。 

 

 

Ⅲ 事業に関する報告 

１．基本方針 

相談支援事業はニーズに寄り添い、生活の課題に向き合い、必要な支援をアセスメントし、適切な支

援体制やサービスの調整を実施すること、また個々のニーズから派生した課題から、地域の長所や短

所を整理、社会資源の点検・評価・改善・開発にむけた取り組みをしていく事業である。高齢・障害・

子育て等様々な生活の不安や困難を抱えた人が安心して暮らすことができるよう、信頼される相談支

援事業を展開するよう意識して取り組んだ。法人内他事業への体験等の取り組みについては、計画相

談の量的、質的内容のボリュウムがあり、計画通り実施出来なかった。事業所内相互評価やＯＪＴの

為の会議を週間会議や月間会議等で確保することができた。基幹相談支援センターの運営についても、

地域自立支援協議会の円滑な運営に寄与する事務局の役割、計画相談体制の充実に向けた人材育成に

取り組んだ。計画相談体制については、二市の体制充実への意識の向上まで育むことは出来なかった。 

 

 

２．事業報告 

障害分野相談支援事業 

  障害者総合支援法の見直し検討が実施された。その中において、相談支援事業はますますその役割の

重要性が確認された。しかし「相談支援の充実」には、地域の相談支援体制は未だ脆弱である。障害

当事者の権利擁護の為にも、相談支援事業が果たす役割は多い。今年度施行した「障害者差別解消法」

が絵に描いた餅に終わることなく、差別のない共生社会の構築に寄与していくためにも、理想とする

基幹・委託・計画相談の役割を意識した体制の構築に向け継続して取り組んだ。 

 

  地域相談支援体制の充実と個別支援体制の強化に向けて、現在計画相談のケース移管作業が進められ

ているが、未だ十分な体制には至っていない。相談サポートセンターとしては移管ケースについては、

丁寧なケース移管と着実な移管件数に向け取り組んだ。結果として年間通じて 39 ケース移管した。 
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（１） 湖南市・甲賀市委託事業 

・一般的な相談（委託相談）の相談員（コーディネーター） 

  相談センターの総合窓口として、就学前から高齢期まで様々な障害児・者を対象とし、アウトリーチ

（訪問活動）課題調整、地域への課題発信、行政や関係機関との共有・連携を図り、地域のネットワ

ークと福祉の向上に寄与するよう取り組んだ。 

  今年度は、計画相談のケース移管作業が今年度の最大取り組み事項である。今後の当センターと地域

の相談支援体制の再形成にかかわる重要な局面の年であった。ケースの引継ぎの観点でも移管先との

協働やフォローアップと必要作業は多肢にわたり、委託相談としての役割が全う出来るためにも、ケ

ース移管に力点を置き、さらに体制の充実に寄与していきたい。 

バンバン利用対象者については、計画相談と個別支援計画との合同面談を開始し、支援の協働に向け

た具体的取り組みをモデル的に実施した。 

   

・地域生活支援事業の相談員（生活支援ワーカー・ケアマネジメント従事者） 

  二市の地域生活支援事業を活用して配置されている、生活支援ワーカー、ケアマネジメント従事者事

業。生活支援ワーカーは甲賀地域障害児・者サービス調整会議で整備したグループホーム等の利用者

や地域で一人暮らしをする人の支援にあたる。ケアマネジメント従事者は計画相談になじまない、頻

繁にあるいは定期的にサービス調整支援の必要な家族を中心に、困難事例を中心としたマネジメント

支援を実施。 

 

  生活支援ワーカーによる『地域相談支援事業』の積極活用に努め、より丁寧な相談支援の実施を試行

している。『地域移行支援事業』活用実績１ケース。『地域定着支援事事業』活用実績１ケース実施

した。 

 

・基幹相談支援センターの運営 

湖南市・甲賀市が平成２７年度設置した基幹相談支援センターの委託業務として、甲賀地域障害児者

サービス調整会議の事務局機能と、最大懸案である、甲賀地域の相談支援体制の充実、特に基幹・委

託・計画相談体制の役割分担を意識した事業展開を実施するために、計画相談支援事業所の育成に努

めた。 

 

