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（１）法人本部 経営管理部 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 

加算知識の十分な把握、加算推進は

できなかった。 

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 

毎月初日の利用者情報や月次会計報

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．加算請求に対する知識の習得 加算知識の十分な把握、加算推進はできなかっ

た。 

２．毎月初日の実績報告書などで情報収集し、

全体共有により収益増収につなげる。 

毎月初日の利用者情報や月次会計報告をうけ状況

把握と、施設へ情報提供し対応をサポートした。 

 

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＋2.3%、下期は寒さによ

り電気使用量が増加（6.7%）した

こと等により、未達成となった。 

 光熱水費の使用量削減 前年比△１％ ＋3.１％ 
 

新電力の検討及び導入 事業所２ヶ所 

導入事業所は０カ所。しかし関西

電力と割引特約（△１７％）を締

結した 

 
きぬがさの調理業務直営化

の検討 
直営化実施に向けた検討 

一旦は業者による給食委託を継続

する予定であったが、業者の辞退

により、平成 30 年度から直営化

を開始する。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１． 光熱水費の使用量の管理。 光熱水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。 



 

２．省エネ・節電チェックリストの徹底を行う 各施設で省エネ対応を実施した。 

３．新電力の検討・導入を２事業所実施する 導入事業所は０カ所。しかし関西電力と割引特約

（△１７％）を締結した。 

４．きぬがさ調理業務直営化のプロジェクトチ 

ームを立ち上げ検討する 

給食委託を継続する予定であったが、業者の辞退

により、平成 30 年度から直営化を開始する。 

 

③運営協議会の設置及び開催  

社会福祉法人制度改革に伴う定款変更により、諮問機関の位置づけとして「法人業務適正化運営協 

議会」並びに「事業運営協議会」の設置要綱を定め、２つの運営協議会を設置した。 

区分 通期目標 実績 

法人業務適正化運営協議

会の設置・運営 

法人業務適正化運営

協議会の開催 
開催できなかった。 

事業運営協議会の設置・

開催協議 
円滑な運営と協議 

担当理事と各施設等の協議のもと、設置要綱に基

づく運営にかかる取り扱いを定め、事業運営協議

会開催に向けた取り組みを行った。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．法人業務適正化運営協議会を設置運営す

るため、上期に準備を行い下期に開催す

る。  

「社会福祉法人グロー事業運営協議会設置要綱」

に基づき、担当理事と施設等の協議について、準

備・調整した。 

２．施設等が事業運営協議会を開催できるよ

う、必要に応じて情報提供・協議等を行

う。 

施設等における運営協議会に参加した。（きぬが

さ・ながはま 2 回、ひのたに園２回、ふくら２

回、東近江障害施設群２回） 

 

④特別養護老人ホームふくら建替えの基本構想策定のための基礎調査      

区分 通期目標 実績 

基礎調査 基礎調査のまとめ 
近年建替えをされた県外施設３カ所へ視察に行

き、基礎調査をとりまとめた。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．プロジェクトチームに

よる基礎調査項目の整

理。  

・プロジェクトチームによる会議を２回開催し基礎調査の項目を整

理した。 

・愛知県の特別養護老人ホーム「愛厚ホーム岡崎苑」視察。 

・兵庫県の特別養護老人ホーム「太子の郷」「ひよどりホーム」視

察。 

・長浜市内の他の県有地等について、建設予定地として調査。 



 

・３月の理事会、評議員会で「特別養護老人ホームふくら改築整

備」として報告した。 

２．関係機関との協議 

・調整。  

・「県立施設の移管に関する基本協定書」に基づく土地（県有地）

について、県と無償貸付期間終了後の取扱いを協議した。 

 

⑤リスクマネジメント方針の策定                       

区分 通期目標 実績 

法人における方針策定 方針策定・周知 
方針を策定し、8 月に周知し

た。 

施設・事業所のマニュアル策

定支援 
マニュアルの策定支援 

施設・事業所のマニュアル策

定支援までは至らなかった。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１． 方針策定を行うための情報収集を行う。 情報収集し策定を行った。 

 

⑥評価制度運用マニュアルの実施                      

区分 通期目標 実績 

目標参画システムの取り組み 全職員実施 
全職員を対象に個人目標達成支援プロ

グラムを実施した。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

区分 実績 

１．トータルな人材マネジメントシステム 評価制度運用マニュアルの整備ができなかった。 

 

⑦多様な働き方を可能とした仕組みの構築                 

区分 通期目標 実績 

意欲と能力のある地域限定職員

の無期転換に向けた取り組み 

平成３０年度の更新

に向け準備を進める 

情報収集し、無期転換導入の大まかな

スケジュールを作成した。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

区分 実績 

１．労働契約改正法による有期雇用職員の無期

転換に向け準備を進める。 
滋賀労働局に確認をとりながら、準備を進めた。 

 

⑧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 



 

法人互助会の設立 事業・給付の検討 
平成 30 年度より福利厚生センター

（ソウェルクラブ）に加入する。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

区分 実績 

１．互助会の設立に向けて、取り組める厚生事

業・給付事業について検討する。 

法人独自互助会ではなく、総合的に判断してソウ

ェルクラブに加入することとした。 

 

⑨グロー研修センターにおける人材育成計画の実施           

区分 通期目標 実績 

必修研修の開催 必修研修の充実 

研修実施計画に基づき、「新任研修・職

階別研修・交流研修」は実施できたが、

「OJT 研修」は、実施できなかった。別

添「研修センター事業報告」参照。 

選択研修の開催 選択研修の開催 

研修実施計画に基づき、専門研修の「看

護師研修」と「事業所間現場実習」は実

施できたが、専門研修の「栄養士研修・

事務職研修」等は、実施できなかった。

別添「研修センター事業報告」を参照。 

ＯＪＴの推進 OJT 推進体制を構築する 

OJT 研修会へのバックアップとして、各

施設等に助成金を交付したが OJT 推進

体制の構築までに至らなかった。 

職員必携研修ファイル 

（手帳）の作成 

職員必携研修ファイル 

（手帳）を作成する 
研修ファイルを作成した。 

研修センターだより 

の発行 
毎月発行する ６回／年 発行した。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

区分 実績 

１．施設等のＯＪＴ推進を図るために、「ＯＪ

Ｔ研修助成金」を交付する。 

当初の計画どおり、各施設等に向け助成金を交付

した。 

２．職員必携の研修ファイル（手帳）の内容を

検討し、作成する。 

職員必携の研修ファイルを作成した。 

（平成 30 年度の研修開催時に職員に配布予

定。） 

３．Ｌ・Ｏ・Ｖ・Ｅと研修予定・内容などの共

有を目的に研修センターだよりを発行する。 

４月、５月、６月、８月、１１月、２月に発行し

た。 

 

（２）各施設等共通目標 

①リスクマネジメントのマニュアル策定                     



 

区分 通期目標 実績 

【再掲】法人における方針策

定 
方針策定・周知 方針を策定し、8 月に周知した。 

方針に基づく本部用マニュア

ル策定 
本部用マニュアル策定 

本部用マニュアル策定まで至らなか

った。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．【再掲】方針策定を行うための情報収集を

行う。 
情報収集し策定を行った。 

 

②ヒヤリハットの記録と報告                         

区分 通期目標 実績 

適切な記録と報告 全職員が適切に行える 本部職員２名から報告があった。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１． ヒヤリハットの再定義を行う。 「リスクマネジメントに関する取り組み指針」の

中で定義づけはされたが、本部職員の中で共有し

再確認できていなかった。 

 

③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 本部職員の交通事故発生ゼロ 

交通事故ゼロに向けて講習会

を実施し、交通安全の意識向

上を図る（法人全体） 

３回 

法人全体…１回講習会実施。 

本部内…２回交通安全に関する研修

実施。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１． 常日頃から職員に対して、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。 

定例会議で徹底を図るとともに、ポスター掲

示等で周知を図った。 

２． 運転するにあたっては、交通ルールと交通

マ 

ナーを遵守し、安全運転・安全確認の徹底を口

頭、 

掲示、書面により注意喚起と周知を図る。 



 

３．全国交通安全週間には注意喚起と交通安全意 

識の徹底を図る。 

 

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） 

各部署別独自目標 ・経営管理部                                

区分 通期目標 実績 

新しい法人制度とあり方について

理解を深める 

職員が基本理解をし、フォー

ラムで発表する。 

理解を深めることはできた

が、フォーラムで発表するに

は至らなかった。 

３つの経営方針の理解と実践 
社会的活動に参加し、自ら経

営方針を提案する。10 人 

社会的活動には参加できた

が、経営方針を提案するには

至らなかった。 

経営に関する外部研修の参加と復

命研修 

外部研修１０回 

復命研修１０回 

外部研修 ５回 

復命研修 ５回 

各部署別独自目標 ・グロー研修センター                          

区分 通期目標 実績 

listen/open/voice/enjoy の実

践（ランチミーティングの開催） 
６回 ５回 

 



 

（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
新たなプログラムを検討、提
案します。 
 
 
・各保健福祉圏域で事例検討
会を実施します。 

・相談支援専門員の質の向上
と研修ファシリテーターの養
成を目的に、新たにファシリ
テーション研修プログラムを
作成し研修会を実施した。 
・２つの圏域において事例検
討手法の紹介と研修会を実施
した。 

企画事業部の役割を再考し、
県事業（委託・補助）のあり
方（再編成）について県担当
課と協議する基礎設計を描き
ます。 

企画事業部のこれからの１０
年を見据え、部員自らが考
え、部としての考えを整理
し、第２期中期計画に提案し
ます。 

第２期中期計画は平成３０年
度に策定となったため、県委
託・補助事業の方向性につい
ては、各課において整理し、
県担当課と協議した。 

＜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。 

研修検討委員の中でも中心的人材を招集し、研
修ファシリテーターの養成や初任者育成など、
平成３１年度の研修制度改正を見据えた協議を
実施した。 

各課で毎月時間設定して意見交換を行い、部内
定例会議の場で報告します。下半期は、部内定
例会議で部全体としての意見交換の場を設定し
て、今後のあり方の全体像をまとめます。 

各課での検討に留まり、部全体での意見交換と
はならなかったが、それぞれの方向性はまとめ
ることができた。 

   

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。 

能登川エリアも含めた、新た
な支援体制強化にむけた検討
には至らなかった。 

ホームかなざわ利用者の生活
の場を移行します。 

利用者 3 名のうち 2 名が他法
人グループホームへ、1 名が
一人暮らしへ生活移行をし
た。今年度をもって、ホーム
かなざわは廃止とした。 

＜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は開催され
なかったが、担当理事に法人内の発達障害支援
関係者を招集していただき、本項目に関する法
人の現状を共有した。法人内において優先すべ
き事項が他にあるため、能登川エリアの支援体
制強化については具体的な検討の時期ではない



 

ことを確認した。ホームかなざわの利用者の生
活移行については計画通り進めることを確認し
た。 

 

 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 

仏・ナントとの事業を成功さ
せ、ナント市以外の海外団体
との連携も推進し、具体的な
企画の合意を目指します。 

文化庁とフランス国立現代芸
術センター リュー・ユニッ
ク、ナント国際会議センター 
シテ・デ・コングレ、及び障
害者の芸術文化国際交流事業
実行委員会（当法人が事務
局）の主催により、日本の障
害者の優れた文化芸術活動の
成果を、世界的な文化芸術創
造都市であるフランス・ナン
ト市から全世界に発信した。
また、東京 2020 大会公認文
化オリンピアードとして実施
し、東京 2020 大会の開催を
国内外に発信するなど、開催
機運の醸成等に努めた。加え
て、全国の関係団体が共働し
て、本事業を広く国内に発信
するプロジェクトの実施等、
国内外の関係者が力を合わせ
て、障害者の文化芸術を架け
橋にした国際交流事業展開を
図った。ナント市以外の海外
団体との連携については、下
記参照。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

 仏・ナントとの交流事業を基盤として、
仏・パリ、スウェーデン、米・ミシガン州等
との連携機会を逃さず、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。 

フランスパリとの連携については、アール・ブ
リュット ジャポネ展の開催を契機に協定を結
んだパリ市立アル・サン・ピエール美術館と共
同して舞台芸術公演を行うべく、準備を進め
た。 
スウェーデンでのアール・ブリュット展のほ
か、作品調査がきっかけとなって繋がった人々
とともにインドネシアでのアール・ブリュット
展も開催できるよう調整した。アメリカミシガ
ンとの事業については、滋賀県が主体となって
実施していくことが整理され、当法人は適宜助
言することとなった。 

障害者の芸術活動の普及を支援するため、他
の実施団体や「2020 東京オリンピック・パ
ラリンピック競技大会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」と連
携し、文化プログラムの研究を行います。（厚
生労働省障害者の文化芸術活動普及支援事
業） 

・全国規模の障害福祉団体が27団体加盟して
いる「2020年東京オリンピック・パラリンピ
ッ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」（事務局：全国手をつなぐ
育成会連合会）と連携し、会議開催にあたって
の資料の作成補助や団体間の連絡調整などに協
力した。  
・ネットワークが開設された障害者の文化芸術
に関するポータルサイト「障害者文化芸術情報
ナビ」では、普及支援事業の紹介や支援センタ



 

ーのリンクを貼ることを調整し、全国の障害福
祉関係団体との繋がりを構築した。 
・なお、文化プログラム研究は、今年度の事業
として指定されなかったため実施しなかった。 

 

（２）各施設等共通目標（リスクマネジメント） 

  ①リスクマネジメントのマニュアルの策定 

区分 通期目標 実績 

部におけるリスクの理解 企画事業部で必要なリスクマ
ネジメントマニュアル作成の
基盤を整理する 

下記の内容から全体会議の場
での意見交換はできなかった
が、まず初めに整備が必要な
マニュアルは定まった。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

企画事業部３課の事業内容が異なるため、各課
の仕事の中でどのようなリスクが生じるか、上
半期毎月の部内全体会議の場を利用して意見交
換を行う。 

第 13 回滋賀県施設合同企画展（平成 28 年
度）での差別用語使用にかかる事故、ＮＯ－Ｍ
Ａ企画展準備中の作品破損事故という大きな事
故が 2 つあったため、その内容を検証するこ
と、事故対応状況の継続共有に時間を割くこと
をもって替えた。 

上半期の意見交換の結果を利用し、部として必
要となるマニュアルの内容について、下半期毎
月の部内全体会議の場を利用して検討する。 

当部署は、その業務の特徴から外部へ向けた広
報物や報告書を作成することが多く、様々な視
点からの配慮が求められる。第 13 回滋賀県施
設合同企画展での事故から、これら広報物等作
成時のマニュアルをリスクマネジメントの観点
から作成することがまず求められると考えた。 

 

 ②ヒヤリハットの記録と報告 

区分 通期目標 実績 

ヒヤリハット報告の必要性の
理解 

企画事業部の業務内容でヒヤ
リとする場面について共有す
る 

提出があった際には、翌月の
全体会議で共有し、それがど
んな事故につながる可能性が
あるのか確認した。 

報告の日常化 部員自ら判断し報告書が提出
される 

全体会議で提出と共有するこ
との重要性を毎月伝えたが、
年間で提出件数 9 件と振るわ
なかった。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

毎月の部内全体会議で、ヒヤリハット報告の月
次集計と内容について報告する 

上記実績の通り。 

半期に一度、報告書の内容を利用して、報告し
たことによってどんな変化が生じたか、報告を
受けたことによって、どう感じたか部員同士が
意見交換する場を設け、何かあったら記録する
習慣を促進していく。 

記録する習慣も促されなかったが、人数も多く
業務数も最多である文化芸術推進課では今年度
から朝礼を設け、当日の業務内容確認のほか、
注意事項や起きた出来事の共有がなされ、お互
い意識する場面は恒常的に設けられた。 

 

  ③事故とヒヤリハットの要因の分析 



 

区分 通期目標 実績 

規定書式を活用した分析 報告書の提出内容について、
担当課の中で常に状況確認が
行われる 

提出内容について、課長を中
心として即時的に発生原因の
分析と再発防止方法について
話し合われた。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

報告書の提出時に、担当課長は必ず口頭での報
告を求めていくことで、報告者の視点だけでは
整理できなかった事実と、報告書の内容の整合
性を図っていく 

上記実績の通り。 

 

  ④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 グループホーム利用者の運転中の事故
1 件を含め、5 件の交通事故が起き
た。 

＜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りと告げるこ
と、それに対する「いってらっしゃい、気をつ
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。 

出発時の声掛けは励行されているが、結果とし
ては上記実績のとおり、多くの事故が起きてし
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） 

  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５０0 枚 
・定例的な会議を除く、出張
ごとの送信平均４５％ 

・部全体で 1717 枚の名刺交
換をした。 
・出会った方への電子メール
送信や手紙の送付は 30.3％に
とどまった。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

名刺を必ず携帯し、出会った方と交換します。
部全体で５０0 枚を目指します。交換した名刺
を確認できるよう、各自で申告表を作成し毎月
の定例会議で集計報告します。 

各自から毎月申告表を提出してもらい、毎月の
全体会議で集計結果を共有した。 

出会った方、お世話になった方などに、手紙も
しくは電子メールの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４５％）送
信行為を確認できるよう、各自で申告表を作成
し毎月の定例会議で集計報告します。 

30.3％にとどまったが、出会い、その後に電
子メール送信等をした相手方から更に連絡があ
るという双方向のコミュニケーションは誰もが
1 度は経験し、その後のスムーズなコミュニケ
ーションにつながることを知ったため、今後も
適宜行うべき行動として認識されるに至った。 



 

 

  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（前年
度からの累積、重複ふくま
ず） 

正職員 14 人（5 月からの産
休者除く）のうち、10 人が行
った。回数も 5９回行ってお
り、部署の特徴の一つである
外部での発表機会を逃さず積
極的に取り組むことができ
た。 

  ＜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。 

上記実績の通り。 

 

Ⅲ．事業に関する計画 

（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 56 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 16 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、草津市相談支援事業所連絡会へ参画した。
東近江圏域及び近江八幡市協議会へ参画。 
・26 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 9６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。 

県内基幹相談支援センターを招集し情報交換会
を実施した。各地域の人材育成や相談支援体制
整備などを協議し圏域間のネットワーク作りを
図った。 

・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。 

・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。 



 

・人材育成事業を通した
地域リーダーの育成。 
・人材育成ビジョン明示 
 
・事例検討手法等の情報
提供と定着。 

・専門コース別研修にて「ファシリテーション
研修」を実施し、研修ファシリテーターの養成
および育成を図った。 
・ＰＣＡＧＩＰ手法を用いた研修会開催への支
援を実施し、各圏域の事例検討会等へ講師とし
て派遣を行った。 
・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 846 名が各種研修を修了した。 

 

（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 52 名 対応回数延べ４３６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。 
・3 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。 
・4 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 13 日 参加者 15 名 

・関係機関（事業所）に
対する、定期的な事例検
討会（２月に１回程度）
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。 
・3 回／年 １回目 6 月 9 日 18 名 
      ２回目 ９月 2 日  8 名 
      ３回目１２月 8 日  5 名 
      ４回目 ３月１２日 3 名 

            合計 34 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、
専門的な支援を行なって
いく先としてジョブカレ
との連動性を視野に入
れ、能登川エリアの高機
能発達障害者の支援体制
強化をすすめていきま
す。 

成人の高機能発達障害者に特化したグループホ
ーム、ホームかなざわにおいて、将来、それぞ
れにとっての自立生活を送ることができるよう
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。また、生活移行にともな
うサービスの調整や移行への準備等も含めた支
援にも取り組んだ。 
・利用者 3 名（4 月～12 月 3 名、1 月～2
月 2 名、3 月 1 名） 



 

・利用延べ日数 634 日 
・スタッフ配置時間以外の支援実績 464 件 
ジョブカレとの連動を視野に、能登川エリアの
高機能発達障害者の支援体制強化にむけた検討
については、具体的には未達成。（詳細はⅠ-
(1)-②参照） 