今年度は、①甲賀圏域サービス調整会議の主導。②特定相談支援事業所のバックアップを行い、円滑

な計画相談の移管事業を促進する。③研修会を確実に実施し相談支援体制についての行政と打ち合わ

せ、及び標準的相談支援に向けてのスキルアップ研修、ガイドブックの作成等を実施し、地域の相談

体制の確立にむけて取り組んだ。 

 

（２） 滋賀県委託事業 

・地域生活支援ネットワーク事業（圈域アドバイザー） 

  甲賀地域障害児・者サービス調整会議における課題整理や地域関係機関との共有を図り、課題解決に

向けて部会、検討会等において、提言等を実施し、甲賀地域の福祉の向上に寄与した。 

 

・発達障害者ケアマネジメント事業 

認証発達障害者ケアマネージャーを配置。二市の発達障害支援室、県の発達障害者支援センター、地

域の福祉、教育機関等と連携しながら発達支援部会の事務局として活動した。特に発達障害でひきこ

もり状態、就労困難な状態等生きづらさを抱えている人に丁寧に対応。成人期以降の人を中心に相談

活動を展開した。 

 

発達支援部会では事務局の役割の範囲内で部会をけん引し、先進事業所への視察研修企画等積極的に

主導した。また、両市発達支援センターと協働し個別ケースへの対応と障害理解に対す普及啓発活動

にも寄与した。 

 

（３） 個別給付事業 

・指定特定・一般・障害児相談事業（計画相談） 

甲賀地域の相談支援事業者の中で、唯一専任の計画相談員を配置して実施。専任相談員の活動が、基
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幹相談支援センターの新規事業所の拡大や人材育成機能に活かされた。今後はさらに安定した、相談

支援体制と質の担保が課題として求められており、基幹相談支援センターと連携し、体制の充実につ

いても寄与する。 

 

高齢分野相談支援事業 

高齢分野においては介護保険制度の改正が実施され、特に介護予防群の対象者へのサービスが地域に委

ねられてきている。今後も地域「我が事・丸ごと」地域包括支援体制の構築がいわれており、湖南市か

ら委託を受けている相談事業についても、相談活動や生き甲斐活動を通して、地域で見守る、地域づく

りを意識して取り組んだ。 

 

（１）湖南市委託事業 

・在宅介護支援センター事業（高齢者支援センターひえ） 

高齢者世帯や独居世帯の増加により、地域から孤立する高齢者、孤独死を出さない地域づくりのため

の相談活動を実施した。そのため市地域包括支援センターや自治会、民生委員等と連携しながら、訪

問を中心に生活の見守りを実施し、次の時代に必要な取り組みについても検証してきた。 

・生きがい活動支援通所事業 

市地域包括支援センター、自治会、民生委員と連携しながら、いきがいデイサービスの活動により、

ひきこもり等孤立化を防止し、地域住民の連帯と、サービス利用者の生活の安心に寄与した。 

 

児童分野相談支援事業 

核家族化等により、子育てに対する不安を抱え、悩んでいる母親も少なくない。そのことでの不安やス

トレスが、虐待につながる事を防止することも重要であった。一人で悩みを抱え込むことなく、同じ立

場の地域の子育て世代がつどい、互いの悩みや、将来を語り合える交流の機会を作ること、助産師や子

育てアドバイザーによる相談や学習会等を企画し、子育て支援を実施した。 

 

（１）湖南市委託事業 

・地域子育て支援拠点事業（湖南市つどいの広場すくすく事業） 

子育て環境の多様化から不安を増幅されている母親を中心に、子育て世代の親同士がつどい、子育て

相談や学習会を企画して、安心して子育てできる環境づくりを意識し取り組んだ。 
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（１４）専門相談調整室 事業報告 
 

Ⅰ 経営参画目標 

（１）独自目標（中期経営計画(第１期)中期活動計画に基づく取り組み事項） 

 ①各事業の相談支援の専門性と権利擁護の意識の向上を図る 

区分 通期目標 実績 

相談者の権利擁護 
権利擁護に関する気づきの 

報告書提出件数９件 
１２件 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．自分たちの相談支援にとどまらず、

他の関係者と相談者の関わりも含め

た擁護の視点を持ち、気づきを報告書

という見える形にし、室内で共有しそ

れぞれの権利意識を高めていく。 

調整室会議で前月提出された報告について話し合うとと

もに、権利擁護の視点を持ち続けることについて意識喚

起した。（６、７、９月） 

記入の意識喚起のため調整室会議において、各自に様式

を配布。提出を促した。(１２月) 