現在のホームかなざわの
利用者の生活の場につい
て、それぞれの状況に応
じた移行先を調整しま
す。 

今年度、ホームかなざわ利用者 3 名のうち 2
名は他法人グループホームへ、1 名は一人暮ら
しへ生活移行した。ホームかなざわの全利用者
の生活移行が進んだため、法人中期経営計画に
準じて、今年度 3 月末をもって事業廃止とし
た。 

（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。 
 
 
 

県内外で活躍する方 5 名への聞き取り調査や講
演をまとめること等を実施した。 
・6 月 15 日 金森 暢子 氏 
（特別養護老人ホームふくら 看護主任） 
・10 月 3 日 尾崎 史 氏 
（認定 NPO 法人あさがお 所長） 
・11 月 2 日 奥田 知志 氏 
（認定 NPO 法人抱樸 理事長） 
・11 月 16 日 岩原 勇気 氏 
（NPO 法人 BRAH=art．理事長） 
・1 月 30 日 園田 恵子 氏 
（社会福祉法人にぎやか会 ポプリン所長） 

（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。 

２部構成の報告書を作成した。 
・第 1 部では、内発的動機づけを意識した関わ
りやナラティブ・アプローチについて、ホーム
かなざわの利用者が他のグループホームや一人
暮らしに移行するまでの支援を通し、その有用
性について検証した成果をまとめた。 
・第 2 部では、糸賀一雄氏の思想に通じる取り
組みを行う、障害福祉、高齢福祉、権利擁護、
生活困窮各分野の実践者へのインタビューを実
施し、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の視点をまとめた。また、
美術を専門に学んできたスタッフが、福祉の支
援における人と人との関係について考察した内
容も収録した。 
・『ひと（利用者）とひと（支援者）との関係
性を考えるⅡ ～誰もが暮らしやすい地域社会
とは～』700 部作成 

（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。 

上記報告書の記事として、第１９回糸賀一雄記
念賞受賞の奥田知志さん（認定 NPO 法人抱樸
理事長）の受賞記念講演を掲載した。また、糸
賀財団の事業にも活用してもらうべく提供し
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
します。 

・先人に学ぶ「福祉しが」人づくり発信拠点事
業運営委員会及びワーキングチームに計２回参
加した。同事業では、救護施設ひのたに園、特
別養護老人ホームカーサ月の輪を会場に「まだ
まだ知らない福祉の世界」と題し、実践者育成
研修を開催し、計５６名が参加した。 
・平成 30 年度に厚生労働省の委託事業として
実施される「共生社会等に関する基本理念等普
及啓発事業」へ糸賀一雄記念財団が応募するに
あたっての提案内容を検討する会議等へ計７回
参加した。 

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 

ボーダレス・アートミ
ュージアムＮＯ-ＭＡ
（以下「ＮＯ-ＭＡ」と
いう）を拠点として各事
業を実施し、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。 
 

１．ＮＯ-ＭＡ懇談会の開催（１回） 
・開催日：3 月１４日 ・会場：奥村邸住宅 
 

２．展覧会の開催 
＊障害者造形活動推進事業等において実施 
 

３．貸し館 企画展の開催日程の関係で、 
平成２９年度については貸館の実績はなし 
 

４．ライブラリー機能の充実 
アール・ブリュット、現代アートなどの関係
書籍、資料について、寄贈書籍を中心に来館
者が自由に閲覧できるよう整えた。 
 

５．ＮＯ－ＭＡ友の会運営 
会の見直しを図り、現行の会は一旦解散とし
た。後継の会のあり方については、その設置
の有無も含めて引き続き検討中である。 
 

６．ホームページの管理・運営 
ホームページにより、ＮＯ-ＭＡで開催する
展覧会等の情報を発信した。また、フェイス
ブック等のソーシャル・ネットワーキング・
サービス（SNS）を活用した新たな発信形態
を構築し情報を発信した。 
 

７．メディアでの情報発信等 
新聞、文化芸術系のウェブサイトで展覧会や
イベントの情報発信を行った。また、登録者
に対して、メールニュースを利用しＮＯ-Ｍ
Ａに関する情報の提供を定期的に配信し、来
館、関連行事への参加を促した。さらにＮＯ
-ＭＡニューズレター「野間の間」も有効活
用した。 
これまでの展覧会実績もＮＯ－ＭＡのウェブ
サイトにアーカイブした。 

Ⅱ 地域交流事業 ＮＯ－ＭＡの基本理念の
もと、地域住民とのつなが
りを密にするとともに地
域におけるＮＯ－ＭＡの
位置付けを明確にすべく、
次の４つを具体的な目標
に掲げ事業を実施した。 
① 地域住民との関係性の
深化。 
② 地域住民、市内団体・
機関・住民への情報発信強
化 
③ 地域施設等との連携に
よる事業展開 
④ 教育分野との連携 
 

１．ニューズレター「野間の間」による情報発信 
 
２．企画展と連動したイベントの実施 
（１）「HELLO 開眼」関連イベント 夏休み 
お絵かき道場「わたしのかみさまをつくろう」 
・開催日：７月２９日 ・会場：奥村家住宅 
・参加費：無料    ・参加者：21名 
 

（２）「大西暢夫写真展」の開催 
・事業名；地域交流事業「大西暢夫写真展  
ここは、わが町」 

・期間：8 月 5 日～8 月 27 日 
・会場：ＮＯ-ＭＡ   ・入館料：無料 
・来館者：548名 
 

（３）ＮＯ-ＭＡ企画展「惑星ノマ――ＰＬＡＮ
ＥＴ ＮＯ-ＭＡ」関連イベント  
講演「宇宙人の探し方」 
・講師：鳴沢真也（兵庫県立大学 理学博士） 
・開催日：１１月１２日 ・会場：酒游舘 
・参加費：無料（別途同展観覧料が必要） 
・参加者：20名 



 

 
３．教育分野と連携したアウトリーチプログラム
の実施方策の検討 

（１）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 

①展示 
・会場：滋賀県立膳所高等学校 図書館 
・期間：９月２６日～９月２９日 
・出展数：魲 万里絵（3点）、三橋 精樹（4
点）、山崎健一（9点）、アール・ブリュッ
ト作品写真パネル（6点） 

②出張授業  
・会場：滋賀県立膳所高等学校 美術室 
・対象：美術を選択する２年生３クラス26名 
・１回目（５月３１日 2～4限） 
アール・ブリュットの現状と課題について  
講師：横井悠（ＮＯ-ＭＡ学芸員） 

・２回目（６月２１日 2～4限） 
日本や滋賀におけるアール・ブリュットの現 
場について 
講師：田端一恵（企画事業部副部長） 

・３回目（９月２７日 2～4限） 
対話を通した鑑賞授業 
講師：横井悠（ＮＯ-ＭＡ学芸員） 
 

４．その他 
地域住民、関係団体との連携による情報発信 

（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の企画展の歴
史を写真とテキストで振
り返る企画展全集の作成 

300 部作成し、ＮＯ－ＭＡを長年応援してく
ださっている方、運営を担ってきた関係者に配
付した。 

（ウ）糸賀音楽祭の
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
の支援及び糸賀一雄記念
賞第十六回音楽祭の開催 
 

・各ワークショップを巡回し状況把握に努める
とともに、音楽祭に向けてアーティストや当日
に向けての調整を行うことで支援した。 
・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十六回音楽祭を開催した。 
・開催日 ：11 月 5 日 
・開催場所：栗東芸術文化会館さきら 
・来場者 434 人（リハーサル／本番舞台発
表）  
・出演者：障害のある表現者等 175 名 ワー
クショッププロデューサー、サポーター 12
名 ゲストミュージシャン 7 名 

・実行委員：13 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 

総合的な研修による地域
の中で音楽等表現活動を
適切に指導・運営等でき
る人材の育成 

・講義と創作現場の体験を通じ、障害のある人
の舞台芸術活動に関する様々な専門性を知り、
深めていく人材育成プログラムを、「障害のあ
る人と舞台芸術をつくる―福祉×アート×社会
の関係を開拓する人のための特別プログラム
―」と題し実施した。ワークショップと講義を
全 11 回開催し、延べ 111 名が参加した。滋
賀県内からは、福祉事業所職員をはじめ、障害
者の舞台芸術活動を行う NPO 法人職員、舞台



 

芸術の制作者、教育関係者、学生等が参加し
た。また新潟県、石川県、愛知県、三重県、京
都府、大阪府、和歌山県からも参加者があり、
全国的な関心を伺うことができた。 
・実施にあたっては、「プロのアーティストと
協働した作品の創作プロセスに接して、表現が
生み出される場で起こることを知る」「作品や
活動が社会と繋がる環境を作る」という二つの
軸を設け、障害のある人との舞台芸術活動に携
わる専門家による講座と創作現場を体験する総
合的なプログラム構成とした。研修生としてプ
ログラム全般を受講していただく人材のほか、
単独での受講も可能とし広く柔軟に育成した。 

Ⅱ支援ノウハウの共
有 

専門家交流による支援ノ
ウハウの共有 

障害者と健常者が協働するワークショップの先
進事例について、ワークショップの実演と講演
を通じ、障害福祉関係者、芸術関係者が事例を
共有することや交流を図る場を創出した。障害
福祉関係者を中心に、ワークショップの体験
者・見学者を合わせて 142 名が集まる場とな
り、当分野への関心の高さが伺える結果となっ
た。また会場では、来場した専門家同士や、事
例紹介者と来場した専門家との交流が盛んに行
われた。 

 

（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
ュット作品調査研究 

県内外でアール・ブリュ
ット作品の造形活動を行
っている作者を現地調査
し、その制作状況を記録
として保存する。 
 
ＮＯ－ＭＡをアール・ブ
リュットに関する情報発
信拠点へと発展させるた
めの取り組みを 
 
 

ＮＯ-ＭＡの学芸員や美術館関係者 5 名を含む
合計 11 人の調査員により、国内 11 都道府県
25 人（滋賀県 5 人含む）の作者を調査した。 
併せて調査を通じて関係者がネットワークを構
築することにより、作品の発掘、研究、保存
等、アール・ブリュットを維持、推進するため
の環境を醸成した。 
 
１．ＮＯ－ＭＡ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・ウェブサイト掲載等へ
の広報周知を継続して行った。 
 
２．観光パスポートの発行協力等、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。 
 
３．ＮＯ-ＭＡがこれまでに実施してきた展覧
会情報をＮＯ-ＭＡ全集として編纂した『ボー
ダレスの証明』の発行、また、これまでの啓発
冊子（アール・ブリュット☆アート☆日本、Ｎ
Ｏ-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。 
 
４．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。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 29 年 4 月～平成 30 年 3 月 
○放送日時：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 50 人 
 
５．ＮＯ-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、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。 

②ＮＯ－ＭＡでの展
覧会の開催 

アール・ブリュットに関
する県民等への理解促進
を図るため、作品調査に
より新たに発見されたア
ール・ブリュット作品と
一般のアーティストの作
品を同時並列に展示する
｢ボーダレス・アート｣を
展示コンセプトに、年度
内 2 回の企画展を開催す
る。加えて、多様な主体
と共働により実行委員会
形式で実施する「アー
ル・ブリュット魅力発信
事業」において人材育成
を目的とした公募キュレ
ーターと共同制作する企
画展を実施する。 

１．企画展Ⅰ「HELLO 開眼」 
・開催期間：４月２９日～７月３０日 
・出展者：10 名  ・来館者：1,888 人 
 
２．企画展Ⅱ「惑星ノマ」 
・開催期間：９月２日～１１月２６日 
・出展者：6 名   ・来館者：2,104 人 
 
３．キュレーター公募企画展  
「アール・ブリュット 動く壁画」 
（※文化庁補助事業 アール・ブリュット魅力
発信事業/実施主体：アール・ブリュット魅
力発信事業実行委員会） 

・開催期間：２月３日～３月１８日 
・出展者：4 名  ・公募キュレーター：１名 
・来館者：955 人 

③作品保管場所の確
保 

作家やその家族等から寄
贈、寄託の申し出があり
ＮＯ-ＭＡが収蔵を認め
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
きる収蔵場所を確保す
る。 

作家やその家族等から寄贈、寄託の申し出があ
りＮＯ－ＭＡがその受け入れを受諾した作品
や、ＮＯ－ＭＡでの展覧会等への出展にあたっ
て一時的に預かった作品を、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」づく
りを推進する事業等
への協力 

滋賀県が実施するアー
ル・ブリュット推進にか
かる事業への協力 

ふらっと美の間実施の受託のほか、アール・ブ
リュットネットワークの共同事務局の受諾、県
主催の委員会への委員として参画し協力した。 

 

（５）障害者の芸術活動普及支援事業 

項目 事業内容 実績 

障害者芸術文化活動
支援センターの設置 

アール・ブリュット イ
ンフォメーション＆サポ
ートセンターを設置し以
下の６つの事業を滋賀県
内で実施した。  
１ 障害者の芸術文化に
関する相談対応  
２ 障害者の芸術文化活
動を支援する人材の育成  
３ 関係者のネットワー
クづくり  

１．障害者の芸術文化に関する相談対応 
（1）相談活動実績：相談活動回数 241回 
（2）アドバイザーのスキルアップを目的とし
て弁護士の権利保護に関するスーパーバイズ
を実施 

 
２．障害者の芸術活動を支援する人材の育成 
4つのテーマで、障害のある人の美術と舞台芸
術に関する研修会を実施した。  
参加者数 計62名（支援員、学生、大学や特別
支援学校教員、作業療法士、地域住民等） 
（1）活動体験  



 

４ 参加型展示会・公演
の開催  
５ 協力委員会  
６ 調査・発掘、評価・
発信 

・湧き上がってくる表現を見つけよう  
・歌と楽器で表現を楽しもう 等計4回 
（2）権利保護  
・障害福祉サービス事業所での著作権保護  
・作品の二次利用や売買に関する研修会 計2回 
（3）技術研修  
・作品展示に関する技術研修  
・舞台公演に関する技術研修 計2回 
（4）作品鑑賞  
・発達障害者との作品鑑賞  
・視覚障害者との作品鑑賞 計2回 
 
3. 関係者のネットワークづくり 
（1）舞台表現活動現場の訪問踏査（８回） 
（2）関係者の交流の場づくり（１回）  

「ingオープンアトリエ  
ごちゃまぜワークショップ」 の開催 

 
4. 参加型展示会 
「第14回滋賀県施設学校合同企画展 

ing・・・～障害のある人の進行形～」の開
催 

・開催期間 
前期：１２月２日～１２月２４日 
後期：１月６日～１月２８日 計40日間  

・参加団体数：27団体（福祉施設24か所、 
特別支援学校2か所、絵画教室1か所）  

・実行委員数：36名 ・作者数：39名 
・来場者数：1,047名 
 
5. 協力委員会  
福祉、美術、司法、行政に加え、医療、地域な
ど幅広い分野から12名の委員会を組織しまし
た。3回の委員会で、事業の運営についてアド
バイスをいただいた。（７月２５日、１２月２
０日、３月１６日、各回とも全員出席） 
 
6.調査・発掘、評価・発信 
(1)調査・発掘  
障害者の芸術活動に詳しい専門家３名に評価委
員に就任いただき、計11回の調査を実施し
た。  
(2)評価・発信  
・評価委員会の開催：3回の評価委員会を開催
し、調査や発信の方法について協議した。  
・企画展「シガカラー2018～町屋へ歩く、心
動かされる～」の開催  
・会場：奥村家住宅（近江八幡市） 
・開催期間：１月２０日～２月１８日 
・出展者：5名（県内）・出展作品数：157点 
・来場者数：560人  
・ボランティアスタッフ：39名 

 全国連携事務局 美術分野の全国連携事務
局を担い、以下の項目で
全国の支援センター及び
広域センターの活動を横
断的に支援する。 
１．広域センターへの支
援  

１．広域センターへの支援 
（１）北海道・北東北ブロック＋宮城県  
日時：１月２０日、２１日 会場：大通美術
館、札幌市生涯学習センター 内容：ブロック
展示会とギャラリートークの視察、ブロック連
絡会議への出席、関連研修会の視察  
（２）南関東・甲信ブロック＋栃木県  



 

２．近畿・九州ブロック
及び未実施都道府県への
支援  
３．全国規模の展覧会の
開催協力  
４．全国の情報収集・情
報発信  
５．全国の成果取りまと
め  
６．障害者団体、芸術団
体との連携  
７．全国連絡会議の開催  
８．外部への報告会の開
催  
９．広域センター、近
畿・九州ブロック向けの
研修会 

日時：１２月６日 会場：（社福）愛成会 内
容：第3回ブロック会議に向けた打合せ  
（３）東海・北陸ブロック  
日時：１１月２３日 会場：町屋交流会館高田
小町、旧今井染物屋 内容：ブロック展示会視
察、事業進捗状況のヒアリング 
 
２．近畿・九州ブロック及び未実施都道府県へ
の支援 
（１）九州ブロック会議  
日時：１１月２０日 出席者：12団体20名  
内容：実施団体の事業進捗状況報告、意見交換  
（２）近畿ブロック会議  
日時：１２月２０日 出席者：14団体21名  
内容：実施団体の事業進捗状況報告、意見交換 
（３）（社福）南高愛隣会の権利保護研修への
支援 日時：１２月５日 出席者：約20名  
内容：研修プログラムの検討、講義とグループ
ワーク  
（４）（社福）和歌山県福祉事業団研修への支
援 日時：１月２５日、２６日 出席者：約
40名 内容：研修ブログラムの検討、講義と
グループワーク  
（５）山口県の障害者アートセミナーへの支援  
日時：２月２１日、２２日 出席者：約40名  
内容：造形活動現場体験、権利保護に関する取
組等の講義 
 
３．全国規模の展覧会の開催協力 
（１）日本のアール・ブリュット
「KOMOREBI」展における出展依頼に係る支
援  
この展覧会出展者のうち 40 名が障害者であ
り、美術分野の全国連携事務局のノウハウを活
かして、作品出展までの作者や家族、福祉事業
所等との調整や出展依頼に関するマニュアル作
成、レクチャーを行い、研修会の開催に協力し
ました。 
（２）全国規模の公演  
フランス・ナント市で行われる障害のある人の
パフォーマンス公演について、国内でのプレビ
ュー公演と、開催後の帰国公演を行うまでの一
連のプロセスを、ＮＰＯ法人全国地域生活支援
ネットワーク等と連携して開催運営に協力しま
した。（全 10 会場で実施） 
 
４．全国の情報収集・情報発信 
（1）ウェブサイトの運営 
（2）ポスターセッションへの参加 
 
５．全国の成果の取りまとめ  
「平成 29 年度 障害者芸術文化活動普及支援
事業 報告書」を舞台芸術分野の全国連携事務
局と連携し作成した。 
 
６．障害者団体、芸術団体との連携  
全国規模の障害福祉団体が27団体加盟してい
る「2020年東京オリンピック・パラリンピッ
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」（事務局：全国手をつなぐ育



 

成会連合会）と連携し、会議開催にあたっての
資料の作成補助や団体間の連絡調整などに協力
した。  
ネットワークが開設された障害者の文化芸術に
関するポータルサイト「障害者文化芸術情報ナ
ビ」では、普及支援事業の紹介や支援センター
のリンクを貼ることを調整し、全国の障害福祉
関係団体との繋がりを構築した。 
 
８．外部への報告会の開催  
障害者芸術文化活動普及支援事業 実践報告会  
日時：２月９日13:15～15:15  
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：127名 登壇者：６名 
 
９．広域センター、近畿・九州ブロック向けの
研修会の実施 広域センターと近畿・九州ブロ
ックの美術分野の実施団体に対して、下記の研
修の機会を提供した。 
（１）障害者芸術文化活動普及支援事業実践報
告会  
参加団体：7団体  
（２）アール・ブリュット国際フォーラム 
2018 日時：２月１０日 場所：びわ湖大津
プリンスホテル 参加団体：10団体 

 

（６）「2017 ナント×ジャパン プロジェクト 障害者の文化芸術国際交流事業」の実施 

項目 事業内容 実績 

「2017 ナント×ジ
ャパン プロジェクト 
障害者の文化芸術国
際交流事業」の実施 

世界有数の文化創造都市
としてその名を知られる
フランス・ナント市にお
いて 2017 年 10 月 19
日から 25 日まで、日本
の障害者の優れた文化芸
術を総合的に紹介し、世
界に発信する以下の事業
を実施した。 
１．アール・ブリュット
の展覧会 
２．障害者による舞台芸
術の上演、 
３．国際研究フォーラム 
４．バリアフリー映画の
上映 
５．日仏合同造形ワーク
ショップの開催 
６．調査・研究（成果の
記録制作） 
７．実行委員会の運営業
務 
８．実行委員会の開催 
 
 

アール・ブリュットの展覧会、障害者による舞
台芸術の上演、視覚・聴覚障害者が鑑賞できる
バリアフリー映画の上映、専門家が集まる国際
研究フォーラムを開催。 
 主催者の報告によると、障害者らによる公演
等への来場者数は延べ 11,000 人で、日本のア
ール・ブリュット「KOMOREBI」展には、連
日大変多くの観客が足を運び、3 か月の会期で
約 55,000 人が来場した。会場であるフランス
国立現代芸術センター リュー・ユニックのプ
レス担当者によると、展覧会オープニングだけ
で約 1,500 人の来場があり、同館の過去の展
覧会中でもトップクラスの集客数であった。 
 パブリシティについては、新聞や雑誌、イン
ターネット、テレビ・ラジオ等から取材を受
け、フランスでは計 58 件、日本では計 29 件
の記事掲載や報道があった。 
 
１．アール・ブリュット展の開催 
(1)日本のアール・ブリュット 
「KOMOREBI」展 

会期：１０月２１日～１月１４日 
会場：フランス国立現代芸術センター  

リュー・ユニック 
出展作家：42 名 来場者 55,000 人 
（２）プロジェクションマッピング 
会期：１０月２１日 21:00〜22:00 3 回上
映 
会場：フランス国立現代芸術センター  

リュー・ユニック外壁 



 

 
２．障害者による優れた舞台芸術の発表 
期間：１０月２１日～１０月２４日 
会場：ナント国際会議センター シテ・デ・コ

ングレ、フランス国立現代芸術センター 
リュー・ユニック、ヴェルサイユ島 日
本庭園 

出演：瑞宝太鼓［長崎］じゆう劇場［鳥取］ 
いわみ福祉会・芸能クラブ［島根］ 
湖南ダンスワークショップ［滋賀］ 

来場者：延べ 11,000 人 
 
３．国際研究フォーラムの開催 
『芸術とケアと市民権』 

会期：１０月２３日、２４日 
会場：ナント国際会議センター シテ・デ・コ
ングレ Salle 300    日本からの登壇者 18
名  
合計 8 セッションを実施 
 
４．バリアフリー映画の上映 
会期：１０月２２日 11:00-17:00 
会場：ナント市国際会議センター シテ・デ・
コングレ Salle300 
上映作品：①『もうろうをいきる』②『光』③
ＥＴＶ特集『人知れず 表現し続ける者たち』
（フランス語吹き替え版） 
 
５．日仏合同造形ワークショップの開催 
（１）いわみ福祉会・芸能クラブ 
「石見神楽の衣装着付け体験」「お面の絵付
け」 
会期：１０月２１日、２２日 
会場：ヴェルサイユ島日本庭園 

（２）瑞宝太鼓「和太鼓体験」 
会期：１０月２５日 
会場：ナント国際会議センター  

シテ・デ・コングレ Auditorium800 
（３）アトリエ Pangaea 
「アトリエワークショップ」 
会期：１０月２４日、２５日 
会場：フランス国立現代芸術センター  

リュー・ユニック２F アトリエ 
 
６．調査・研究（成果の記録制作） 
（１）事前調査・国内巡回プロジェクト等 

ナントプロジェクト 
開催期間：１０月１９日～２５日 
事後現地調査：１月１７日～２１日 

（２）映像・写真記録の作成、発信 
（３）調査報告書籍の発行（発行部数 700
部） 
 
７．実行委員会の運営業務 
専用ホームページの作成、資料等の翻訳・作
成、国内向け情報発信ニューズレターの発行
（部数） 
①ニューズレター１（4,500 枚） 
②ミニフライヤー（ステッカー）（6,000 枚） 
③ニューズレター２（4,500 枚） 



 

④スペシャルレポート（2,000 枚） 
 
８．実行委員会の開催 
（１）第 1 回実行委員会 
日時：４月２７日 14：00～16：30 
会場：滋賀県公館 
（２）第 2 回実行委員会 
日時：９月２８日 11：00～12：30 
会場：国立新美術館 研修室 A、B 
（３）第 3 回実行委員会 
日時：２月１１日 14：30～16：00 
会場：びわ湖大津プリンスホテル「伊吹」 

 

（７）グロー社会福祉研究センターの運営 

項目 事業内容 実績 

厚生労働科学研究
（研究分担） 

「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」への参画（島田
顧問） 

３年目となる同研究事業に、島田顧問が分担研
究者として、小西川相談支援員（高次脳機能障
害支援センター）が研究協力者として引き続き
参画した。 

福祉施策の課題検討 ・高機能発達障害者の支
援について 
 
 
・養護老人ホームと救護
施設について 

・ジョブカレの実践を通して見えた課題と今後
の方策についてまとめ、自民党政務調査会発達
障害プロジェクトチームで報告した。（発言
者：松田所長） 
・同じ状態像の方が養護老人ホーム、救護施設
にいるという課題意識に基づき、それぞれの制
度背景、現状について整理した。のちに、救護
施設のあり方の整理に発展し、当法人としての
課題意識をまとめ、厚生労働省担当者と意見交
換をした。また、アメニティーフォーラムでも
プログラムの一つとして取り上げ、全国に課題
意識を共有した。 

 



 

（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個別支援の推進 

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 1 名 1 名 

認知症介護基礎研修の受講 2 名 ３名 

日中活動の充実 週 1 回 週４回実施 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．認知症専門研修を受講し認知症ケアのス

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 名受講した。 

２．各デイルームを基本として４つの生活グ

ループ（身体介護２・認知症介護・自立）に分かれ、

支援ニーズに応じた日中活動を計画してい

く。 

今年度は自立グループの特技能力を発揮を引

出し、週１回程度の手仕事や環境整備活動を

実施し日中活動の充実につとめた。 

②地域向け事業の推進 

区分 通期目標 実績 

五個荘地区認知症徘徊者早期

発見保護訓練事業への参画 

実行委員会への参加 

事業実施 

実行委員会には１名参加 

訓練事業には 3 名参加 

川並地区高齢者サロンへの 

専門的支援 
（定期的に実施） 年２回実施 

地域貢献事業の検討 事業に向けての準備 
訪問介護を地域に向けて、 

７月から実施 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．五個荘地区認知症徘徊者早期発見保護訓

練事業を通して地域福祉に貢献する。 

実行委員会に参加する中で、事前研修に研修

スタッフを１名派遣し、訓練には職員３名が

認知症の役に扮し参加し、地域福祉に貢献し

た。 

２．川並自治会と協議してきた地域の高齢者

サロン活動への協力支援 

・第１回 7 月 3 日：地域 26 名 職員 3 名 

講座「脱水症について」レク「うちわ作

り」 



 

・第２回 2 月 5 日：地域２３名 職員 5 名 

講座「認知症予防（寸劇）」 

レク「雛あられ作り」 

３．地域ニーズを把握しながら外部向け訪問

介護の実施に向けての検討委員会を設置する 

７月後半から開始し、重度要介護者や認知症

高齢者の支援の面で良い評価を頂いた。 

また、経営面においても、年度後半には提供

時間を伸ばすことができた。 

・提供時間 ８月２０時間 ３月６７時間 

 

③東近江エリア施設の相互協力体制の推進 

区分 通期目標 実績 

東近江エリアでの事業連携 連携に向けての検討 少人数の交流事業を実施 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．東近江障害施設群が実施する事業に対し

て、場所を提供する等協力体制を検討してい

く。 

東近江障害施設群がきぬがさで事業を実施すること

は無かった。ただし、少人数のじょいなす利

用者の活動の場として集会室等を提供した。 

 

④地域の福祉人材の開発 

区分 通期目標 実績 

びわこ学院大学との連携 
介護実習の受入れ 

学生ボランティアの受入れ 

介護実習生 2 名 

学生ボランティア１８名 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．びわこ学院大学と連携し、福祉を専攻す

る学生を中心に積極的にボランティア等を受

入れていく 

地域にも開放している夏の夕涼み会には、模

擬店や子どもの遊び相手役として学生ボラン

ティアの参加が定着してきた。 

   

  ⑤業務の再点検と効率的・効果的な運営の推進 

区分 通期目標 実績 

業務再点検と職員の 

適正配置の検証 
業務内容とマニュアルの点検 随時実施 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

効率的・効果的な施設運営となるよう常に業

務内容とマニュアルを点検し、運営の中で出

毎月ケア会議で、業務やマニュアルの点検を

実施し、効率的な職員配置を行った。その結



 

てくる課題等を分析し必要であれば改定して

いく 

果、わずかではあるがサービス提供可能な時

間を生み出し地域訪問介護に配置し収入増に

繋げることできた。 

（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 １１４，１９１ １２５，５２７ 

老人福祉事業 ２１５，１２７ ２２６，６９８ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．収入増の取り組み 

市町関係機関との連携のもと、利用者定員の

充足に努め、措置費収入の確保を図る。 

年度を通じて、待機者は無かった。福祉事務

所、その他の関係機関からの相談ケースに

は、入所に至らなくても丁寧な対応を行っ

た。 

２．支出減の取り組み 

施設、設備、機器等の日常点検、定期点検等

により故障箇所の早期発見、早期修繕に努め

る。光熱水費の使用状況を把握し無駄な使用

がないか常に検証する。 

定期的な安全点検を行い、故障などの早期発

見に努めた。また光熱水費の使用について

は、毎月の使用量をグラフ化すると共に、職

員会議を利用して職員からの意見や提案を行

動に移し周知徹底させた。併せて水道の使用

については金具を設置し節水に努めた。 

 

  ②利用率（稼働率）・サービス提供時間 

区分 通期目標 実績 

稼働率 ９６％ ９６．４％ 

訪問介護時間 １７７５時間/月 １９４７時間/月 

総限度額に対する給付率 ８０％ ７８．４％ 

生活管理短期宿泊事業 ３６５人 907 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、入所見込みの

ある方と養護老人ホームの待機者の把握 

常に関係機関には入所状況を伝えるなど、連

携を図った。 

２．疾病の早期発見、早期治療に努め、利用

者の入院、退所のリスクを軽減する。 

利用者の健康保持として、毎朝のラジオ体操

を重点的に取組んだ。また、嘱託医の健康相



 

談を受け、疾病の早期発見・早期治療に努め

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をしていく。 

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１２名・

区分変更５名行った。 

４．訪問介護が必要な時間帯に適正な職員を

配置する。 

多職種が連携協力し、必要な配置かつ収入に

繋がる配置をすることができた。 

５．困難ケースや緊急ケースの受入を積極的

に行い施設利用につなげる。 

特に生管事業においては、緊急性に応じて即

日（夜間対応も含）受入れも積極的に行っ

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 

利用者満足度調査の実施 ２回 ２回 

家族満足度調査の実施 １回 １回 

食事嗜好調査 ２回 ２回 

何でも相談日の実施 月１回 月１回 

デイルームのキッチン設備を活用し

た食事会の実施 
月１回 月１回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．サービスの点検・改善に活用するために

満足度調査（利用者サービス・家族・嗜好調

査）を実施し、分析改善するなどサービスの

向上に繋げていく。 

満足度調査を実施し、満足度の低い項目につ

いては、職員会議やケース会議に話題を提供

し、検討を行った。改善できる部分から実施

サービス向上に努めた。 

２．利用者の悩み事や相談事または日頃の思

いを話せる場として、苦情相談第三者委員に

よる「何でも相談日」を毎月実施し、サービ

ス改善が必要な内容があれば改善していく。 

毎月１回、外部の苦情解決第三者委員による

相談受付を行い、毎回１～３名の方が相談や

話を聞いてもらい安堵される場面が多かっ

た。 

３．各デイル－ム単位の活動を推進してい

く。デイルームのキッチン設備を活用し、利

用者も料理に参加するなど家庭的な雰囲気で

食事会を実施する。 

 

 

施設の畑で採れたジャガイモ・タマネギ・カボ

チャなどを使って、各デイルーム単位で利用者

と一緒に料理を行い、食事会を実施した。 

4 月ふきの煮物 5 月タマネギのサラダ 

6 月ジャガイモの煮っ転がし 7 月カレー作り 

8 月枝豆湯がき 9 月さつまいものパン 



 

10 月カボチャの茶巾絞り 11 月ティタイム 

12 月ふかし芋・鮭のちゃんちゃん焼き 

1 月餅つき・かき餅作り 2 月味噌作り 

3 月ギョウザ作り 

 

 

（３）各施設等共通目標（リスクマネジメント） 

  ①リスクマネジメントのマニュアルの策定 

区分 通期目標 実績 

マニュアルの検証 
事故予防対策委員会にて 

既存マニュアルの検証 
未完成 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．法人が示すリスクマネジメントの方針に

基づいた事業所マニュアルとなっているかを

検証する。 

法人の示す指針を全職員に配布し、理解をす

ることから始めた。しかし、事故とヒヤリの

とらえ方に違いがあり、まだまだ、検証が必

要である。 

 

  ②ヒヤリハットの記録と報告 

区分 通期目標 実績 

１階支援室 ２４件 ４７件 

２階支援室 ２４件 ３０件 

事務所 １０件 ９件 

医務室 １０件 ４件 

厨 房 １０件 ２件 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．ヒヤリハット報告を書くことにより職員

一人ひとりが気づき、観察力を持ちながら業

務にあたることでサービスの質の向上につな

げる。また職員のリスク回避につながるた

め、報告書を書くことに対して各部門毎に目

標値を定め推進する。    

現場（支援室）からは比較的、ヒヤリハット

の報告はあったが、医務・厨房からの報告は

少なかった。 

各部署において、常に事故と隣り合わせであ

る事を意識し、引き続き気づく力を高めた

い。 

 



 

  ③事故とヒヤリハットの要因の分析 

区分 通期目標 実績 

ヒヤリハット事例分析 月１回以上 毎月１回の職員会議で実施 

事故予防検討会の開催 報告ごとに開催 報告ごとに開催 

事故予防対策委員会開催 ２回以上 ２回 

＜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、事故報告の効果的な分析

を行い、事故防止とサービス向上につなげ

る。 

 

事故・ヒヤリの報告書をまとめ分析を行っ

た。結果、転倒が最も多く運動不足が原因と

も考えられるので簡単にできるレクや運動を

行うように心がけた。 

 

  ④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 ４件 

啓発新聞等の掲示 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。  

朝のミーティングや職員会議を利用し、時間

に余裕をもった運転に心がけるように呼びか

けた。 

２．交通安全の意識を高めるため、交通安全

に関する研修を実施する。 

 

研修は２回する予定で、東近江警察署交通安

全課や五個荘交番に依頼していたが、施設内

の事情で研修会は一回となった。 

３．滋賀県警察本部が発行している「ふれあ

い通信」や「交通安全ニュース」等を職員の

目の届くところに掲示し、常に交通安全を意

識する。 

毎月２回発行される「ふれあい通信」や「交

通安全ニュース」を利用し、朝の引き継ぎや

職員会議で交通安全に対する意識啓発に努め

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 ２名 ０名 

介護福祉士 １名 ０名 

介護支援専門員 ４名 １名 

介護職員（初任・実践）者研

修 
２名 ２名 

OJT 技術の向上 ２名 随時参加 

介護技術の向上 １名 随時参加 

知識取得（成年後見） １名 ０名 

知識取得（福祉用具） １名 ０名 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．昨年度の目標が未達成であったため、今

年度は計画的に学習会を実施するなどモチベ

ーションを高めていく。 

学習会を計画するも、年度当初は実施できた

が、途中からは職員の参加率も減り、計画に

沿った学習会は実施できなかった。 

２．サービスの質の向上のため、専門的知

識・技術研修に職員を派遣し人材育成に努め

る。 

年間の研修計画を立て、できるだけ研修には

参加できるように努めた。（研修結果は別

紙） 

３．職責に応じた知識・技術を取得し、より

良い利用者支援につながる OJT 体制を推進す

る。 

特に新任職員には育成計画書を作成し、OJT

項目チェックリストに従って確認を行い、技

術向上に繋げた。 

 



 

（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） 在籍率 ９７．１％ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

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。 

４月 １日 ８８名 

４月～３月の入退所 入所８名 退所７名 

３月３１日 ８９名 

年度内、一度も満床にならず。 

 

②専門的なサービスの質を高め、認知症ケアの充実に努める 

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 

（延べ人数） 
７名 

「仕事にきゃんせ」家族会の開催 1 回以上 未達成 

認知症実践研究 発表会の参加 1 回以上 ２回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

「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。 

（10/28）若年認知症研修事例発表会で発表 

（1/21）高次脳機能障害と若年認知症研修会

リーフレット配布 

「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。 

対象となる家族が２家族で開催に至らず。 

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 

（12/3）グローフォーラム（奨励賞受賞） 

（2/23）湖北エリア認知症介護事例発表会 

 

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 ８回 １７回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

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・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。 

連絡会議 ４回 

新任研修 １回（介護技術） 

認知症介護事例発表会 １回 

職種別交流 １０回（ながはま→ふくらは５

回） 

相互研修 ８回（ながはま主催は５回） 

夏祭り交流 ２回（ながはま主催は１回） 

等、年間を通して取り組むことができた。 

 

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（１０９日） 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

緊急的住居確保・自立支援対策において空床を利

用し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。 

空床を利用して、受け入れを行った。 

自立準備ホームの担当職員が地域生活定着

支援センターで事業所間現場実習（３日

間）を行った。 

 

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（１３回） 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

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（８月２回）計１３回実施した。 

こども 参加数（平均）24 名 

ボランティア 参加数（平均）6 名 

子ども食堂見学・研修 6 回（延べ 16 名） 

その他、開催日以外での視察受入を３回（39

名）行い、事業説明と啓発活動を行った。 

 

（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 

（老人ホームながはま） 

老人福祉事業（措置費） 
１５１,４１５ １５４,２０２ 

（老人ホームながはま） 

介護保険事業（介護報酬） 
７１,２３３ ７７,２６３ 

（デイサービスとよしま） 

介護報酬 
３１,０５５ ３０,６６４ 

合  計 ２５３,７０３ ２６２,１２９ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

収入増のための取り組み 

各関係機関と連携を図り、措置の入所者を積

極的に受け入れ、収入増に努める。 

デイサービスについては、居宅介護支援事業

所等との情報交換を行い、利用者増に努め

る。 

養護 措置費収入   （＋）１.８％ 

特定・訪問介護  

介護保険事業収入（＋）８.４％ 

   特定、訪問介護とも増額 

通所 介護保険事業  （―）１.２％ 

以上の活動により、ながはま全体では、

（＋）３.３%の収入増となった。 

支出減の取り組み 

毎月の光熱水費の使用料をグラフ化し掲示す

ることで、職員および利用者に対し経費節減   

に努める。 

グラフ化し、掲示を行った。 

光熱水費 前年度比 電気 ２.６％増、水道 

０.５％増、ガス ２.９％増となった。 

 

  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％ ９７．1％ 

在籍率（入院者除く） ９６．０％ ９５．４％ 

外部サービス契約者数 ４２名 ４２名 

訪問介護提供時間 １,１００時間 １,１８５時間 

 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 



 

福祉事務所・関係機関と情報交換し、虐待や

精神障害等、措置入所を積極的に受け入れ

る。 

在籍率（入院者含む）前年比（－）０．４％ 

在籍率（入院者除く）前年比（＋）０．５％ 

特定施設の契約者を増やし、適切なサービス

を提供するため訪問介護の利用率を増やす。 

契約者 前年比 （＋）２．５名 

訪問介護提供時間 前年比 （＋）８５時間 

（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） 

８０．０％ 

(70％・10％) 