法人の権利擁護推進月間に合わせ「相模原事件から考え

ることを言葉にしてみる」と題し、調整室内でグループ

ワークを実施した。 

 

 ②現場経験により、相談支援の生活イメージや課題等の想像力を育成する 

区分 通期目標 実績 

１．法人内 

 現場実習 

法人内現場実習 

活用者２名 
６名実施で、達成率は 300％ 

２．事例検討の 

相互参加 

他センターへの 

事例検討参加者 

１２件 

事例検討相互参加実績 

実績は１１件で、達成率は 91.6％であった。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．法人内現場実習の仕組みを活用し、支

援現場からの視点を養う。 

基幹相談センター、ひのたに園、サポートセンター、

じょいなす、バンバン、能登川作業所への現場実習を

実施。センターの相談支援員が、地域の相談支援やサ

ービス事業所、入所施設をリアルに捉えることができ

た。 

２．室内の各センター事例検討会への相互

参加を積極的に行うことで、幅広い生活

イメージや課題を捉える力を養成する。 

異なるアセスメントの視点や支援内容の違いは、各セ

ンターの専門的機能からくることを理解しつつ、多角

的な事例検討の場を生み出すことができた。 

 

 ③高次脳機能障害への支援、罪を犯した人への地域生活定着支援のあり方について検討し、地域の

理解と対応力の向上に寄与する 

高次脳 定着 発達
精神保健

福祉セン

ター

むれやま 実習生

1 5月17日 高次脳 2 1 2

2 5月20日 発達 2
3 7月11日 高次脳 1 2

4 8月5日 発達 1
5 8月26日 定着 1
6 9月13日 高次脳 1 3 1

7 11月8日 高次脳 2 1 3

2 7 2 1 10 1

主催

他機関参加

№ 開催日

11
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区分 通期目標 実績 

１．高次脳機能障害者に関する 

厚生労働科学研究への参加 

今年度の研究成果を

遅滞なくまとめる 

「高次脳機能障害者の社会的行動障害に

よる社会参加困難への対応に関する研究」

統括研究報告書を５月１３日の班会議に

提出する予定。 

２．刑事手続段階にある 

高齢者・障害者の 

入口支援モデル事業 

今年度の事業成果を

遅滞なくまとめる 

５月中旬に主管課である健康福祉政策課

へ、入口支援モデル事業についての事業報

告書を提出する予定。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．分担研究者である島田顧問と協働し、研究事

業に関する会議に出席し研究内容の適切な把握

と、役割に応じた年次の研究成果をまとめる。 

県内精神科病院、クリニックを対象とした予備

調査を実施し、集計を行った。また、県内障害

福祉サービス事業所の予備調査も完了し結果

をまとめた。 

２．滋賀県からモデル事業を新たに受託し、刑事

手続段階にある高齢者・障害者の入口支援につ

いて、調査支援委員会や社会内訓練プロジェク

ト委員会等、関係者による議論と共通理解を基

に、そのあり方を考え実践し、年次の事業成果

をまとめる。 

９月過去の実績と追跡調査を実施。 

３月事業検証委員会にて、年間の実績報告を提

出し、次年度のあり方について提案した。 

 

 

（２）各施設等共通目標 

 ①ヒヤリハット報告の顕在化と傾向分析・共有 

区分 通期目標 実績 

相談支援業務における 

ヒヤリハット報告の意識化 

上がったヒヤリハット報告を

室会議で共有する。 

ヒヤリハット２２件 

事故報告  ２４件 

毎月の室会議において共有した。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

相談支援業務や事務処理におけるヒヤリハッ

トとは何かを全体で議論し、ヒヤリハット報

告に対する意識を高めるとともに、報告され

た内容を全体で共有することでお互いの気づ

きを促す。 

法人として様式が統一されたことを受けて、相談支

援業務にあまりなじみのないヒヤリハットをどう

報告するのかについて５月の室会議で議論した。具

体的な例を出し、気づきのポイントについてイメー

ジを持てるようにした。 

 