７６．７％ 

（65.４％・11.3％） 

新規契約者数 7 名 7 名 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

利用者の増に繋げるため、各居宅介護支援事

業所や地域にＰＲし、新規契約者を増やす。 

稼働率 前年比（－）０．６％であるが、要

介護の割合が８％増となり収入は増額となっ

た。 

個別プログラムの充実と、よりよいサービス

提供が出来るよう職員の質の向上に努める。 

ケア会議・施設内研修を毎月、第１火曜日に

実施した。研修参加者数 ８名（延べ５９

回） 

施設外研修 参加者数 ５名（延べ１０回） 

 

  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 
家族・本人交えてのサービス

会議２回以上 
１回 

施設内研修の参加率 平均参加率７０％ ７０．６％ 

利用者サービス 満足度調査 2 回 ２回 

食事満足度調査 1 回 １回 

食事嗜好調査 2 回 ２回 

家族アンケートの実施 1 回 １回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 



 

質の高い、充実したケアプランを作成するた

め、サービス担当者会議に家族・本人も参加

していただき立案にあたる。 

（12/20）サービス担当者会議において、ご

家族（２名）が参加された。その後、ながは

まで看取りを行った。 

施設内研修の内容も幅広く、計画的に実施

し、充実した研修と職員のレベルアップにつ

ながるよう職員の参加率を上げる。 

年間計画を立て毎月、実施した。１０回の内

４回は、外部講師を依頼し、６回は、内部講

師（延べ８名）で実施した。 

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 

満足度調査を実施し、結果を掲示した。ま

た、権利擁護委員会の取り組みとしてアンケ

ート内容を充実させた。 

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 

家族交流会を利用してアンケートを実施し

た。 

 

 

（３）各施設等共通目標（リスクマネジメント） 

  ①リスクマネジメントのマニュアルの策定 

区分 通期目標 実績 

マニュアルの見直し マニュアルの検証 必要なマニュアルの追加 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

各部署のマニュアルについて、訂正や追加箇

所がないか適宜、見直しを行い、業務改善や

ケアの統一につなげる。 

行事マニュアル、夜間の緊急時の対応マニュ

アル、ボランティア受入マニュアルを作成し

た。 

法人が示す方針に添った内容となっているか

検証する。 

リスクの洗い出しを行ったが、検証には至ら

なかった。次年度に繰り越す。 

 

  ②ヒヤリハットの記録と報告 

区分 通期目標 実績 

ヒヤリハットの研修会 ２回以上 ２回 

記録・報告の再確認 毎月１回 毎月１回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

ヒヤリハットの重要性や事故報告との違い、

また気づく力を養うなどの研修会を実施す

る。 

（5/15,16）事故報告書！ヒヤリとは！ 

（12/12）危険予知能力を鍛えよう 



 

同様のヒヤリハット事象については引き続

き、事故に繋がらないように是正を行う。事

故報告については同様の事故が発生していな

いか経過を振り返り必要に応じて再検討を行

う。 

毎月、ケア会議で検討、是正を行った。 

事故報告書裏面の経過報告の徹底を行った。 

設備、労働環境の安全点検を毎月実施し是正

を行った。 

 

  ③事故とヒヤリハットの要因の分析 

区分 通期目標 実績 

事故・ヒヤリハットの分析 毎月１回 毎月１回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

ヒヤリハットで挙がってきた内容の分別と発

生件数を調べ、見える化し事故防止対策に努

める。 

ヒヤリハットの是正は毎月行ったが、内容の

分別、発生件数等を見える化には至らなかっ

た。 

 

  ④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 ３件 

安全教室の実施 ２回 １回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

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。 

毎月、交通安全ニュースを職員通用口に掲示

し啓発に努めた。 

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。 

運転者の健康チェックを実施した。 

（6/5）社用車 薬局駐車場において物損事

故 

（7/25）私用車 通勤途上において物損事故 

（10/23）送迎車 送迎時において物損事故 

春・秋の交通安全運動期間を利用し、交通安

全教室を開き交通マナー・交通ルールなどの

再確認し事故防止意識の強化を図る。 

（9/25,26）交通安全研修を実施した。 

（9/26）福祉車両安全運転講習会に参加し、

車両日常点検を行うことを周知した。 

 

 

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 

介護福祉士・介護支援専門員

等の資格取得 
１名以上 １名 

介護実務者研修受講者 1 名以上 ２名 

基礎介護技術の向上 
基礎介護技術研修 

2 回 
２回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

職員が資格取得の要件を満たし、受験出来

るよう情報を提供する。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。 

介護福祉士 １名合格  

ふくらで行われた勉強会（全 12 回）に参加し

た。 

介護支援専門員 ３名受験 合格者なし 

社会福祉主事任用資格 １名 受講中 

湖北エリアの活動の一環で行う研修（新

任・中堅職員による介護技術）に参加し、

職責にあった介護技術の習得に努める  

（5/10）介護技術研修会 １名参加 

（12/22）ポジショニング研修会 ３名参加 

（2/6）オムツの研修会 １０名参加 

 



 

（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） 

①第１期中期目標・中期経営計画の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 10 回 

認知症ケアのスキルアップ 認知症介護の専門研修者３名 8 名 

しょう害高齢者支援 研修会の開催１回 1 回 

外部研究発表 ３事例 9 事例 

看取り後満足度アンケート 満足度９０％ ９６．３％ 

福祉資格取得 福祉資格取得者２名 1 名 

湖北エリアの連携 エリア活動８回 １５回 

働きやすい職場環境の整備 

（職場満足度アンケート） 
満足度７５％ ７２．７％ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

出前講座「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 10 回できた。 

4 月：木尾町サロン・5 月：上山田町サロン・6

月：高畑ｻﾛﾝ・7 月：北布施ｻﾛﾝ・田根小学校教

員研修・10 月：内保町いきいきつくしの会・高

畑サロン・11 月：シルバー人材センター浅井登

録者対象・3 月：中野町サロン・田根たまり場 

・内容は、①体操、②「知っててよかった介護

保険」、③脳トレクイズ、口腔体操、読み聞か

せ等を基本メニューとし、依頼者側のニーズに

合わせて柔軟に対応した。いずれも好評で次年

度の依頼も受けたところもあった。 

・若手職員が順次参加することで、ふくらのノ

ウハウを活かしつつ、育成にも繋がった。 

認知症ケアの質の向上を図る ・認知症基礎研修…４名 

・認知症介護実践者研修…2 名 

・認知症介護実践ﾘｰﾀﾞｰ研修…１名 



 

・認知症介護現地相談（藤本クリニック）6/20 

それぞれ計画的に研修を受講して貰いｽｷﾙｱｯﾌﾟを

図った。 

・現地相談は入所の各グループから参加し、ケ

アの確認や方向性等についてのアドバイスをい

ただきケアの向上と職員のスキルアップが図れ

た。 

外部研究発表により、スキルアップとモチ

ベーションアップを図る 

・９事例発表できた。内容等は、7 月：近老協

(和歌山県）「生活の場の看取り」、8 月：滋賀

県看護協会「特養の看護師の役割」、9 月：全

老協（高知県）「生活の場での看取り」、11

月：滋老協「ポジショニング委員会の取り組

み」、12 月：法人フォーラム 2 事例「中堅職

員の取り組み」「私もいろいろあっても歩き続

ける」、2 月：アメニティフォーラム「生活の

場での看取り」3 月：県社会福祉学会「気づき

からはじまる権利擁護」在宅死亡研修会「生活

の場での看取り」だった。全老協で奨励賞、法

人フォーラムでは奨励賞と審査員特別賞を頂

け、携わった職員だけでなく、ふくら全体のモ

チベーションアップに繋がった。 

入所時から最期までふくらで過ごしてもら

えるよう「豊かな看取りケア」を目指す 

・平成 29 年度の退居者 29 名の内、ふくらで

の看取りケアは 25 名で、23 名をふくらで看取

ったが、２名は家族の希望で看取りｹｱ期間中に

自宅に戻って看取られた。 

今までの経験と実績から導きだした 

「看取りケアの６つのコツ」 

① ホスピタリティ（おもてなしの心） 

② 人生のリュックをひもとく 

③ キーワードの沿ったケア 

④ 振り返り 

⑤ 気持ちの安全を守る 

⑥ 医療は暮らしの道具 

を元に、多職種が連携協力して利用者・ご家族

に合わせて豊かな看取りｹｱの実現を図った。 

・看取りケア後の家族アンケートでは、満足度

は 96.3％で、コメントでも職員の対しての感謝

や労いの言葉が多く高い評価をいただけた。 

福祉の専門資格を取得できるよう、受験対

策講座を開催しフォローする 

受験者は２名で、介護福祉士の受験対策講座

（ながはま１名参加）を北星高校の２名の先生



 

の協力を得て、11 月～1 月の３ヶ月間計 12 回

開催した。結果１名合格できた。 

湖北エリア活動を通じて、利用者サービス

と専門性の向上を図る 

湖北エリア活動は下記の通り 15 回実施でき、

互いに学びいい刺激になった。 

・連絡会議 ４回 

・新任研修 １回（介護技術） 

・認知症介護事例発表会 １回 

・職種別交流 １０回（ふくら→ながはま５

回） 

・相互研修 ８回（ふくら主催は３回） 

・夏祭り交流 ２回（ふくら主催は１回） 

安全衛生委員会活動を通じて、働きやすい

職場環境整備に努める 

・毎月の安全衛生委員会で、安全衛生点検表を

元に報告し、修繕・改善を行ったが、利用者に

関する報告が多く、働きやすい職場環境整備と

しては十分ではなかった。理由として、安全衛

生点検表は、利用者視点の項目が多いため、今

後は職員視点での項目を追加するようにしてい

く。 

・年２回の職場満足度アンケートを実施し、結

果は前期 70.5％、後期 74.9％、平均は

72.7％で目標には届かなかったが、意見を元に

改善や修正に努力した。 

 

（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 

入 所 ３２６，５１１ ３３０，４０４ 

短 期 ２６，８４８ ３０，８５６ 

通 所 ４５，７４７ ４９，６１３ 

居 宅 １０，３００ １０，５２１ 

さくら番場 ３３，３３１ ３３，６８４ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 



 

各事業の目標稼働率達成 ・5 事業の内、入所は僅かに目標に至らなか

ったが、空床ベッドを短期で稼動できた。 

・入所＋短期では、緊急短期入所や措置入所

もあり、100％を超える結果となった。 

入所の平均介護度４．２下回らないように意

識し、状態に変化に応じて適宜区分変更を行

う 

・年間の平均介護度は 4.28 で、4.2 以下に

はならなかった。 

・状態の変化に応じて区分変更を行った利用

者は 8 名あった。 

各事業における現状の加算収入を維持し、新

規加算の算定が出来る体制整備に努める 

・新規加算としては、今年度から看取り介護

加算（144、680、1280 単位）を 25 名に

算定した。（年間の一人当たりの平均看取り

日数は 25.2 日だった） 

・短期では、緊急短期入所受入加算（90 単

位/日）を 12 名に算定した。 

支出減のためにできることを取り組む ・デマンド監視装置を設置し、最大電力量を

おさえると共に、職員の意識づけを図った。 

・排泄介助時の使い捨て清拭用おしぼりの導

入により、高級ﾈﾙ購入及び洗濯職員の勤務時

間の短縮を図った。 

 

  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 ９８．５％ ９８．３３％ 

短 期 １０５．７％ １２４．６６％ 

入所＋短期 ９９％ １００．１６％ 

通所（介護） ８０％ ８３．０５％ 

通所（予防） ３３％ ３７．３４％ 

居宅（介護） ９５％ ９７．５０％ 

居宅（予防） ８５％ ８９．５８％ 

さくら番場 ７５％ ７７．０３％ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 



 

【入所】 

・退所から入所まで７日以内を目標とする 

・健康管理に務め、出来るだけ入院を避ける 

・困難ケース（措置入所）等の受け入れも柔

軟に対応する 

・年間平均介護度 4.28 

・退所から入所までの平均日数は、7.68 日で

目標には届かなかった。最小は１日（措置入

所からの吸収）で最大は 17 日要した。 

理由としては、亡くなられてから日を空けず

に続けて亡くなられた場合の調整に時間を要

したため。 

・嘱託医の協力でできるだけふくらで対応し

たが、13 名が入院となり内３名は病院で亡

くなられた。 

・措置入所は長浜市 1 名、米原市１名計 2 名

受け入れた。 

【短期】 

・日頃から家族、ケアマネとの信頼関係の構

築に努め空き情報を発信する 

・ｷｬﾝｾﾙ待ちを把握し空床ベッドを迅速に稼動

する 

・平均登録者数 37 名、新規契約者 34 名、 

利用中止（契約解除者含）7 名、 

平均介護度 3.15。 

・ケアマネへこまめに空き情報を発信し利用

に繋げた。 

・緊急短期入所の依頼も柔軟に対応し 12 名

受け入れたことで、ケアマネからの信頼度と

ふくらのケアの質共に向上し、結果利用申し

込みケースが増えた。 

【通所】 

・日頃からケアマネと積極的にコミュニケー

ションを図り新規利用者及び登録者増に繋げ

る 

・段階的に利用日数増に繋げられるようにす

る 

・通所たよりの「ふくふく」を毎月発行し、

ケアマネ、ご家族へ PR する 

・キャンセル時も振り替え利用等柔軟に対応

する 

・平均登録者数 46 名、新規利用者 11 名、 

利用中止者（契約解除者）12 名、 

平均介護度 2.35。 

・3 年連続して利用中止者が新規を上回っ

た。 

・「心」も「身体」も元気にするデイをキャ

ッチフレーズに生活リハビリの強化を意識し

て取り組んだ。また、通所たより「ふくふ

く」も継続発行し、ケアマネ事業所、ご家族

へ配布した。 

・キャンセル時には希望に応じて振り替え利

用対応した。 

【居宅】 

・地域包括、行政、医療機関などと関係を密

にし、新規利用者の受け入れ情報を発信する 

・要支援ケースの稼働率を維持し、将来の要

介護ケース獲得へ繋げる。また適宜区分変更

を進めていく 

・利用者の動きが少なかったことで安定した

稼動率が維持できた。 

・新規利用者は 18 名で、ケアマネ依頼は直

接５名、要支援から要介護は５名、地域包括

4 名、ケアマネ交代３名、病院 1 名だった。 

・※入院や老健入所を回避できるよう支援を

行う記述 



 

・入院や老健入所を回避できるよう支援を行

う 

・在宅看取りを目指して支援を行う 

・在宅看取り５ケースあり、急死はなく事前

に主治医、訪問看護、ご家族と連携協力して

満足できる在宅看取りができた。 

【さくら番場】 

・日頃からｹｱﾏﾈとの情報伝達等での関係性を

深め、新規利用者及び登録者増に繋げる 

・段階的に利用日数増に繋げられるようにす

る 

・ｷｬﾝｾﾙされた場合も、別の日に振り替え利用

等柔軟に対応する 

・体調観察を行い、早期受診を勧め長期の利

用中止を防ぐ 

・※若年性認知症見える化の項目未作成 

・平均登録者数 19.9 名、新規利用者 6 名、

利用中止（契約解除者含）8 名、平均介護度

2.2 

・ふくら通所同様に契約解除者が新規利用者

を上回った。 

・利用日数が増えた利用者数は 7 名おられた

が、日数減の利用者も 3 名あった。 

・体調については、特にインフルエンザ等の

流行時期には、十分に留意して対応した。 

・若年性認知症見える化事業に参加し、事例

を発表した。 

 

  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 

（５段階評価） 
平均満足度４．２ 平均満足度４．４  

家族満足度 

（サービス計画の評価含） 
平均満足度４．２ 平均満足度４．４ 

利用者食事満足度 

（嗜好調査） 
平均満足度４．２ 

４．6５ 

（前期 4.6 後期 4.7） 

施設内研修参加率 ７５％ ８９％ 

感染症発生 ０件 
インフルエンザ罹患者 6 名 

利用者 3 名、職員 3 名 

権利擁護気づき報告書 ６０件 １８７件 

家族参加カンファレンス開催 １２ケース 31 ケース 

偲びのカンファレンス 

（看取り後）評価 

自己評価（5 段階評価） 

平均 ３．５ 

自己評価（5 段階評価） 

平均 ３．７ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

各事業において、年２回、利用者・ご家族の

満足度アンケートを実施し、サービスの振り

返りを行う 

各事業の内訳は下記の通りだった。 

さくら番場利用者の目標未達成については、

聞き方について工夫が必要だった。 

利用者  家族 



 

入所…    4.3   4.5 

通所…    4.6    4.2 

居宅…   4.4  4.5 

さくら番場…4.1  4.3 

施設内研修会を充実し、全体のレベルアップ

を図る 

4 月…接遇研修 

5 月…H28 事業報告・H29 事業計画 

湖北ｴﾘｱ合同新任職員介護技術研修 

6 月…感染症研修（食中毒予防） 

7 月…事故防止研修（外部講師） 

看取りケア研修（近老協発表内容） 

8 月…交通安全研修 

9 月…緊急時対応マニュアル研修 

10 月…権利擁護月間に伴う研修会 

11 月…障害高齢者の支援について（外部講

師） 

1 月…感染症研修（ノロウイルス、インフルエン

ザ） 

2 月…身体拘束廃止研修 

人権研修（ビデオ学習） 

湖北ｴﾘｱ認知症介護事例発表会 

３月…第 10 回ふくら学会 

以上の内容で内部研修会を行い職員の資質向

上を図った。 

通期に亘り、施設内の感染症防止に努める 3 月にふくら通所で、利用者３名、職員３名

が 

インフルエンザに罹患した。 

「権利擁護気づき報告書」から、「気づき通

信～Carry on！」を発行し、権利擁護の意識

を高める 

気づき報告書は年間 187 件あった。 

・月毎の提出枚数は、4 月…10 件、5 月…8

件、６月…２件、７月…10 件、８月…８

件、9 月…14 件、10 月…22 件、11 月…

25 件、12 月…37 件、1 月…15 件、2 月

…19 件、3 月 17 件だった。 

・毎月「気づき day」を設けることで権利擁

護の意識づけを図った。また、権利擁護研修

を通じて意識向上に繋がり、報告書数に反映

できた。 

家族参加のカンファレンスを開催しサービス

向上に繋げられるようにする 

・年間 31 ケース開催できた。 

ふくらでの暮らしが豊かになるよう、ご家族

との連携・協力に繋がった。 



 

看取り後の偲びのカンファレンスから、職員

の自己評価を行う 

・偲びのカンファレンスで、看取りケア後の

自己評価を行ったところ、目標 3.5/5 に対し

て、結果 3.7/5 で目標を上回った。 

・一番高い評価は 4.4、一番低い評価は 3.3

だった。看取り期間が長いと関わりも深めら

れ、家族との信頼関係も築きやすく高い評価

となるが、逆に看取り期間が短いと、利用

者、ご家族共に十分な関わりがもてないこと

が多く、低い評価になっている傾向だった。 

・看取りｹｱは、期間の長短ではなく、日々の

ケアが大切であることを再認識した。 

 

 

（３）各施設等共通目標（リスクマネジメント） 

  ①リスクマネジメントのマニュアルの策定 

区分 通期目標 実績 

ふくら事故防止 

マニュアルの検証 
勉強会 1 回 勉強会 １回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

ふくらのマニュアルが、法人の方針に基づい

て 

いるかを検証し、ふくらとしてのリスクマネ

ジメントを実践できるようにする 

ふくらのマニュアル作成及び検証は、次年度

に持ち越し、PDCA サイクルで実践できるよ

うにしていく。 

 

  ②ヒヤリハットの記録と報告 

区分 通期目標 実績 

内容の周知 
各セクト間（事業所間） 

での勉強会 1 回 

各事業所（グループ）で、毎

月ｻｰﾋﾞｽ担当者会議、又はミー

ティングで周知している 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

朝・夕のミーティングや職員会議等で、是正

改善方法をタイムリーに伝えていく 

・入所・短期はヒヤリハット報告書をスタッ

フルームに掲示し、共有できるように努め

た。 

・通所、さくら番場は夕のミーティングで伝

達し、情報共有に努めた。 

各セクションでの情報共有に努める 

 



 

  ③事故とヒヤリハットの要因の分析 

区分 通期目標 実績 

ヒヤリハットからの 

是正・改善案 
事例検討会 １回 事故防止研修で 1 回 

事故からの 

是正・改善策 
事例検討会 １回 事故防止研修で 1 回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

ヒヤリハット報告から内容、人物、時間帯、

頻度等のデーターを分析し、是正・改善策が

事故に繋がらないか検証する 

毎月の報告書から、事故防止委員会で共有

し、特に事故に繋がりやすい内容について

は、出来うる範囲で是正策を講じても、事故

になった事例もあり、全てを防ぐことは難し

い。 

事故報告書から、内容、人物、時間帯等のデ

ーターを分析し、是正・改善で事故が起こら

ないか検証する 

毎月の報告書から人物、時間帯、頻度につい

て事故防止委員会で共有し、再発防止に取り

組んだが、成果に繋がらないケースもあっ

た。 

 

 

  ④交通事故防止策（交通事故ゼロ目標） 

区分 通期目標 実績 

法人車両事故 0 件 0 件 

自家用車事故 0 件 1 件 

事故防止委員会 2 回 

 3 回実施した。 

通所運転手研修会  2 回 

全体の交通安全研修 1 回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

特に通勤途上での事故防止のため、時間に余

裕を持って出勤するよう指導する 

毎月、マンスリーレポートを職員通用口に掲

示し注意喚起を行った。 

春と秋の交通安全週間、年末には、朝礼、職

員会議等で注意喚起行った。 

業務中の走行は、できるだけ住宅地以外の公

道を走行するようにする 

通所、短期の送迎時には意識して運転するよ

うに伝えた。 

 

 



 

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 接遇研修 2 回 1 回 

基礎介護技術の向上 介護技術研修 ２回 

2 回 

ポジショニング研修 

緊急時対応研修 

認知症ケアの質の向上 内部研修 2 回 

2 回 

湖北エリア事例発表会  

ふくら学会 

重度者の対応 
喀痰吸引研修受講 １名 

喀痰吸引実地研修 2 名 
喀痰吸引研修受講 1 名 

ＯＪＴの実践 
ＯＪＴ研修 ２回 

（中堅職員、リーダー） 
中堅職員対象研修 １回 

支援員としてのスキルアップ 
評価表による 

自己評価 １回 
― 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

心地よい接遇技術を習得する ・全体としては、外来者から職員の接遇が良

いと高評価をいただけた。 

・接遇研修 1 回実施した。 

・普段から身だしなみ、言葉使い等は注意し

た。 

利用者にも職員にも負担のない介護技術を習

得する 

中堅職員によるポジショニング研修や、ポジ

ショニング委員会を中心とした取り組みを通

じて、安全で安心できる介護技術を身につけ

られるようにした。 

認知症の方に「根拠あるケア」を実践できる

ように育成する 

普段のケアやサービス担当者会議での情報を

収集する中で、その人ならではの支援につい

てケアプランの中に明記しチームで取り組ん

だ。 

喀痰吸引実地研修をふくら内で実習し、認定

特定行為従事者として登録できるようにする 

介護職員による喀痰吸引の特定行為の認定登

録は 1 名できた。 

予定していた平成２８年度からの介護福祉士

（6 名）による特定行為は、制度が整ってお

らず今年度の実地研修はできなかった。 



 

職責による、育てる人を育てるためのＯＪＴ

の実践研修を実施する 

リーダーによる中堅職員育成としては、 

① 新人職員介護技術研修講師のための指導 

② 各委員会の委員長を任せる 

③ OJT の実践を法人フォーラム発表に繋

げた。 

支援員評価表による自己評価を行い、スキル

アップに繋げる 

指標が完成できず、評価ができなかった 

    特別養護老人ホームふくら  苦情解決体制                    平成３０年 ４月 １日   

 

 



 

  

平成２９年度 特別養護老人ホームふくら 第三者委員会  

 

 平成３０年３月２３日（金）10：00～12:00 

   ふくら会議室にて開催 

              

  

１.ふくら所長あいさつ  

  

  

２.委員・出席職員の自己紹介  

  出席者：菅 原 信 道（司法書士）    国 友 美 子 （社会福祉士）西 山 弘 行（長浜社

協浅井センター長） 金 森 亮 （近江薫風会施設長）欠席者：川 村 戈十二 （学識経験

者）  

  

３.ふくらの紹介と現状について   資料にて説明 

  

４.平成２９年度苦情内容報告 別紙 

 

５.委員の皆様からのご意見等  

       

  

６.権利擁護委員会の取り組み発表  

  「気づきからはじまる権利擁護」 奥長生活支援員：大音主任  

  

７.ＤＶＤ鑑賞  

  「ふくらプロモーションＤＶＤ」  

  

８.その他



 

（６）デイサービスセンターらく・はればれ 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 

稼働率９０％を維持出来る 

事業管理 

地域密着型稼働率     

９０％到達 
６６．１％ 

認知症ケアの専門性の向上と

地域拠点を目指す 

認知症対応型稼働率    

８０％到達 
６６．９％ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．チーム全体のスキルと意識がより高いレ

ベルに達するようにする（提案できる職員育

成）。 

ＯＪＴを通じてチーム全体のスキル向上が出

来た。 

２．両事業が連携し、利用者の柔軟な受け入

れをすることで目標稼働率を達成。 

 

地域密着型と認知症対応型の職員が連携し合

い、相互の弱い部分を補うことで、様々な状

態の方を受け入れることが出来た。 

３．日常生活支援総合事業を開設し、利用者

の自立に向けた介護予防に取り組む。 

事業開始年度であり、利用者数は少ないが、

一定の利用者を獲得し、また利用者自身も介

護予防を意識して日々をすごす様になった。 

 

（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 

地域密着型通所介護 38,686 29,605 

認知症対応型通所介護 29,821 26,379 

日常生活支援総合事業 3,458 987 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 



 

１．収入増 

・日常生活支援総合事業（緩和基準サービス

Ａ型）の開始。 

・重度化している利用者のプラン見直しなど

により、事業者が提供する介護サービスの内

容に合う利用者を増やす。 

・利用者数はまだ少ないが、介護予防事業と

しての一定の成果を得た。また、要介護状態

になった方へは、速やかにＤＳらくの利用に

繋ぎ、切れ目のない支援を提供出来た。 

・利用者の介護度別の割合は、地域密着型は

大きく変わらなかったが、認知症対応型では

要介護３以上の割合が６割→４割に変わっ

た。 

２．支出減   

・日常経費支出について、利用者支援に影響

のない範囲で支出抑制する。 

光熱水費は前年度よりおさえることが出来た

（エリア全体で）。また、日々の使用物品は

利用者支援に影響しない範囲で節約すること

が出来た。 

 

  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 ９０％ ６６．１％ 

認知症対応型通所介護 ８０％ ６６．９％ 

日常生活支援総合事業 ８０％ ９．６％ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．地域密着型と認知症対応型の連携によ

り、利用者受け入れに幅を持たせる。また、

提供する介護サービスに見合った利用者構成

に移行していくことで稼働率を向上させる。 

連携により、様々な状態の方を安全な体制で

受け入れることが出来たが、稼働率の向上ま

では至らなかった。 

２．他事業所にはないオリジナリティーを強

化する。 

はればれと地域密着型では、日中活動プログ

ラムとして回想法による「おとなの学校メソ

ッド」を取り入れ、認知症のある利用者にも

従来のレクとは違う内容を提供することが出

来た。 

 

  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 

満足度調査 ２回実施 １回実施 



 

嗜好調査 ２回実施 １回実施 

介護技術・専門知識等の研修受講 ２名以上 のべ１１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、家族に対しての聞

き取りを年２回実施。 

１回の実施に留まったが、いただいた意見を

真摯に受け止め、支援にプラスとすることが

出来た。 

２．嗜好調査：嗜好調査により、結果を委託

業者に提出し、給食委員会で協議し、提供内

容の充実を図る。 

１回の実施に留まったが、委託業者と結果を

協議し、提供内容に反映させることが出来

た。 

３．認知症のある人への介護をサービスの基

本とする。 

・認知症介護基礎研修 １名以上受講 

・認知症介護実践者研修 １名以上受講 

 

 

・認知症介護基礎研修 ２名受講 

・認知症介護実践者研修 受講該当者なし 

 

（３）各施設等共通目標（リスクマネジメント） 

  ①リスクマネジメントのマニュアルの策定 

区分 通期目標 実績 

各種マニュアルの再確認と修

正 
機能的なマニュアルへの更新 

現場職員の使いやすさを意識

してマニュアルを見直した。 

 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．入浴介助マニュアルなど、利用者の介護

変化に合わせた更新・修正をし、共有するこ

とで介護事故の予防に役立てる。 

利用者の状態変化に応じて介助方法を見直

し、職員間で共有することで事故予防に一定

の成果があった。 

２．マニュアルを活用することで一定の基準

を正しく理解し、全職員で遵守する。 

全職員で遵守する意識が高まった。 

 

  ②ヒヤリハットの記録と報告 

区分 通期目標 実績 

ヒヤリハット意識を高める 年間１００件報告 ２１件 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 



 

項目 実績 

１．些細な出来事でも自分が感じたことを記

録し、共有することで事故の発生防止に役立

てる 

夕礼などを利用した報告・記録・共有を行

い、事故の予防に一定の成果があった。 

２．ヒヤリハットの重要性を認識し、気づき

の力を養いより一層高める。 

職員一人一人が危険予測へのアンテナの精度

を高め、重要性を意識することが出来た。 

３．運営会議で報告されるエリア内事業所の

事例も情報共有する。 

エリア内の事例報告と検討会議を行い、情報

共有と事故防止に成果があった。 

 

 

 

  ③事故とヒヤリハットの要因の分析 

区分 通期目標 実績 

定例運営会議の活用 計１２回 計１２回 

朝礼終礼など 

ミーティングの活用 
毎回実施 毎回実施 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．定例運営会議での報告事例について、翌

月運営会議で再検証し、事故に繋がってない

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。 

ヒヤリハット分析と連動させて、同様の事故

が起こらないように、連続発生の予防に努め

た。 

２．書面記述が難しい内容など、職員ミーテ

ィング等でヒヤリハットの背景を考え、職員

の意識向上に繋げる。 

報告書の記述だけでは見えない原因の追及を

継続して行い、職員意識の向上に繋がった。 

３．半期別集計をまとめ、傾向を分析する。 事故の起こりやすい時期や時間帯を傾向とし

て捉え、再発予防に役立てることが出来た。 

 

  ④交通事故防止策（交通事故ゼロ目標） 

区分 通期目標 実績 

車輌運転の確認 計２回実施（春・秋） 計２回実施 

交通安全運転管理者協会研修 なし なし 

交通安全情報の活用 交通安全意識の向上 随時実施 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 



 

項目 実績 

１．新任職員は車輌運転技術の見極め後、利

用者を乗せての運転業務を行う。 

日常は軽自動車を運転する職員が増えてきたた

め、バン・ワゴンタイプ車輌を運転する際の練

習と見極め運転を実施し、安全運転に努めた。 

２．若年運転者講習会の活用。（安全運転管

理者協会主催） 

該当者なし。 

３．マンスリーレポート等、交通安全情報誌

は全職員が閲覧することで意識の向上を図

る。 

交通安全マンスリーレポートの全職員閲覧など

で事故の傾向を知り、交通安全への意識が向上

した。 

 

 

Ⅱ．能力開発目標＜エリア目標＞ 

（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 新人職員の養成 

新卒採用者５名、異動者２

名。 

集団支援の現場と個別ケアの

現場を兼務させることで、柔

軟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 
国家資格取得者１名（非正

規） 

総合力を高める 感性を高める 

所属部署に関わらず、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。また、エリアの所長

級会議や運営会議で職員の状

況や様子を報告し、今向き合

っている課題など、全体とし

て取り組んだ。 

 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

新規採用職員に施設介護および居宅介護を兼

務させることで、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に育

成。 

新規採用５名、異動者２名。施設・居宅・Ｇ

Ｈを兼務させ育成。（内１名は８月末退職） 

居宅は、ヘルパー２級が最低資格となるた

め、採用時無資格者は４月以降に、勤務調整

しながら取得を促した。 



 

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。 

非正規職１名が介護支援専門合格。 

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、暮らしづらさやス

トレス感に寄り添える感性を磨く。 

高齢・障害の分野を問わず、『利用者とその

家族の像』を注意深く観察することから見え

てくることを日常支援に活かすよう取り組ん

だ。 

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。 

法人職階別研修の受講。必要時には、職責基

準表や職務ガイドラインを示しながら、組織

の構成員であることを意識できるようにし

た。 



 

（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ひのたに園社会復帰棟(さつき荘の跡地)利用検討視点とスケジュール 

区分 通期目標 実績 

就労訓練(内職作業)の充実 就労移行の実施 
社会復帰棟利用者で就労移行

者７名 

生活拠点の確立 

生活拠点の稼働に向けソフ

ト・ハード面の課題の検討と

改善を実施し本格的に稼働さ

せる。 

実施していない。ひのたに園

の稼働率が低いため生活拠点

については H３０年度に実施

するかどうか検討が必要。 

適切な運営 適正運営の確立 

冬期の凍結で水道管の破裂 

４０１,７６０円  

消防設備不備  

１３６,０８０円 

修繕費実績の１/４を占めた。  

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

計画に基づき事業を行い進捗と課題を確認

し、月１回の定例会議で改善策を検討・実施

し事業の安定を図る。 

定例会議は、月 1 回行った。協議内容は(利用

者の様子、作業内容、メンバー編成、設備・

環境、今後のスケジュールなど) 

職員の就労支援スキル向上のため、法人内他

事業所への派遣研修等を実施し就労支援スキ

ルの向上に努める。 

１１/７日野町内の作業所への見学実施。 

３/６滋賀保護院に研修に行き就労支援につい

て学んだ。 

利用者‥「利用者施設内生活状況アセスメン

トシート」の再検討を定期的に行う。 

シート‥「利用者施設内生活状況アセスメン

トシート」の見直しを定期的に行う。 

毎月職員会議でアセスメントシートの進捗を

報告した。 

 

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 

業務の再点検と職員の適正配

置 

業務マニュアル会議 

９/２、１４、２１の計３回開

催し、現業務マニュアルにつ

いての課題点とマニュアル変

更の方向性を話し合う。



 

11/1 より新マニュアルで業

務を実施する。実施１か月後

(12 月)再度見直し修正をし

た。以降定期の見直しを行っ

た。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

グループ(６グループ)の日中活動に沿った業

務マニュアルの作成 

6 グループの計画書は作成できたが、業務マ

ニュアルは出来なかった。 

利用者一人ひとりの特性に応じた業務マニュ

アルの作成 

個人名が記載された業務マニュアルを作成し

た。 

救護施設職員配置の人数を基にひのたに園生

活支援勤務実態より定期的に職員の人数を見

直していく。 

救護施設職員配置を基にして職員を配置し

た。 

 

 

   ③一時保護事業の実施と地域移行の推進 

区分 通期目標 実績 

障害者緊急一時保護事業の実

施 

近江八幡市以外の福祉事務所

との障害者緊急一時保護事業

の受託 

湖南 4 市(草津市、守山市、栗

東市、野洲市)と契約締結した。 

一時入所事業の実施 ・一時入所事業の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・県内救護施設との連携 

 

・各福祉事務所への周知、説明 

5/19～6/8 で全福祉事務所 

完了する。         

6 月(大津市１名、彦根市１名、

野洲市１名)1 月(近江八幡市 1

名)3 月(野洲市１名、近江八幡

市 1 名)合計 6 名の利用(延べ

49 日) 

《効果》毎月 1 日をまたがない

短期間の利用時に事務費を日割

りで収入 

・毎月県内救護施設で月初の人

数を情報共有した。 

一時入所の事例を共有した。                                                   

地域生活移行支援の推進 自立訓練室の活用(20 名) 

地域移行者(30 名) 

断酒会の開催(8 回) 

地域住民受け入れ 

利用人数年間 8 名 

地域移行者 29 名 

断酒会の開催(7 回) 

地域住民受け入れ年間 6 名 



 

 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

H28 年度は近江八幡市から受託しているがそ

れ以外の市町からの受託を受ける。 

湖南 4 市(草津市、守山市、栗東市、野洲市)

と契約締結した。 

利用対象者(原則 7 日間)の一時入所事業の利

用を進める。 

年間 6 名(延べ 49 日)の利用があった。 

 

地域移行を目指した生活訓練室の積極的活用

を行う。 

生活訓練室利用要領に基づいて活用した。 

各福祉事務所等と連携をおこない積極的に地

域移行ができるように支援していく。 

地域移行者(アパート、社員寮)29 名 

自主退所(行先不明含む)13 名 

措置福祉と連携し地域移行できるように支援

した。 

地域の断酒会と連携しひのたに園断酒会を開

催する。日野町保健センター等に呼びかけ地

域住民を受け入れる。 

滋賀県断酒会連絡会員と日野町保健センター

からの紹介の方が参加された。 

 

（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 ２６５，５２１  ２４４，５４３ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

収入増の取り組み 

H29 年度より一時入所事業を開始する 

延べ利用             ４９日 

年間(事務費・事業費)  ２８３，９００

円 

支出減の取り組み 

・本人支給金の見直し(退所日決定してからの

日割り、就労中の利用者への支給の要否) 

 

・障害者加算金から介護用品等を自己支弁す

る。 

・引き続き、被服費、教養娯楽費の額の見直

しを行う。 

 

 

 

・年度内では実施できなかったが、H30 年度

法人本部と検討の上、支給金内規の改正を

行うこととする。 

・必要物品については自己購入を促した。 

 

・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



 

 

 

・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。 

負担金を除く所持金残高が 100,000 円以下

の利用者 

・職員：主任者会議、職員会議で光熱費につ

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。 

・全体：実績グラフの提示で節減啓発を行っ

た。 

 

  ②利用率（稼働率）・サービス提供時間 

区分 通期目標 実績 

月初在籍者数 平均９８名 平均９０．１名 

入院を除く年間稼働率 ９７％ ８５．７％ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

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→8 名 

個別に合わせた日中活動等をおこない規則正

しい生活ができるように取り組み利用者の心

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。 

６グループに分けて日中活動を行い、健康維

持を図った一方で年間利用者の状態像に合わ

せて延べ 50 名が入院し、内 8 名が死亡し

た。 

入所 1 年以内の利用者が 4 名死亡した。(入

所時末期の状態) 

地域でのケース会議等に参加し、地域の福祉

関係者とのネツ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 1 回 9/29 2 回 2/8 実施 

食事満足度調査 2 回 1 回 10/31 2 回 2/8 実施 

サービス点検調査 1 回 10/26 実施 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 



 

項目 実績 

各種調査により利用者ニーズを把握し、サー

ビス・向上に努める。 

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。 

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。 

 

 

6 月：職場内研修「接遇とマナー」外部 

８月：職場内研修「おむつの選び方と正しい

使い方」外部 

9 月：職場内研修「支援の進め方について」

内     

   部 

1 月：職場内研修「介護技術(移乗・体位交

換)」外部 

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。 

個人名が記載された業務マニュアルを作成

し、利用者の状態に応じ見直しを行った。 

外部有職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。 

サービス点検調査を回覧し共有した。 

第 3 者委員による「苦情相談日」を定期的に

実施し、利用者の不満や要望について改善に

努める。 

3/12 苦情解決委員会議を開催した。 

 

（３）各施設等共通目標（リスクマネジメント） 

 ①リスクマネジメントのマニュアルの策定 

区分 通期目標 実績 

新マニュアルの策定 新マニュアル実施 策定できなかった。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

従来あるマニュアル(緊急時「無断外出」の対

応)の見直しと他の緊急時のマニュアルを作成

する。 

作成できなかった。H30 年度はリスクマネジ

メント委員会を立ち上げリスクマネジメント

に関する取り組み指針を策定する予定。 

 

  ②ヒヤリハットの記録と報告 

区分 通期目標 実績 

ヒヤリハット研修会開催 年間 2 回 

毎月主任者会議、職員会議で

ヒヤリハット、事故報告を 1

事例挙げ研修を行った。 



 