 ②交通事故防止策（交通事故ゼロ目標） 

区分 通期目標 実績 

時間に余裕を持った 

移動の励行 
交通事故０件 

上記事故報告の内２件が公用車関係事

故でどちらも「縁石に公用車のホイール

を擦る」であった。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

過密なスケジュールであり、移動が多い部署

であることから、意識的に時間的に余裕を持

った移動を徹底する。 

駐車スペースや経路の事前確認、当日のスケジュー

ルの共有と、出る時間の声掛け、出る間際の声掛け

をした。 

法人の交通安全研修への参加５名。 
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Ⅱ．能力開発目標 

（１）独自目標（中期経営計画(第１期)中期活動計画に基づく取り組み事項） 

区分 通期目標 実績 

１．職員の人間力の強化 
室の半数の職員が年間２回は専門分

野以外の講演会や研修会に参加する。 

室主催のべ 19 名 

外部研修のべ 29 名 

２．業務に関する能力の 

レベルアップ 

全体の半数の職員が専門分野に関す

るプレゼン（研修会講師含む）を行う。 

35 回 

（１７名） 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．専門分野の研さんに集中しがち

な部署において、意識的に専門分

野以外の研修にも参加すること

で、職員の人間力を高める。 

調整室主催 

・内部講師による伝達研修としてアンガーマネジメント研修

を実施。 

・働き暮らし応援センターと合同企画で、障害年金の申請に

かかる研修を実施。 

外部研修 

・他分野及び隣接領域の研修会等への積極的参加をすすめた。 

２．自分たちの専門分野におけるプ

レゼンテーション能力を高める

ため、お互いの方法を交換すると

ともに、実践の機会を設ける。 

発達センターにおいて「構造化の支援」について、1 スタッ

フのプレゼン資料を基に、話す内容の確認とブラッシュアッ

プするための検討を行った。 

定着センターにおいて、プレゼンシート様式を作成し、プレ

ゼン対象者を設定して他センターも含めた職員間で模擬練習

を行った。 

その他、法人フォーラム発表前の予演会を実施した。 

 

 

Ⅲ 事業に関する計画 

（１）事業の取り組み実績 

①発達障害者支援センター事業 

項目 事業内容 実 績 

相談支援・発達

支援事業 

発達障害児(者)および

その家族等からの相

談に応じ、適切な指導

または助言をすると

ともに情報提供を行

う。また、診断・心理

判定に関して関係機

関との連携を図る。 

実支援人数 672 人、延支援件数 5338 件 

心理的判定 85 人 

調整会議への出席 255 件 

関係機関職員への助言 366 件 

相談支援・就労

支援事業 

就労を希望する発達

障害者に対し、就労に

向けて必要な相談等

による支援を行うと

ともに労働関係機関

との連携を図る。 

実支援人数 183 人、延支援件数 1918 件 

調整会議への出席 117 件 

関係機関職員への助言 212 件 

職場拡大のための企業等への啓発活動 6 件 

コンサルテーシ

ョン事業 

学校教育支援事業 発達障害児を支援・教育する学校現場を訪問し、教職員

研修や学校環境の見直し、支援方法の検討、個別支援計

画、個別指導計画作成の話し合いに、第三者機関として
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助言した。 