ヒヤリハットの件数 一人１０回 

72 件報告があったが、1 人

10 回の報告には達成できなか

った。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

「ヒヤリハット」に気づくため、「ヒヤリハッ

ト」を分析するための研修の実施 

毎月主任者会議、職員会議でヒヤリハット、

事故報告を 1 事例挙げ研修を行った。 

一人ひとりが問題意識を持つために一人１０

回(年間)にする。 

72 件報告があったが、1 人 10 回の報告には

達成できなかった。 

 

  ③事故とヒヤリハットの要因の分析 

区分 通期目標 実績 

事故、ヒヤリハット研修会 年間 2 回 

毎月主任者会議、職員会議で

ヒヤリハット、事故報告を 1

事 

例を挙げ研修を行った。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

事故報告書、ヒヤリハット報告書を通して、

職員が事故やヒヤリハットが発生した状況を

頭の中で再現し、何が問題であったのかどの

ように対応すれば良かったのかを考え話し合

う。 

事故報告、ヒヤリハットで薬に関する事柄を

表にして話し合った。来年度は「なぜこのよ

うになったのか」検証をしていく予定。 

 

  ④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 

2 件 

・生活支援員が社会復帰棟(旧さ

つき荘)駐車場で駐輪場内に置

いてある草刈り機をリフト車へ

積み込む際にバックで草刈り機

近くまで下がる。その際に左右

の確認のみで、駐輪場屋根の凸

部に気付かず、リフト車の後上

部を駐輪場屋根とぶつけてしま

う。 



 

・通勤途中蒲生郡日野町国道

307 号線第 2 工業団地口交差

点で赤信号にて停車する際に、

ブレーキが十分に踏みきれなか

ったため、前方に停車していた

相手方の車に追突する事故とな

った。 

研修会の開催 1 回 

7/25、1/10 の事故後ミーティ

ングで報告する。 

8/17、12/25、1/18、2/13

交通安全ニュースを資料に研修を

行う。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

交通事故ゼロにむけた職員研修会を年１回実

施する。 

研修は４回行ったが、公用車の事故 1 件、私

用車の事故１件が発生した。 

余裕をもって出勤するように日頃から呼びか

ける。 

ミーティングで呼びかけてきた。 

宿直明けは、できるだけ定時で退勤できるよ

うに促す。 

宿直明けで残っている職員には早く退勤する

ように促してきた。 

滋賀県警察本部交通企画課高齢者交通安全推

進室が発行している「ふれあい通信」を職員

の目の届くところに掲示し常に交通安全を意

識してもらう。 

「ふれあい通信」を回覧し全職員が読めるよ

うにしてきた。 

 

 

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） 

  介護福祉士・社会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 

社会福祉士 

２名 

社会福祉士に 4 名受験し 

1 名合格した。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

必要に応じて、資格取得についての勉強会を

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。 



 

自己啓発手当受給者には、各種研修会等への

参加を促す。 

社会福祉士受験資格取得講座に参加した。 

法人の人材育成計画と連携して実施する。 実施なし。 

 



 

（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 

１．新たな枠組の施設運営  施設運営の安定 達 成 

２．退所者の受け皿 

（通所施設等）の検討 
方向性の確定 達 成 

３．自立準備訓練の充実 訓練内容の確立 達 成 

４．県立リハセンターとの連携強

化 

８人以上/年 未達成 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．事業（機能・生活訓練、就労移行支援）

ごとの定員の見直しや生活介護入所支援の

必要性の検討など、施設運営の安定化を図

る。 

・新たな枠組みとしての事業展開について

は、指定管理者のため実現できなかったもの

の、将来を見据えた生活介護事業に関しての

プロジェクトチーム（日中 PT）を立ち上げ、

施設運営の検討を実施した。 

・高次脳機能障害者の利用が増えつつある

中、生活介護レベルの利用者も多くなったた

め、生活介護に照準を当てた支援方法等（活

動部屋、カリキュラムなど）の導入を計画的

に取り入れた。（見学実施：広島県福祉事業

団あけぼの、京都府心身障害者福祉センタ

ー） 

２．ＧＨ等の受け皿の検討、入所機能（住ま

い 

の場）としての支援機能を検討する。 

県障害福祉課と協議した結果、「既存施設

（施設入所支援）を利用する場合は制度上特

に問題はなく利用可能ではあるが、あくまで

も地域復帰を目指した有期限での対応」との

ことで、当荘（既存施設：施設入所支援）を

利用し、近隣作業所への利用を実施した。 

該当利用者：1 名（知的障害者授産施設） 

３．自立準備訓練をプログラム化すること

で、目標達成を評価できるよう訓練の流れ

を確立する。 

個別支援計画により、ADL 室の活用による社

会生活力の向上を目指し、自立準備訓練とし

て単身生活および調理訓練に特化した計画を

立案した。（実施結果：一人暮らし体験：３

名、調理訓練：個別８名、グループ３３名、

身辺動作訓練：15 名） 

４．県立リハビリセンターとの連携強化に努

めることで、８名以上（年間）の新規利用

者を確保する。 

今年度の受け入れ人数としては、５名（相談

件数８件）であった。毎月、県立リハビリテ

ーションセンター相談支援担当者等への営業

活動を実施した。 



 

 

 

（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  ２１９，９８０ ２２５，２２３ 

  障害事業収入  １２６，３４５ １３２，７７８ 

  指定管理料収入  ８７，０６０ ８７，０６０ 

  就労支援事業収入  ６０７ ５７１ 

  医療事業収入  ５，０６３ ３，７４７ 

  その他の収入  ９０５ １，０６７ 

施設入所支援  １３８，４１８ １４３，３６９ 

  障害事業収入  ４５，７０７ ５１，７５３ 

  指定管理料収入  ８７，０６０ ８７，０６０ 

  医療事業収入  ５，０６３ ３，７４７ 

  その他の収入  ５８８ ８０９ 

自立訓練（機能訓練）  ４１，０９６ ３８，１２４ 

  

障害事業収入 ４０，７７９ ３７，８６６ 

その他の収入   ３１７ ２５８ 

自立訓練（生活訓練）  １９，０１７ ２８，１２９ 

  障害事業収入  １９，０１７ ２８，１２９ 

就労移行支援  １５，６７３ ７，２５６ 

  障害事業収入  １５，０６６ ６，６８５ 

  就労支援事業収入  ６０７ ５７１ 

短期入所  ５，７７６ ８，３４５ 

  障害事業収入  ５，７７６ ８，３４５ 

 

 



 

 

 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．収入増 

「施設サービス説明会」を３回以上開催する。

また、回復期病棟および市町地域包括支援セン

ター等への営業活動を通して、利用しやすい環

境づくりを行う。 

【施設サービス説明会】 
第 1 回（  ７月）：１０名 
第 2 回（１２月）：３２名 
第 3 回（ 2 月）：１１名 
合計５３名の参加があった。併せて、外部で
も草津市ケアマネ連絡協議会総会にてサービ
ス説明会（12 月/97 名）を実施した。 

（合計：150 名） 
【医療機関】 
大津圏域：３カ所（ 7 月）、1 カ所（ 9

月） 
2 カ所（ 2 月）、1 カ所（ 3

月） 
湖南圏域：1 カ所（ 4 月）、1 カ所（ 3
月）東近江圏域：1 カ所（ 8 月）、2 カ所
（12 月） 
甲賀圏域：2 カ所（ 9 月）                             
湖東圏域：2 カ所（12 月） 
湖北圏域：2 カ所（ 7 月）、2 カ所（ 9
月） 
京都圏域：1 カ所（ 6 月）、3 カ所（ 9
月） 
合計 24 カ所の病院に訪問した。併せて、県
立リハビリテーションセンターへの営業活動
を毎月実施し施設利用の促進を図った。 
【行政】 
障害福祉課（3 市）への挨拶回りを実施し、
利用促進を図った。 

２．支出減 

・水道光熱費等の固定経費の削減を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・施設の維持管理費用を縮減していく。 

 

 

 

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。昨年度に比

して利用率が大幅に改善された影響から電

気・ガスの使用量は増加した。水道使用量に

関しては、浴槽の水量調整の設定値の見直

し、空調エアハンドリングユニットの廃水量

の再設定、水栓カランに節水装置を取り付け

る等により昨年度比△12.5％となった。 
 使用量 使用料 

電気 ＋１２.６％ ＋３８８千円 

ガス 
空調 ＋１１.４％ ＋８１４千円 

給湯 ＋０ .７％  ＋９７千円  

上水道 △１２.５％ △ 8 8 千 円 

 

施設設備の老朽化による修繕が各所で発生し

ている。要否を都度確認し必要なものについ

て実施した。今後は施設設備の老朽化対策を

計画的に実施していくとともに、不要なもの



 

 

 

・消耗品等の使用制限による節約を周知する。 

 

 

 

 

・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。 

については見直しを進め、経費節減に努め

る。 

 

不必要な在庫のストックや、要否の都度確認

を徹底し事務消耗品の執行を昨年度比△４５

０千円を減額した。今後も不要なものについ

ては見直しを進め、経費節減に努める。 

 

交通事故防止のための注意喚起と朝礼時のヒ

ヤリハット、事故報告の内容共有と検討をき

め細かく行い、昨年度は施設車両の軽微な事

故（就労作業納品先で状況不明な接触）は１

件あったが重大な交通事故はゼロ件であっ

た。介護事故についても重大なものはゼロ件

であった。 

 

②利用率（稼働率）・サービス提供時間 

区 分 通期目標 実 績 

機能訓練 (30 名) ６４．６% ６０．８％（未達成） 

生活訓練 (18 名) ５２．４% ８１．８％（達 成） 

就労支援 (12 名) ５１．８% ２５．７％（未達成） 

入所支援 (60 名) ４２．５% ４９，４％（達 成） 

短期入所（延べ人数） ６００人   ９８５人（達 成） 

＜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）：117 名/年（昨

年度：47 名）の訓練参加があった。また、余

暇活動の日（第 3 土曜日）：129 名/年（昨年

度：104 名）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およ

び 

市町地域包括支援センター等への営業活 

動をとお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 150 名、介護保険サービス事業所も対
象） 

・視察：公明党県会議員（高知県、１名：
8/23）   
・見学： 
滋賀県立リハビリセンター（4 名：4/7） 
神崎中央病院（6 名：4/14） 
草津市東矢倉民児員（21 名：5/17） 
枚方民児員（22 名：6/1） 
川西民児員（40 名：6/13） 
草津市草津更生保護女性部会（20 名：

6/22） 
滋賀県警察学校（36 名：7/6） 
滋賀県健康福祉部研修（5 名：9/14） 



 

滋賀医療技術専門学校（OT）（24 名：
10/26） 
 草津市民生障害者部会（53 名：11/21） 
 枚方市社協研修会（24 名：11/30） 
 湖南ブロック初任研修（23 名：12/7） 
 京都府心身障害者福祉センター（5 名：
1/16） 
国立のぞみの園（3 名：1/24） 
滋賀県セラピスト施設見学会（５名：

2/14） 
京都市地域リハビリテーション推進センター 

（4 名：
3/15） 
 就活学生施設見学（４名：3/28） 
・外部から合計 450 名（視察・見学：300
名）の見学等があり、むれやま荘の啓発（営
業）に努めた。 
・県内や京都府の回復期病棟等への営業活動を
実施した。また、市障害福祉課等にも営業活動
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２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。 

市自立支援協議会等の参加時、空きベッドの情
報提供等での利用促進を図った。今年度は５名
（昨年度 2 名）の新規利用者があり、年間で
985 名（昨年度 820 名）の利用があった。新
規利用者の獲得により目標は達成したものの、
３人の利用者が 15～20 日/月の利用となり、
利用が終了になった場合など激減する恐れがあ
るため、今後も新規利用者の獲得に努めていき
たい。 

５．高次脳機能障害利用者等の受け入れと 

して、職員研修や柔軟な勤務体制の強化 

にて、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、７月１８～２０日（体験
入所）、１月１０～14 日と個々の利用者の社
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。 

６．ボランティアによる支援強化を図るこ 

とで、サークル活動等をとおして社会参 

加できる可能性を広げる。 

利用者に係わるボランティア活動としては、日
舞、絵手紙、陶芸、縫製、木工、プール訓練、
朗読レク等の活動を行った。その内、社会参加
として荘外活動を実施したのは、日舞：１回
（３名）、縫製：２回（３～７名）であった。 

７．支援力強化アンケート結果を取り入れ 

ることで、実践可能事項については取り 

組む。 

アンケート結果より、チーム支援の強化や接遇

等の研修会を取り入れ、支援力強化を図った。 

８．加算項目《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。 

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 ３．６ 達成（３．７） 

利用者食事満足度調査 ３．６ 達成（３．６） 

ボランティア満足度調査 ３．６ 達成（４．７） 

＜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。 

・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。 

・ボランティアの方々へのアンケート調査を活

動日や電話連絡等で実施した。（満足との回答が

多かった結果ではあるが、引き続き日々のコミ

ュニケーションに努める。） 

２．当荘のサービス評価委員会によるサー

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。 

 

（３）各施設等共通目標（リスクマネジメント） 

  ①リスクマネジメントのマニュアルの策定 

区分 通期目標 実績 

マニュアルの検証 マニュアルの策定 達 成 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．むれやま荘での既存マニュアルの検証を実施す

る。 
従来のマニュアルの検証を行った。 

２．法人の方針に基づいたマニュアルを策定すること

で、事故やヒヤリハット認識の統一化を図る。 
新たなマニュアルを作成した。 

 

  ②ヒヤリハットの記録と報告 

区分 通期目標 実績 

１．マニュアルの共有(研修) 全職員の理解 未達成 

２．ヒヤリハット ８０件以上 達 成 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 



 

項目 実績 

１．ヒヤリハットマニュアルの研修を実施す

る 

ことで、マニュアルの共有化を図り、統一

した対応を実施する。 

職員常会（5 月）にて啓発したが、全職員か

らの理解は得られてない。引き続きマニュア

ルの共有化を図っていきたい。 

２．「気づく視点」を養うためにも、数多くの

ヒヤリハット事象を報告することで、同事

象を繰り返さない。また、ヒヤリハット内

容を朝礼等にて報告することで、共有・分

析を行い、事故につなげない。 

利用者対象ヒヤリハット件数は 108 件で達成

したものの、事故に関しては 137 件（内同事

象件数が 37 件）あり、ヒヤリハットより事

故の件数が多かった。今後も、引き続き「気

づく視点」を養い、事故よりヒヤリハット数

を上げ、事故に繋げない対応を行う。 

 

  ③事故とヒヤリハットの要因の分析 

区分 通期目標 実績 

１．事象後の検証 当日検証 達 成 

２．同事象の再発防止 ０件 未達成 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．クイックミーティングを実施すること

で、迅速で正確な検証の確立し、同様の事

故事象等を繰り返さない。 

245 件（ヒヤリハット：108 件、事故：

137 件）のクイックミーティングを行い、リ

アルタイムでの対応は達成したものの、同事

象事故が 37 件発症した。 

２．事故とヒヤリハットの事象内容を朝礼等

に 

て情報共有することで、同事象の再発防止

に 

努める。 

37 件であった。事象内容としては、無段外

出、転倒が多く、同利用者（高次脳機能障

害）による事故が目立った。 

 

  ④交通事故防止策（交通事故ゼロ目標） 

区分 通期目標 実績 

通勤途上及び業務時の運転 ０件 達 成 

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．全国交通安全運動に合わせて、朝礼等で

の交通安全の啓発や年末年始にかけての長

期休暇前には必ず声かけを実施すること

で、交通事故件数「０：ゼロ」を目指す。 

6/23 に交通安全ビデオにて研修会を実施し

た。3/13 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。 

２．事故当事者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。  

事故件数「0」の結果により、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 

１．人権擁護の意識付け 研修参加（１回/職員） 達 成 

２．講師の確立 1 回/職員（講師） 達 成 

３．支援力の向上 勉強会参加（１回/職員） 達 成 

４．支援力の強化 １項目以上 達 成 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．人権擁護の意識付け（人間力） 

研修による人権意識の向上と確立を図る。 

「人権」（6/27）、「接遇」（11/30）に

ついて職員研修を実施した。 

２．講師の確立（技術力） 

ＯＪＴ研修の充実として、先進施設の派遣職

員による復命伝達研修を活用することで、内

部研修講師の確立を図る。 

理学療法士（新採職員）を甲西リハビリ病院

（1/17～19）、滋賀医科大学（2/5～6）

への施設実習に派遣し、講師として復命伝達

研修を実施した。 

３．支援力の向上（技術力） 

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ち、質の高い

支援サービス提供の強化を図る。 

・佐野 ST、鈴木 OT（9/26）による「感

情・欲求のコントロール低下、意欲・発動性

の低下とは」について、滋賀県高次脳機能障

害支援センター職員（11/7）による「社会的

行動障害の方からの暴力」について勉強会を

実施した。 

・滋賀県高次脳機能障害支援センターとの協

働開催にて、合同勉強会（4 回）を実施し

た。 

４．支援力の強化（実務力） 

意識改革アンケート調査の結果により、実践

可能項目を実施することで、質の高い支援力

を強化する。 

アンケート調査結果をもってチーム支援の強

化等の研修会を開催し、質の高いサービス提

供についての意識向上を図った。 



 

（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＜今後の方向

性＞についてより具体的な実

践をしていくために方針を明

確に打ち出す。 

近江学園の老朽化に伴う建設

計画が示された。その検討の

最中に当学園の方向性につい

ても協議され、近江学園と当

学園との機能の整理が改めて

示されたが、その開始時期に

ついては両園の建設、改修等

が済んでからとなっており、

機能整理された内容の実施時

期はまだ先のこととなってい

る。 

発達障害児の支援拠点として

の機能の整備 

発達障害児の卒園後について

の議論を深め、学園 3 年間＋

2 年といった枠組みを検討

し、モデルの構築を目指す。 

県との協議がより具体的に進

められていないため、積極的

にこのことについての協議が

できず、ケースごとにその枠

組みを意識した進路（地域移

行）支援を行っている。また

発達障害児への支援に対し

て、職員の支援力向上に向け

ての研修は継続して進めてい

った。 

被虐待や孤立、引きこもり等

社会的養護児童や発達障害児

への支援技術の向上 

発達障害、社会的養護に関し

て、特化した施設の設計図づ

くりを行い、信楽の町での拠

点づくりの検討を始める。 

実施できず。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

平成 28 年度の取り組みを継続する。今年度

は年間を通しての職員研修計画をより細かに

立てて、職員一人ひとりの発達障害、社会的

養護をはじめとし、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。 

継続して実施した。園内の職員研修、加盟し

ている滋賀県児童福祉入所施設協議会の各研

修、部会などに職員を派遣、参加させ、社会

的養護に関する情報を収集し、職員間で共有

した。また、支援をする上での知識、技術と



 

して身につけられるようにと意識向上を図っ

た。 

入所決定に関して子ども家庭相談センター、

障害福祉課と協議を継続しつつ、中学校の担

当教諭をはじめ、教育委員会所属のスクール

ソーシャルワーカーとの連携を取り、学園の

アピールをマメに行い、次年度の入所者増を

見込んでいく。 

今年度はスクールソーシャルワーカーとの交

流ができず残念であった。様々な場所で当学

園の紹介、アピールをしてきたが、これとい

う一手を打つことができなかった。ただ、近

江学園への入所児童も知的軽度、発達障害児

が多く、その傾向が増えていると聞き、近江

学園との入所調整の段階での検討が必要であ

ると感じた。 

指定管理期間の 2 年目にあたり、「今の時代

に必要となる施設とは？」に着目し、県主管

課と協議を重ねながら、信楽学園の変革の基

礎となる方針を明確にしていく。 

「障害」というキーワードだけでなく、社会

的養護、家庭支援がとても重要な一面を占め

ると強く感じている。本来の障害よりも二次

的、三次的な要因に生きづらさを抱えている

児童が増えてきており、県の示す機能整理と

合わせて今後検討していく必要もあるかと感

じている。 

 

（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 ７２，１６９ ６３，９９０ 

指定管理料収入 １０２，４６５ １０２，４６５ 

寄付金その他事業収入 １，６４７ ２，１３６ 

短期入所事業封入 166 183 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

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

と考えるが、それにまだ至っていないため

に、さらなる支援力の向上に磨きをかける。 

現状としてはこれまでと変わりない状況であ

る。県障害福祉課、子ども家庭相談センター

に対して、入所決定のプロセスについて問い

合わせ、検討をお願いしてはいるが、進展は

ない状況である。ただ、一定の水準の児童数

は保っている状況でもあるために、今後、定

員数等についても協議をしていくことも必要

かと感じている。 



 

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いきた

い。 

老朽化による設備等の修繕については、計画

的に実施してはいるが、突然の修繕や想定外

の修繕などもあり、計画以前にその対処に追

われることもあった。今年度は設備等で各

寮、工場でのチェックを昨年度より継続して

いるために、水道管の破裂に気づかずの水漏

れなどはなく、何とか最低限に留めることが

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 

福祉型障害児入所施設 46.7％ 39.2％ 

短期入所 １9 日 24 日 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

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。また、施設の年間

行事を精査し、稼働率向上に努める。 

定員確保については、例年通りの課題は解決

できておらず、最近での現員数は横ばい状態

である。ただ、年度途中での入園が今年度も

あり、特に中学生のケースが３件あり、障害

児入所として就労支援に特化して運営してき

た時代と比較し、社会的養護の側面が大きく

感じられる状況となってきた。 

また体験入園については、例年通り実施し、

８９名の県内中学生が延べ１４５日間体験し

てくれている。 

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。ただし、現状とし

ては子相からの一時保護委託のニーズが高

く、施設の性格上、短期入所よりも一時保護

委託を選択する場合が多い。 

児童施設であり、特に後期中等教育世代の児

童を主として受け入れ、プログラムを設定し

ているために、中学生以下の児童の受け入れ

は難しい状況があるとともに成人の受け入れ

も厳しいのが現状。年末から年始にかけて、

卒園生が緊急避難として短期入所を利用し

た。今年度も短期入所とは別に子ども家庭相

談センターからの緊急一時保護委託の依頼、

相談が多くなってきている。 

 

  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をはじ

め、多岐に渡って、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 

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。平成 28 年度よりグレー

ドを上げて実施する。 

前年度等を継承し、今年度も滋賀県発達障害

者支援センターの協力のもと、相談員を派遣

してもらい「発達障害」に関しての研修を年

４回開催した。基礎的な面の振り返りと実際

の児童の事例をもとに検討を行い、支援力向

上に努めた。また、特定の児童の支援に関し

て、専門家の立場からのコンサルティングを

受けた。 

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多岐

に渡って設定し実施する。 

左記の研修内容については、外部の研修への

積極的な参加や、むれやま荘の感染症予防と

対応についての研修 VTR を各寮で見られる

状況にし、個々での備えとして自主研修を行

うように指示した。また、医療面についても

紫香楽病院副院長による出前講座「てんかん

について」の研修を行った。 

 

（３）各施設等共通目標（リスクマネジメント） 

  ①リスクマネジメントのマニュアルの策定 

区分 通期目標 実績 

マニュアルの策定 

現存するマニュアルを総点検

し、今の時代の即したものに

改訂し、また未整備のものに

ついては年度中に策定を行

う。 

今年度は定期的にマニュアル

検討委員会を開催し、未整備

のマニュアルについての検討

を行った（年６回）。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

マニュアルの策定に関して、上半期には現存

するマニュアルの見直しを行い、今の時代に

適したものに整備しなおし、また、未整備の

ものにも着手し、年度内に整備する。 

４月の委員会の中で現存するマニュアルの確

認、寮、工場の危険個所の点検を実施した。

検討委員会及びリスクマネジメント会議から

派生した形で「対人リスク軽減プロジェクト

会議」「防災体制整備プロジェクト会議」を

設置し、それぞれの検討を行った。またその



 

中で、防災全般を網羅する形での消防計画書

の策定や事例を通しての児童支援へ生かす内

容のまとめを作成した。 

マニュアル検討委員会を毎月実施し、進めて

いく。 

体制上の課題により毎月開催はできず、不定

期な開催となった（年６回）。 

 

  ②ヒヤリハットの記録と報告 

区分 通期目標 実績 

報告数を上げる ６０件 ９８件 

報告の連絡、照会 １２回 

報告が上がる都度、回覧と職

員室内の掲示で共有を図っ

た。 

報告の検証 ２回 

内容次第ではあるが、その都

度対応し、全体としての報告

を朝礼等を通して行った。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

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。 

報告件数は前年を上回ったが、報告者が偏っ

ており、職員会議を通して報告書提出の依頼

をしてきたが、報告ゼロの職員もいたのが残

念だった。 

上がった報告を毎月の職員会議で都度報告

し、年に２回検証していく。 

職員会議、朝礼では特別報告すべき内容につ

いては報告ならびに注意喚起をしてきたが、

ヒヤリハットの時間を特別に設けての会議は

できなかった。 

 

  ③事故とヒヤリハットの要因の分析 

区分 通期目標 実績 

自己分析およびヒヤリハット

分析会議 
２回 ０回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

毎月開催の運営会議で分析等を行い、年 2 回

分析会議を設け、原因等の追及および再発防

止の検討に努める。 

ヒヤリハット報告は前年度を大きく上回る件

数が挙がった。リスクマネジメント会議が前

年度は機能していなかったために、年度途中

から積極的に開催を計画し、ヒヤリハットの



 

分析をと考えていたが、目の前の課題への対

応が中心となり、ヒヤリハットの分析までに

は至らなかった。報告が挙がった際には回覧

と合わせて、職員室内に掲示し、職員全体と

しての共有を図ることとし、再発防止に努め

た。 

 

  ④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 

１回（毎月の職員会議で会議

冒頭に交通安全についての注

意喚起を促し、安全運転につ

いて意識向上を図った。） 

交通安全指導 １回 ０回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

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。 

毎月の職員会議の冒頭で園長より注意喚起を

促すとともに、交通安全、安全運転について

の意識向上を図った。その中で安全運転 KY

シートを活用し、職員会議の一部時間を使

い、研修として実施した。 

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。 

今年度は警察署員との研修は実施できなかっ

た。園生への交通安全による啓発は日々のホ

ームルームや帰省前の集合時等での伝達事項

を伝える時間などを活用し、自転車の乗車中

や歩行中、スマートフォンのながら使用など

について注意喚起を行った。また、法律違反

に関しての罰則等についての学習も行った。 

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）。 

会議冒頭では法人本部より報告される他施

設・事業所の事故状況報告や報道等で知った

交通事故などについて、話に触れ、安全運転

の注意喚起、意識向上を図った。 

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。 

安全運転管理者については年２回の講習を受

けてもらい、復命を通して、職員の意識向上

を図った。交通事故対応については個々に意

識向上を図るように呼び掛けた。 

 

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 

課題のある児童への支援力の

アップ 

職員が講師として課題のあ

る児童の支援についてプレ

ゼン出来るようにする。 

課題のある児童に対する支援力

向上については、より個別性が

高く、本児自身の特性や成育

歴、家庭環境など様々な要因が

あり、難しい状況が続いてい

る。担当職員が講師として支援

についてのプレゼン、研修を行

うにはまだ厳しい状況があるた

め、至ってはいない。ただ、各

研修や職員間での自主学習など

を通じて支援力の向上はできつ

つあり、継続して取り組んでい

くことが必要と感じている。 

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。 

若手職員からの床上げもあり、

職員全体として、バランスがよ

くはなってきた。しかし、担当

業務では一人仕事となり、全体

のものとなりにくく、ケースを

職員一人が背負ってしまうこと

もあり、集団としての支援力を

向上させていくにはまだ時間が

かかると感じている。 

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。 

資格を所有していない職員の中

には今年度も受験をチャレンジ

したが結果に結びついていな

い。全体として資格取得の呼び

かけはするものの、日々の業務

をしながら、試験に臨むのも難

しい状況がある様子。今後も意

識向上に努め、受験に対しての

配慮を職場として進めていく。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

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。 

職員集団として、日々コミュニケーションは

取っているものの、交替勤務の中で意見の行

き違いや支援に対する思いの行き違いなどが

時折生じる。都度話をしながら対処はするも



 

のの、言葉が足らなかったり、その時間が少

なかったりで、ストレスを抱えさせてしまっ

ている面も否めない。特に一人で担当してい

ることに対しての孤独感やこれまでの業務の

やり方とのギャップなど埋めていかなければ

ならないことなども課題として残っている。 

全体としての向上につながることとして、職

員個々、特に経験年数の短い職員、福祉にか

かわる経験の短い職員への研修、自己啓発に

取り組む必要性を感じている。 



 

 （10）-1 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 

福祉サービス再編に向けた 

見直し 
１００％ ７５％ 

養護老人ホームきぬがさとの

連携による作業科目の創出 
１００％ ７５％ 

新たな発達障害拠点整備構想

の確立 
１００％ ６０％ 

＜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いけるよう必要

な検討を行う。 

・各施設での家族会等の意見の取りまとめの中

で、利用者とその親の高齢化に伴い、生活の場

に対する不安が増大しているということがわか

った。いわゆる親亡き後のグループホーム開設

の願い、その必要性を施設群としても受け止め

て対策を講じる必要がある。ホームの運営その

ものを事業所単位で行うのか、支援室として運

営するかの選択肢をもちながら、支援室の人員

確保の問題、世話人の高齢化の問題等を含め検

討していく必要がある。 

・事業再編に向けた検討を実施したが、各施設

の利用者受け入れキャパの問題もあり、機能分

化までには至らなかった。しかし、平成３４年

度の能登川作業所移転に向け、枠組みの変更を

行っていく必要がある。 

・利用者の転籍について、利用者あるいは家族

によっては、転籍について難色を示す方もおら

れ、クリエート立ち上げ後の経緯や、各施設の

設立の経緯などもあり、慎重に進めていく必要

がある。 

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。作業を実施できるような体制を

整える。 

・老人ホームきぬがさ内での実習を行い、施設

外就労や障害者雇用の可能性について探った

が、仕事量等を勘案し、就労移行利用者の実習

先としての位置づけとして捕らえることとし

た。 



 

・今後、施設外就労先としての仕事の切り出し

等を行うこととする。 

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。 

発達障害者支援センターの北部センターの移転

により、法人内の拠点構想とは違う方向に動い

た部分もあったが、発達障害児、発達障害者の

受け入れを行えるよう、放課後等デイサービス

じょいなすの自閉症児の利用者数が増加してい

る。今後、ジョブカレ、びわ湖ワークス等の就

労準備施設、能登川作業所、マイルド五個荘の

生活介護事業所を進路先として選択してもらえ

るような基礎を作ることで、切れ目の無い発達

障害支援を行う拠点整備の足がかりとなった。

そのために職員の育成を図る必要がある。 

 

（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 

びわ湖ワークス ８３，７１６ ８２，８１６ 

就労移行 ８，３４３ １２，１１３ 

就労継続Ｂ ４０，８９１ ３９，３５７ 

自立訓練 ３４，４８２ ３１，３４６ 

能登川作業所 ４９，０２９ ４５，３２４ 

就労継続Ｂ １９，８９９ １８，９００ 

生活介護 ２９，１３０ ２６，４２４ 

マイルド五個荘 ３３，１２４ ３６，２８７ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

・既存利用者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、各種加算の確保ができる

ため、就労移行利用者の確保を図っていく。

・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

の利用者に移行することで、就労移行利用者

の確保と就労に向けた支援を行った。これに

より、就労移行の支援費を確保できた。ま



 

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と新規開拓を行

う。 

・個々の利用者への合理的配慮を行い、本人

がより快適にそれぞれの施設で活動できるよ

うにすることで、欠席等を最小限とし、自立

支援給付費の減少を抑える。 

た、一般就労に 2 名が結びつき、次年度の加

算単価は移行利用者が 5 割となり、基本報酬

もアップした。施設外就労が一ヶ所なくな

り、売り上げが減少した。 

・能登川作業所の就労継続 B では、下請け作

業が堅調であったため、平均工賃が 20,000

円を上回った。 

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。 

前年度に引き続き光熱水費削減の意識付けを

継続して行ったことで、前年度並みの経費節

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 ４０．０％ ７１．７％ 

就労継続Ｂ ８０．０％ ６６．６％ 

自立訓練 ５０．０％ ４６．５％ 

宿泊型自立訓練 ７５．０％ ５７．７％ 

能登川作業所 

就労継続Ｂ ９６．０％ ８７．８％ 

生活介護 ９６．０％ ８９．３％ 

マイルド五個荘 ８０．０％ ８１．７％ 

＜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。就労移行支援事業の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。 

新規利用者の獲得を行うことで、稼働率のア

ップを図ることができた。びわ湖ワークスで

は、年度末に 5 名の方が利用することにな

り、次年度の稼働率のアップに繋がったとい

える。マイルド五個荘でも、高齢のため退所



 

・欠席時の対応として、訪問支援を実施し、

利用の促進を図ることとする。 

した利用者の欠員を新規利用者の積極的な受

け入れにより、稼働率アップに努めた。 

 

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。 

東近江圏域施設説明会に参加し、主に八日市

養護の保護者に事業説明を行った。また、関

係機関との連携により、他の施設を退所した

利用希望者の受け入れ等を積極的に行った。 

 

  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 

職員の自己理解の促進 4 回 2 回 

利用者満足度調査 １回 1 回 

給食満足度調査 2 回 １回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

職員の自己理解を促すことで、支援のあり

方を改めて考えてもらう機会とする 

職員会議等を通じ、職員自身の自己理解という

ことで話し合いをした。 

利用者満足度調査の実施 利用者満足度調査を実施し、今後の支援のあり

方を検討する機会とした。また、改善点を確認

し、利用者視点での支援について考える機会と

した。 

給食満足度調査の実施 今年度、給食満足度調査の結果、ジョブカレド

リームでは、調理員不足のため、給食から弁当

の提供に切り替えたため、手作りの食事が食べ

たいとの意見があがった。今後、調理員の確保

が出来次第、給食提供の体制を取っていきた

い。 

 

（３）各施設等共通目標（リスクマネジメント） 

  ①リスクマネジメントのマニュアルの策定 

区分 通期目標 実績 

リスクマネジメント 

マニュアル策定・見直し 
１００％ ９０％ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 



 

法人の方針に基づき、事業所でのマニュアル

を精査する。また、既にあるマニュアルを法

人の方針に沿うように見直しを図る。 

法人の方針に基づき、マニュアルの整備、確

認を行った。今後、整備が不十分なマニュア

ルの整備を行う。 

 

  ②ヒヤリハットの記録と報告 

区分 通期目標 実績 

記録・報告 60 件以上 26 件 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

気づきの視点を多く持ち、観察力を養うた

め、目標のヒヤリハット件数が報告できるよ

うにする。また、気づきの重要性を再度確認

するために、ヒヤリハットの意義について職

員会議等を通じて周知する。 

年度当初の職員会議等を通じ、ヒヤリハット

は気づきの視点であること、報告することの

意義を伝えた。その後も、都度、ヒヤリハッ

トの記入を促し、気づきの視点、重要性を意

識してもらうように努めた。 

 

  ③事故とヒヤリハットの要因の分析 

区分 通期目標 実績 

要因分析 
職員会議で共有し、職員に周

知する。 

職員会議で心理分析、原因等

を共有した。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

必要な情報を記入できるようにヒヤリハット

様式を工夫して使用し、要因の分析を行う。

職員会議時にヒヤリハットの分析結果や事故

報告を共有し、周知することで事故防止や再

発防止につなげる。 

ヒヤリハット様式の「改善すべき部分」欄を

３つのカテゴリーに分けたこと、「心理分

析」欄を追加したことで、改善点や心理状況

が明らかになり、改善に向けた話し合いがで

きた。 

 

  ④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 6 件 

安全運転の啓発 2 回 10 回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 



 

公用車・私用車共に交通事故が発生しないよ

う、日頃から安全運転を意識できるような取

り組みを行う。 

日々、安全運転に努めてもらうようにしてい

たが、公用車の事故、私用車の事故共にあ

り、よりいっそう交通安全に対する意識を高

めていく必要がある。 

全職員を対象とし、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。 

マンスリーレポートの回覧等により啓発を実

施した。また、エリア内の事故報告、法人内

事故報告等を職員会議で報告し、職員の安全

運転への啓発に努めた。 

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 24 回 

報連相の徹底 ８５％ ８５％ 

エリア内研修実施 2 回 2 回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

発達障害等の障害特性に対する理解と、支援

スキルの獲得、支援に対する考え方方向性に

ついて、ＯＪＴを実施していく。 

職員会議とは別に支援会議を月 2 回程度実施

し、特性の理解や支援の方向性について等、

職員一人ひとりがスキルアップできるようＯ

ＪＴを実施した。 

職場内メーリングリストの活用による報連

相。送迎終了後の職員間での共有による報連

相の実施。 

メーリングリストの活用により、業務報告だ

けに留まらず、職員間の連絡にも活用し、特

定の職員だけの情報とせず、施設として情報

共有を図ることとした。 

また、送迎後、共有できる時間のある施設で

は、その時間を使い、情報共有を図った。 

仕事に取り組む姿勢や専門性を高める研修を

企画し、エリア内職員のスキルアップを図

る。 

一般職員には仕事の基本研修、サービス管理

責任者を中心とした各部門のリーダーにはリ

ーダー研修を受講してもらい、リーダーのあ

り方について学びを深めた。また、行動分析

についての研修も実施した。 

 



 

東近江障害者通所施設群 事業報告 

Ⅰ．各施設の取り組み状況 

 

１．びわ湖ワークス 

 

①就労移行支援 

  働く場のイメージを持つためにさまざまな職種の企業見学を行った。また就労につながる実習先を開

拓し、企業実習を積み重ねることで３名が就職できた。 

 

  ・企業見学先 

    株式会社アイゼン、株式会社ジェラン、第一工業製薬、ＴＢカワシマ 

    サニーリーフ、日研環境サービス、コープしが彦根、北岸電子 他 

  ・企業実習先 

    株式会社アイゼン、あすぱらだいすしんがい、株式会社ジェラン 

    日研環境サービス、コープしが彦根、北岸電子、株式会社フジテック 他 

  ・企業就労先 

    株式会社アイゼン、株式会社ジェラン、コープしが彦根 

 

  就労後も定期的に企業訪問し、働き暮らし応援センター等の関係機関と連携を取りながら本人の状況

等について聞き取りを行うなど職場定着できるようにフォローアップを行っている。   

 

②就労継続支援Ｂ型  

施設外就労の維持と新規の仕事を獲得することで作業内容の充実を図った。 

自主事業では、パンの定期販売、クリスマスやバレンタインなどイベントに合わせた販売の売り上げ

もあり、安定した収入の確保ができた。このことから、昨年度よりも工賃アップすることができた。 

 

・施設外就労先 

   宮川産業（エアコン室外機部品の組み立て） 

   長命寺清掃（参道、階段等の草引き、落ち葉拾い） 

  近江グリーンファーム（ネギ苗の植え付け、出荷準備、草引き） 

   北岸電子（電気部品組み立て） 

 

③余暇支援について 

  ゴールドスターの会（利用者の会）では、職員がサポートをしながら利用者主体で余暇活動の計画を

立て、余暇の充実と交流を図っている。 

  ・７月 竜王アウトレットへお出かけ    

・３月 スポーツ大会 

  その他、びわ湖ワークス行事として、歓迎会、バーベキュー大会、忘年会＆地域交流会、就職お祝い

会、初詣を行っている。 



 

 

 

２．能登川作業所 

 

①就労継続支援Ｂ型事業 

（事業の成果） 

・ステップアップを目指す取組み  びわ湖ワークス（就労継続Ｂ）へ転出 

・受注作業の安定化 → 『ギフトタオルの化粧箱詰め』 

・平均工賃のアップ → 平均工賃１６，０００円／月達成 

 ・利用者が自分たちのことを自分たちで考え決めることを 

職員が後押しする機運づくり → （※）利用者の会「ひかりの会」発足 

（今後の課題） 

・作業能力の一層の向上 

 ・自分の意思をしっかり伝えられる力を身につける 

・家族会活動の活性化（共通） 

 ・地域との交流の促進（共通） 

・支援、相談機関との協力・連携（共通） 

 