・滋賀県立八日市養護学校（12 回） 

・滋賀県立長浜養護学校（4 回） 

・滋賀県立三雲養護学校（8 回） 

施設支援事業 計画に基づき施設を訪問し、職員研修や生活環境の見直

し、支援の方法等についての助言を行った。 

・滋賀県立近江学園（10 回） 

・草津市発達支援センター（4 回） 

・NPO 法人子育ち・子育てサポート 

きらきらクラブ（6 回） 

・ＮＰＯ法人滋賀自閉症研究会たんぽぽ さくら工房（４

回） 

・滋賀県立精神医療センター（２回） 

・湖南地域働き暮らし応援センターりらく（５回） 

・社会福祉法人若竹会  

若竹作業所・山寺作業所（5 回） 

・社会福祉法人湖北会 

あそしあ・湖北まこも・ほっぷる（6 回） 

  ふくらの森（4 回） 

  ライフまいばら（3 回） 

  ゆるり（4 回） 

・社会福祉法人 ノエル福祉会 グループホームぜぜ（４

回） 

・社会福祉法人さわらび福祉会 さわらび作業所（4 回） 

・社会福祉法人 びわこ学園 知的障害児者地域生活支

援センターひまわりはうす（4 回） 

地域支援事業 地域自立支援協議会

に参画し、市町行政や

市町の発達支援セン

ター等、障害者相談支

援 事 業 所 と 情 報 共

有・課題検討などによ

る連携を推進する。 

・滋賀県障害者自立支援協議会 

事業部会（全体会）、委員会、運営会議、発達障害検討

会 

・東近江圏域自立支援協議会 

発達障害者支援認証ケアマネージャー会議、発達障害

者支援体制整備部会 

・湖東地域障害者自立支援協議会 

全体会議、定例会 

・長浜米原しょうがい者自立支援協議会 

発達障害者支援部会 

・大津市障害者自立支援協議会 

発達障害部会 

・高島市障害者自立支援協議会 

発達障害者部会 

・湖南地域行動障害支援ネット 

・滋賀県行動障害支援ネットワーク 定例会 

研修事業 キーパーソン養成事

業は、滋賀県と協議し

ながら、障害者生活支

援センターおよび働

き・暮らし応援センタ

ーの職員等への専門

研修を行い、発達障害

者支援を専門的に実

○発達障害者支援キーパーソン養成事業を実施 

5 名（大津圏域３名、甲賀圏域１名、湖北圏域１名）が

養成研修を修了し、発達障害者支援ケアマネージャーと

して認証を受けた。 

○発達障害者支援キーパーソンフォローアップ研修を実

施し、活動内容や課題の共有、ケース検討を図った。 

（受講者 13 名） 

○公開講座 4 回（発達障害者支援総論／支援施策・特別
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施することが出来る

人材としを養成する。 

また、発達障害に関す

る啓発研修を企画運

営する。 

その他、関係機関等と

の連携で必要な研修

会を開催する。 

支援教育／高校大学と福祉の連携/保護者・本人支援/医

療・就労支援を開催し、772 名の参加があった。 

○関係機関からの依頼による発達障害に関する研修会へ

の講師派遣を 37 回行った。 

TEACCH プログラム研究会 

（自閉症スペクトラム支援の基礎講座） 

東近江圏域サービス調整会議 

（市民向け研修会・支援者向け研修会） 

滋賀県立自立支援協議会（強度行動障害支援者養成研修） 

信楽学園（自閉症の特性） 

甲賀地域障がい児・者サービス調整会議（発達障がい者

支援） 

滋賀障害者職業センター（職業準備支援講座） 

滋賀県立大学（教職員向け研修会） 

滋賀県救護施設（職員向け研修会） 

滋賀 LD 親の会（就労に向けた自立支援について） 

湖北地域しょうがい者相談センター 

（WAIS 等の発達検査の活用方法） 

滋賀県警察本部 

（発達障害の理解と人権に配慮した対応について） 

滋賀労働局（新任研修）  

大津市介護サービス事業者協議会・滋賀県社会就労事業

振興センター（発達障害職場サポーター養成講座） 他 

その他 強度行動障害対応専

門家チーム巡回事業

では滋賀県重度障害

者地域包括支援事業

の一環として、強度行

動障害者通所特別支

援事業の特別支援加

算の交付を受けてい

る生活介護事業所に

専門家を派遣して、事

業所のスキルアップ

を図る。 

その他、発達障害に関

する必要な活動を実

施する。 

・滋賀県強度行動障害専門家チーム巡回事業受託運営 

・滋賀県医療福祉相談モール連携会議への参加等、モー

ル構成機関としての活動 

・発達障害者支援センター全国連絡協議会総会、実務者

研修会、近畿ブロック研修会への参加 

・発達障害者雇用支援連絡協議会への参加 

・精神障害者雇用支援連絡協議会への参加 

・彦根市障害者福祉推進会議専門委員会への参加 

・市町発達支援センター、発達支援室等連絡会への参加 

・草津市発達障害者支援システム推進協議会への参加 

・彦根市発達支援関係機関支援会議への参加 

・長浜市児童発達支援センター療育検討委員会への参加 

・米原市就学指導委員会への参加 

・滋賀県子ども若者支援地域協議会への参加 

・世界自閉症啓発デー関連事業への協力 
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②高次脳機能障害支援センター事業 

項目 事業内容 実 績 

相談支援事

業 

高次脳機能障害者(児)等

や家族、または行政や支

援者等からの相談に対

応し、相談内容に対し

て、必要な調整を図り、

関係機関と連携して対

応する。 

 

支援専門チ

ーム派遣事

業 

① 高次脳機能障害支援

センター及び地域支援

における困難事例にか

かる事例検討を実施。 

② 地域支援における個

別支援会議への参画お

よび助言を行う。 

③ 地域支援の現場にお

ける助言及び指導（アウ

トリーチ活動）を行う。 

④ ①から③を通じ、高次

脳機能障害者（児）の相

談支援体制にかかる課題

の整理および検討を行

う。 

専門チーム会議は今年度３回開催。専門チームの派遣依

頼は１ケースであった。 

第１回 「40 代妻の発症により家族が疲弊、家

族間の調整と地域支援の調整が困難な事

例」 

第２回 高次脳機能障害支援体制にかかる課題整

理および検討 

・精神科医不足 

・小児の高次脳機能障害 

・緊急時の受診について 

第３回 「脱抑制が社会生活に大きく影響を及ぼ

している事例」 

「小児の高次脳機能障害ケース」 

〇支援専門チームの派遣  １回 

交通災害による後遺症のある方の就労支援 

成人病センター集団プログラム参加のケース 
 

97　人
電話 826 電話 1214 186　人
来荘 113 来荘 53 3596
訪問 495 訪問 452

その他（郵送） 270 その他（郵送） 173

合計 1704 合計 1892

97　人
20才未満 ２０～３９才４０～６４才６５～７４才 ７５才以上 不明 なし
2 21 42 16 3 13 0

当事者 家族 病院 公的機関 介護保険施設 介護保険関係者 障害福祉施設
障害福祉相談

機関 その他

7 22 17 12 1 11 4 18 5
福祉ｻｰﾋﾞｽ 生活対応 治療ﾘﾊﾋﾞﾘ 障害情報 就労保障 経済保障 その他
24 36 17 2 11 3 4

疾病 交通事故 その他事故 不明
54 25 9 9

脳梗塞 脳出血 くも膜下 脳腫瘍 低酸素脳症 脳炎 脳外傷 その他 不明
18 8 2 12 3 0 27 12 15

原因・詳細

 延べ支援回数

【新規相談者属性等分類】

年齢

相談者

相談内容

原因・分類

全月合計
支援回数

本人・家族 関係機関・事業所等 新規
 実支援人数
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普及啓発事

業 

県内の市町や地域の相

談事業所、福祉サービス

事業所等各関係機関、地

域住民に対し、高次脳機

能障害への理解を深める

ことを目的に研修会を開

催するとともに、講師の

派遣等を行う。 

【研修会】 

7/18 
高次脳機能障害支援センター主催研修

会 

講師派遣 

7/15 ケアハウス栗東 職員研修 

8/21 
平成２７年度教育研修事業  

高次脳機能障害コース step2 

8/21 
平成２７年度教育研修事業  

高次脳機能障害コース step３ 

9/1 みょうが太一 職員研修 

9/8 近江八幡市地域包括ケア会議 ＳＶ 

10/4 
甲賀相談支援ネットワーク部会 事業

説明 

10/20 三方よし研究会 症例報告 

11/11 
日本高次脳機能障害学会 

学術総会 登壇 

1/13 
甲賀圏域高次脳機能障害 

勉強会 

1/20 
働き暮らし応援センター りらく 

職員研修 

2/10 
アメニティフォーラム 21 

（当事者家族との鼎談） 

2/12 

アメニティフォーラム 21 

（シンポジウム小児期の高次脳機能障

害） 

2/21 
東近江圏域高次脳機能障害 

勉強会 

むれやま荘家族交流会 講師 計 13 回 
 

普及啓発事

業 

高次脳機能

障害専門研

修 

滋賀県高次脳機能障害

支援専門員養成研修を実

施し、より身近な地域で

専門的な支援を実施する

ことができる人材を養成

する。 

今年度から開始した専門研修は、県立リハビリテーシ

ョンセンター、滋賀県自立支援協議会に協力を得て開催

した。実施する研修は 5 単位とし、すべての研修を修了

した者に県知事より高次脳機能障害専門相談支援員とし

て認証するとともに、認証書を交付した。対象は高次脳

機能障害に関わる医療関係者、福祉（生活支援、就労支

援）の相談支援従事者とし、34 名の応募、24 名の認証

となった。 

地域支援ネ

ットワーク

構築事業 

地域での高次脳機能障

害（児）の受け入れ体制

の構築を図るとともに、

障害特性の理解や当事者

への相談支援、対応のス

キルアップを目的に勉強

会を行う。平成２７年度

より甲賀圏域にてモデル

甲賀圏域での勉強会の継続と新らたに東近江圏域での

勉強会開催に向けて、保健所、サービス調整会議事務局

と連携し検討した。今年度はサービス調整会議研究部門

枠で開催が決定した。 

【甲賀圏域】 

〇高次脳機能障害勉強会(３回実施) 

〇高次脳機能障害支援機関連絡調整会議(４回) 

【東近江圏域】 
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的に実施した圏域支援コ

ーディネーターと連携し

支援ネットワークの構

築、高次脳機能障害の支

援の充実を図る。 

〇高次脳機能障害勉強会(１回実施) 

「高次脳機能障害と気づくことから始まる支援」 

〇高次脳機能障害に関する勉強会準備会(５回) 

ＳＳＴ事業 高次脳機能障害者に対し

て就労とその継続に向け

たコミュニケーションス

キルの向上の促進を目指

し、ソーシャルスキルト

レーニングを通して高次

脳機能障害者に対する就

労支援を図る。 

今年度は計 3 回開催した。対象者は、就労を目指した

３０代～5０代の男女で社会生活場面でのコミュニケー

ションがより円滑に進むスキルの獲得を目指した。ピア

サポートとして同じ体験をした当事者との関わりをも

ち、支え合う感覚を意識して行った。場所を北部センタ

ーで開催するなど、湖北の方が参加しやすいように工夫

した。 

家族会への

サポート 

家族会の活動への助言、

参加、サポートとして、

脳外傷友の会「しが」家

族会主催行事へ参加す

る。 

・総会および家族交流会参加(２回) 

・Ｂ型事業所「サンサン」開所式参加 

・高次脳機能障害リハビリテーション講習会実行委員会

(１回) 

・高次脳機能障害リハビリテーション講習会 (１回) 

・脳外傷友の会全国大会参加 高知       

その他事業 その他、高次脳機能障害

に関する必要な活動を実

施する。 

・全国高次脳機能障害連絡協議会への参加(２回)  

・近畿ブロック連絡協議会への参加(1 回)          

・滋賀県高次脳機能障害対策推進会議参加(１回)  

・滋賀県医療福祉相談モール連携会議参加(6 回)  

・むれやま荘家族交流会参加(9 回) 

・むれやま荘合同事例検討(6 回) 

 

③地域生活定着支援センター事業 

項目 事業内容 実 績 

コーディネー

ト 

大津保護観察所からの

協力依頼により、滋賀刑

務所入所中の特別調整、

一般調整対象者に面会

し、福祉サービスのニー

ズ等確認し受入先の斡

旋、調整及び福祉サービ

スに係る申請や年金受

給申請の支援等を行う。

県外帰住希望者につい

ては、他府県センターに

業務協力依頼を行う。 

他府県の定着支援セン

ターからの依頼を受け

た県内帰住希望者にお

いても、同様の支援を行

う。 

コーディネート件数 

 

 

コーディネート終了ケースの状況 

 

 

継続

新規

終了

継続

新規

終了

6

15 13 2 8 1 6

8

1

終了ケース計 22 21 1 7 6 9

一般調整

0

特別調整

15 14 1 4 5

21 20 1 7 6

全体
性別 区分

男性 女性 高齢 高齢+障害 障害

2

1 1 0 0 0

0 0 0 0 0

2 2 0 0 0

最短 最長

県外 12 3 8

3 3 6

3 3 7

不調 3 2 5

県内 1 3 ―一般調整 保護観察所

特別調整

保護観察所

県内

他府県セン
ター

養護老人ホーム、更生保護施設、マック、
NPO法人、病院、救護施設、グループホーム

自立準備ホーム　知人宅 　養護老人ホーム

病院

サービス付き高齢者住宅、更生保護施設、

（理由）取り下げ2 入院調整１

依頼元
帰住
地

人数
調整期間（月）

帰住先
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フォローアッ

プ 

コーディネート対象者

の出所日出迎え、受入

先 へ の 申 し 送 り を 行

う。その後、地域での

生活が安定するまで、

本人及び受入施設、事

業所に対して支援や福

祉サービスの利用に関

する助言等を行う。 

フォローアップ件数 

男性 女性 高齢 高＋障 障害 知的 発達 精神 身体 認知症 最短 最長

15 12 3 8 0 7 8 7 7 0 2

7 6 1 1 3 3 3 1 2 2 0

12 12 0 7 3 2 2 0 7 3 3

継続

1ヶ月 32ヶ月

新規

終了 当日県外送り

全体
性別 区分 障害種別(重複あり） 支援期間

 

相談支援 矯正施設から退所者又

は執行猶予や保護処分

を受けた人、逮捕勾留

された人のうち、障害

又は高齢により福祉的

な支援を必要と認める

場合は、本人又はその

関係者からの相談に応

じて必要な支援及び助

言等を行う。 

新規相談受付 

 

 

相談支援件数 

 

入口支援 刑事手続き段階にある

人の中で、高齢または

障害（疑いも含む）に

より福祉的な支援が必

要と認める場合は、本

人・家族、支援者、弁

護人（代理人）、担当

検事等からの相談に応

じ て 必 要 な 支 援 を 行

う。 

 また、調査支援委員

会を開催し、刑事手続

きの処分結果にかかわ

らず本人にとって必要

な福祉的支援について

検討する。 

入口支援件数 

 

実施した支援内容 

 

障害 高齢
非該当

不明
司法機関 弁護士 相談事業 福祉 医療・保健

その

他

35 15 0 23 7 8 6 1 5

42 5 5 10 4 14 13 0 10

77 20 5 33 11 22 19 1 15

電話相談のみ 52

合計 102

全体

区分 依頼元(重複有り）

支援開始
（コーディネート＋相談）

50

男性 女性 高齢 障害 知的 発達 精神 身体 認知症 大津 湖南 甲賀 東近江 湖東 湖北 湖西 県外

11 7 4 1 10 6 4 5 0 0

31 24 7 5 26 12 5 9 2 1

42 31 11 6 36 18 9 14 2 1

10

新規

終了

区分 圏域

継続

10 10 4 8 7 2 0

障害種別(重複あり）
全体

性別

男性 女性 高齢 障害＋高齢 障害 福祉 弁護士 検察 医療機関 その他

26 17 9 4 1 21 5 8 8 1 4

8 7 1 0 1 7

全体
性別 区分 依頼元

新規

終了

12 15

5 11

2 17

3 17

5 10

国保減免申請 3 10

住民登録関係手続き 3 7

債務整理の調整 4 3

刑事手続段階に合わせた情報収集

留置所等面会調整

家族支援

支援者サポート・会議

アセスメントのための情報集約

使える制度等の利用促進

裁判支援（傍聴・証人）

特別プログラム検討・導入

定期訪問・面談

サービスにつながるまでの受診同行

手帳申請

認定調査

生活保護申請・再申請
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その他 ①連携促進） 

センター、保護観察所、

矯正施設、受入れ先関

係機関等による連絡協

議会等において、情報

交換、対象者の退所後

の生活についての検討

により恒常的連携を確

保する。 

① 

・事業推進委員会：会議開催１ 

・更生保護委員会中部近畿管区：事例検討会１ 

・滋賀刑務所：行事 1 協議会１医務課協議会１ 

・大津保護観察所：三者協議会２連絡協議会１ 

・大津地方検察庁：事業検証委員会３調査支援委員会６

協議他３ 

・大津少年鑑別所：情報交換１協議他４ 

・弁護士会：事業説明１協議他４ 

・モール内連携：事例検討会 5 

②地域のネットワーク

構築） 

地域との連携及び支援

技術向上に資する会議

や研修会を実施し、矯

正施設退所者等が継続

した地域生活を送れる

ようにする。 

② 

・福祉的支援協力事業所部会研修会：公開１矯正施設見

学会 2 司法機関見学会２ 

・講師派遣：滋賀県健康医療福祉部 大津地方検察庁 彦

根何でも相談 むれやま荘職員研修 相談支援専門員現

任者研修 社会福祉士会 法テラス滋賀 京都第１日赤

病院 居宅介護支援事業所 滋賀弁護士会 滋賀県立精

神保健センター 民生委員協議会連合会 地域福祉連絡

協議会 滋賀県居住支援協議会 

・自立支援協議会、地域活動等参画：大津８湖東９県２ 

③情報発信） 

地域住民の理解を得ら

れるよう本事業の普及

啓発に努める。 

③ 

・湖東地域自立支援協議会地域移行部会リーフレット作

成協力 

・取材協力：県民情報誌プラスワン 民生委員広報誌と

もしび 南日本新聞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