②生活介護事業 

（事業の成果） 

・自閉的傾向の強い利用者へのスケジュール呈示や絵カードの活用徹底 

・障害特性に対応した作業内容や作業工程を用意 

・（新規）「障害者優先調達推進法に基づく」東近江市からの事業受託 

・創作活動の充実（「おれんじ工房」開設、「能登川作業所作品展」開催 

・織製品販売収入の安定化 

（今後の課題） 

・利用者の高齢化、障害特性の多様化への対応 

・家庭基盤が脆弱な利用者への対応（地域や関係機関とのネットワーク） 

・発作や疾患を持つ利用者への対応と家庭との連携 

・作業になじみにくい利用者への効果的な療育的活動のとりくみ 

 

 

３．マイルド五個荘 

（事業の成果と反省点） 

・インフルエンザには、１名の利用者が罹患したものの、感染の拡大はなかった。 

  ・新しい作業活動の受注もあり、利用者の障害特性に応じた作業活動に取り組めたが作業手当の 

アップにまではつながらなかった。 

  ・余暇活動については、年末の家族交流会では新たな催しも行ったが、日々の余暇活動の充実に 

は至らなかった。 

  ・精神科病院に入院している方の地域移行支援に努めた。（実習受入れ等） 



 

 （１０）-２ 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％ ６０％ 

グループホームむげんについ

ての検討 
4 回 4 回 

現入居者の生活形態再アセス

メント 
4 回 ４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

に的確に応えていけるよう必要な検討を行

う。 

各施設での家族会等の意見の取りまとめの中

で、利用者とその親の高齢化に伴い、生活の

場に対する不安が増大しているということが

分かった。いわゆる親亡き後のグループホー

ム開設の願い、その必要性を施設群としても

受け止めて対策を講じる必要がある。ホーム

の運営そのものを事業所単位で行うのか、支

援室として運営するかの選択肢をもちなが

ら、支援室の人員確保の問題、世話人の高齢

化の問題等を含め検討していく必要がある。 

事業再編に向けた検討を実施したが、各施設

の利用者受け入れキャパの問題もあり、機能

分化までには至らなかった。しかし、平成３

４年度の能登川作業所移転に向け、枠組みの

変更を行っていく必要がある。 

利用者の転籍について、利用者あるいは家族

によっては、転籍について難色を示す方もお

られ、クリエート立ち上げ後の経緯や、各施

設の設立の敬意などもあり、慎重に進めてい

く必要がある。 

グループホームむげんの今後のあり方につい

て見直しをし、事業継続や移管も含めた検討

をおこなう。 

グループホームむげんの立地が草津市である

ということで、ホーム支援室から距離的に離



 

れていることにより、支援が行き届きにく

い。 

一方で、そこで暮らす利用者の多くは、自立

度が高く、ひとり暮らしに移行できる利用者

も多いと考えている。そのため、ひとり暮ら

しに移行支援を行う、もしくは、草津市近辺

で事業展開している法人に移管をする。この

二つの選択肢をもって進めたが、いずれも困

難と判断した。また、29 年度が、契約更新

年度でもあったため、次回更新までに改めて

結論を出すこととした。 

現入居者の生活形態の再アセスメントをする

ことで、ホームの役割の再確認を行う。 

個別面談、ケース会議等を通じて、ひとり暮

らしを希望する利用者、このままホームを使

い続けたいと希望する利用者の確認を行っ

た。 

ひとり暮らしへ移行を希望する利用者には、

関係機関と連携して、ひとり暮らし体験を進

めていく。また、ホームで暮らし続けたい利

用者には、ホーム生活でのルールの確認等を

行い、ホームの利用者が心地よく過ごせるよ

う支援を行った。 

新規ホームの開設検討 どのような形で新規ホームを開設するかの検

討を改めて実施した。通所施設群の高齢化に

伴い、特に家族の高齢化による、家族の不

安、本人の不安を解消するために、どのよう

なホームが必要であるか検討した。その結

果、能登川作業所、マイルド五個荘の高齢利

用者のホームの開設を検討することとした。 

 

（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 

ホームきたまちや ２４，２２８ ２３，６６７ 

ホームたいこうじ １０，２０９ １０，８４４ 

ドリームハイツ １６，６４９ １９，１７６ 



 

グループホームむげん ８，６１９ ８，２９４ 

じょいなす ２３，８０９ ２２，９３８ 

 

 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

じょいなす 

収入増の取り組みとして、じょいなすの平日

の稼働率を上げるため、10 名の受け入れを

実施できるよう体制を整える。 

じょいなす利用者の稼働率を上げるため、平

日の受け入れ人数を昨年度より多くした。し

かし、職員体制が脆弱で、支援スキルのアッ

プも同時に進めていく必要があるため、思い

切った利用者数のアップを行うことは出来な

かった。 

じょいなす 

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行うことで、稼働

率のアップにつなげる。 

個別活動の内容を記載した月間スケジュール

を、対象児童に渡すことで、個別スケジュー

ルでの支援を意識した。また、そのような取

り組みの中で、圏域外の児童からも利用の希

望があり、次年度の利用に結び付くこととな

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 ９５％ ８９．６％ 

ホームたいこうじ ９５％ ９５．５％ 

ドリームハイツ ９５％ ９９．２％ 

グループホームむげん ９５％ ９５．７％ 

じょいなす ７５％ ７４．０％ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

ホームでの健康管理に努め、入院等による稼

働率低下を防ぐ。 

帰省等による稼働率の低下はあったものの、

入院等の長期利用休止はなく、概ね前年度の

稼働率を維持できた。 



 

じょいなすでは、年間計画を示すことで家族

が予定を立てやすくし、稼働率アップにつな

げる。 

定員 10 名を受け入れられるよう、できるだ

け利用調整をした。しかし、職員体制によ

り、受け入れが難しいこともあり、昨年度の

稼働率を下回った。今後、職員体制の強化を

図る必要がある。 

 

  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 

職員の自己理解 2 回 2 回 

支援室会議 隔週 1 回 隔週 1 回 

支援者会議 月 1 回 月 1 回 

利用者会議 月 1 回 月 1 回 

じょいなす会議 月 2 回 月 2 回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

職員自らが自分の支援を振り返る機会を設

け、支援のあり方を考え直すきっかけとす

る。 

職員会議等で、自らの支援を振り返る機会を

設け、利用者、利用児童に対し、どのように

支援していくことが望ましいか、そのために

自分が出来ることは何かを考えた。 

支援室会議、各ホームの支援者会議、利用者

会議の開催 

 

月 2 回の支援室会議、月 1 回の支援者会議、

利用者会議を実施し、個々の利用者の現状の

確認と支援の方向性について共有した。 

 

（３）各施設等共通目標（リスクマネジメント） 

  ①リスクマネジメントのマニュアルの策定 

区分 通期目標 実績 

リスクマネジメント 

マニュアル策定・見直し 
１００％ ９０％ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

法人の方針に基づき、事業所でのマニュアル

を精査する。また、既にあるマニュアルを法

人の方針に沿うように見直しを図る。 

法人の方針に基づき、マニュアルの整備、確

認を行った。今後、整備が不十分なマニュア

ルの整備を行う。 

 



 

  ②ヒヤリハットの記録と報告 

区分 通期目標 実績 

記録・報告 60 件以上 ３８件 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

気づきの視点を多く持ち、観察力を養うた

め、目標のヒヤリハット件数が報告できるよ

うにする。また、気づきの重要性を再度確認

するために、ヒヤリハットの意義について職

員会議等を通じて周知する。 

年度当初の職員会議等を通じ、ヒヤリハット

は気づきの視点であること、報告することの

意義を伝えた。その後も、都度、ヒヤリハッ

トの記入を促し、気づきの視点、重要性を意

識してもらうように努めた。 

 

  ③事故とヒヤリハットの要因の分析 

区分 通期目標 実績 

要因分析 
職員会議で共有し、職員に周

知する。 

職員会議で心理分析、原因等

を共有した。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

必要な情報を記入できるようにヒヤリハット

様式を工夫して使用し、要因の分析を行う。

職員会議時にヒヤリハットの分析結果や事故

報告を共有し、周知することで事故防止や再

発防止につなげる。 

ヒヤリハット様式の「改善すべき部分」欄を

3 つのカテゴリーに分けたこと、「心理分

析」欄を追加したことで、改善点や心理状況

が明らかになり、改善に向けた話し合いがで

きた。 

 

  ④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 

安全運転の啓発 2 回 10 回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

公用車・私用車共に交通事故が発生しないよ

う、日頃から安全運転を意識できるような取

り組みを行う。 

日々、安全運転に努めてもらうようにしてい

たが、エリア全体では、公用車の事故があっ

た。今後、よりいっそう交通安全に対する意

識を高めていく必要がある。 



 

全職員を対象とし、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。 

マンスリーレポートの回覧等により啓発を実

施した。 

また、エリア内の事故報告、法人内事故報告

等を職員会議で報告し、職員の安全運転への

啓発に努めた。 

 

 

 

 

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％ ９０％ 

エリア内研修 4 回 ２回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

発達障害に対する支援スキルの獲得、支援に

対する考え方を支援現場、職員会議で確認し

ていく。 

実際の支援現場で、サービス管理責任者によ

る支援方法の伝達などを行った。また、職員

会議において、個別支援計画の作成検討等を

行い、スキルアップのためのＯＪＴを実施し

た。 

職場内メーリングリストを活用し、業務報

告、報連相の共有に努める。 

メーリングリストを使い、情報共有を行っ

た。また、懸案となる課題も迅速に対応する

ことができた。 

仕事に取り組む姿勢や専門性を高める研修を

企画し、エリア内職員のスキルアップを図

る。 

一般職員には仕事の基本研修、サービス管理

責任者を中心とした各部門のリーダーにはリ

ーダー研修を受講してもらい、リーダーのあ

り方について学びを深めた。また、行動分析

についての研修も実施した。 



 

ホーム支援室 事業報告 

Ⅰ．各施設の取り組み状況 

 

1．ホーム支援室 

・今後を見据えた暮らしの在り方、ホームだけにとどまらない生活者としての社会参加の在り方を支え

る観点で業務をおこなった。余暇に関しては長期休暇時の外出（初詣、5月連休、お盆の行楽）や、

週末など外出同行時の買物支援、圏域事業であるよかよか事業への参加を支援した。特に北町屋町自

治会行事（美化運動・出初式・自治会総会・地蔵盆、広域消防訓練）、躰光寺町自治会行事（美化運

動・運動会・総会）、草津本六町内会（神輿渡御・防災訓練・総会）には利用者と共に欠かさず参加

している。 

・また支援の根幹である各利用者との面談、個別支援ケース会議に積極的に参加し、行政・相談支援、

日中支援事業所との協働をはかった。またご家族・保護者や成年後見人・保佐人が受任されている方

とは密に連絡を取り合い、利用者の権利擁護に努めた。その中で現在ホームを利用している方が将

来、単身またはサテライト利用を含むアパートなどでの生活に向けた検討や、圏域で供用されている

みんなの家の体験利用を支援した。 

・利用率に関しては、生活の実態や帰省の希望に合わせて受け付けているのでホームによって変動があ

る。また食事の利用希望においても朝夕の利用を原則としているが、個々の事情を鑑み、希望により

提供の有無を受け付けている。また平成30年よりバースデーケーキの供用を始めた。 

 

2．放課後等デイサービスじょいなす 

・じょいなすは平成２６年１０月より開所をして今年で４年目を迎える。 

・障害のある子どもたちに対し、放課後や長期休暇中においての療育の場であるとともに放課後の居場

所として様々な活動・体験を通してご本人の「生きる力」を伸ばすお手伝いや、大人になった時に役

に立つスキルの習得に向けて支援を行っている。 

 

①プログラムの個別化 

・毎月の活動予定表をテスト的に数人個別化し配布を行った。 

→ より具体的に見通しを持ち来所ができるようになり安心に繋がった。来年度は個別化の人数を増

やしていく。 

・活動の個別化 

  → 集団で同じ活動に取り組むのではなく個々の能力を見極め、芽生えている部分や得意な部分 

での取り組みを実施する事で成功体験の積み上げと達成感へ繋げた。 

 

②就労に向けた取り組み 

・就労に向けて「仕事エリア」を設置する。 

→ 袋入れや検品など作業所に近い内職作業の提供を行う。仕事をしてお給料をもらいお金を 

貯めて買い物に行くなどモチベーションを持ち取り組む事ができている。 

仕事をする→お金がもらえる→好きな事ができると就労に向けて「働く」という事がイメージ 

できるようにしている。 



 

車事故

(未遂)

5件 9%

利用者ケガ

（未遂） 11

件 20%

見失い無外（未

遂） 10件

18%

作業ミス(未遂)1件2%

備品書類破損滅失

5件 9%

事務処理

8件 15%

管理等

その他

15件 27%

車事故

6件

職員ケガ

1件

事務処理

1件

・報連相の練習 

仕事ファイルを作成する事で作業終了後には「できました」の報告ができるようにしている。内職

部品の数を減らしておいたり、道具を置いていない環境設定を作る事で「～がありません」「～を

貸してください」等の相談ができるような取り組みの実施や困った時に手順書や指示書を見る事で

理解して行動できるような視覚支援ツールの作成。また、言葉での発信ができない児童に対してカ

ードを使った支援やメモを使った筆談、パソコンで文字を打つ事での発信など個々に合わせて、

様々な方法でコミュニケーションが図れるような取り組みの実施を行っている。 

 

③東近江市放課後等デイサービス連絡協議会への参加 

 ・Ｈ２９年度より発足し、年間４回の連絡協議会を実施している。この会の目的は、事業所間の情報 

交換、交流だけでなく、障害児童のニーズに応じた新たなサービスの創造や市との協議を目指して 

いくことである。 

・第１回の連絡協議会では圏域の９つの事業所が集った。第２回協議会にはＨ２９年８月より開所した 

事業所も加わり、現在は１０の事業所が集まり改正された制度の共通理解や問題点を話し合ってい

る。 

（10）-1 東近江障害者通所施設群 /（10）-2 ホーム支援室 

 

事故報告事例 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

ヒヤリハット事例 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 10 15 20 25 30

①よく見え(聞こえ)なかった.。

②気が付かなかった。

③忘れていた。

④知らなかった。

⑤深く考えていなかった。

⑥大丈夫だと思った。

⑦慌てていた。

⑧疲れていた。

⑨不愉快なことがあった。

⑩無意識だった。

⑪やりにくかった。

⑫緊張していた。

⑬身体のバランスを崩していた。

⑭助けを求められなかった。

⑮一人だった。

⑯誰に言えばいいかわからなかった。

⑰自分自身がパニックになっていた。

心理分析

ヒヤリハット心理分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．苦情解決の体制および結果 

 

①委員会の開催 

 

第三者委員会の開催 

１．開催日  平成２９年５月２２日（月） 

２．時 間  午前１０時００分から１１時３０分 

３．会 場  能登川作業所 （能登川スポーツセンター横） 

４．内 容  今年度の組織体制について 

第三者委員の依頼について 

       各施設からの苦情報告について 

 

第三者委員・施設運営協議会合同報告会 

１．開催日  平成30年3月24日（土） 

２．時 間  午前１０時００分から１１時３０分 

３．会 場  能登川作業所 （能登川スポーツセンター横） 

４．内 容  施設運営協議会開催趣旨 

施設の現状（利用者状況等）について 

         苦情受付状況等 

 



 

②苦情解決の体制 

 

  第三者委員          西村實氏 

                  田附弘子氏 

             川南義博氏 

 

  苦情解決責任者委員会      松田裕次郎 

                   牛谷正人 

                   大道隆和 

                   西村利夫 

                   山田禎江 

  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           井上亜紀 

 

③苦情案件 

 

  2件（内、解決案件2件  いずれも第三者委員会に至らず） 

  内容：送迎時に、自宅ですぐに受け入れることが難しい場合もあるので、待っていて欲しい。 

  対応：家族の就労保障としての事業ではないため、時間には、受け入れをお願いしたい旨を 

お伝えしている。

 



 

（１１）-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 
定員変更を含むホーム再編成 再編せず、現状編成維持。 

地域生活継続期間の 

個別見極め 
生活拠点の整理 拠点整理、未着手。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

個別の課題調整を行うと共に、高齢者重度者

に対する職員支援体制について見直しをかけ

る。 

特定重度者への異性介助を導入した。職員勤

務シフトをバンバンと一体化させ、休日の利

用者の過ごしや様子が分かるようにした。 

金銭面・身体面から地域生活継続可能期間を

個別に協議し､提案する。 

権利擁護事業利用者（湖南市）に限って、権

利擁護担当者および本人立ち会いの下、保有

財産の確認を行った。 

 

（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 

共同生活援助 ２８，３８９ ２９，０１２ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

夜間支援体制加算を堅守、医療連携体制加算

は看護師配置を検討する。 

夜間支援体制加算は継続、看護師配置は出来

ず。体調不良から利用を見送っていた方の再

利用があり、目標到達できた。 

光熱水費など利用者自身への意識付けを行い

ながら、支援に支障のない範囲で支出減に努

める。 

利用者の日課に支障のない範囲で節約を行っ

たが、効果は少ない。 

 

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％・3,780 人 75.8％・4,094 人 

 



 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

病気・入院などで長期療養がないように、健

康管理・安全管理を行い、利用減に繋がらな

いようにする。 

ホーム再利用者があったため、稼働率は上が

った。定期通院や不調時の迅速な対応を心掛

けたが、高齢利用者の通院は増加している。 

日割り利用者の利用増を図り、利用率を上げ

る。 

昨年度からの利用増はなかった。 

（殆どが月～金利用のため） 

職員配置を検討のうえ、当直者を置かないホ

ーム開設について再協議を始める。 

対象利用者のイメージは持てたが、支援体制

の組み立てに課題が残るため、実務作業は行

わなかった。 

 

  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 

専門研修実施 計２回 研修会としての実施できず。 

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 

利用者の生活リズムや嗜好、意志を尊重しな

がら支援することの大切さを意識する。 

ケアの実際事例を、エリア職員（当直者）と

共有した。下半期より当直者が同じ情報を共

有できるように専用の情報回覧ファイルを作

成。 

結果の個別配布、再検必要な場合は受診を促

し、健康管理への意識を高める。 

ホーム担当、看護師で必要な通院支援を行っ

たが、高齢利用者の通院量が増えている。 

また、利用者個人が自ら通院し、薬が処方さ

れるなど重複服薬の懸念があったため、「一

旦預かる」方法をとっている。 

 

 

（３）各施設等共通目標（リスクマネジメント） 

  ①リスクマネジメントのマニュアルの策定 

区分 通期目標 実績 

マニュアル策定 マニュアル策定 未完成 

世話人会議の活用 マニュアル周知 未完成 

 

 



 

 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

利用者の変化状況に合わせて、都度周辺環境

を見直し事故防止・予防に繋げる。 

防災計画と合わせ、平成 30 年 7 月の策定を

目処とすることへ変更。 

支援業務で感じる不安や課題について協議す

る場を設け、対応方法などの再確認を行う。

また、日常に潜むリスクを導き出す。 

ケアの実際事例を、エリア職員（当直者）と

共有した。下半期より当直者が同じ情報を共

有できるように専用の情報回覧ファイルを作

成。 

 

  ②ヒヤリハットの記録と報告 

区分 通期目標 実績 

定例運営会議の活用 計 12 回 計 12 回開催（月例会） 

定例会議の活用 計 12 回 計 12 回開催（月例会） 

報告回覧 計 12 回 計 12 回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

定例運営会議報告の事例を、翌月再検証し連

続発生の防止と、ヒヤリハットの重要性を理

解する。 

定例運営会議での報告、エリア内各事業所間

で共有。定例 12 回実施。 

書面記載が難しい場合など、ヒヤリハットの

背景を考え、職員意識の向上に繋げる。 

ヒヤリハット場面の認識の違いあり。また、

事故報告との区別について個人差を感じた。 

 

  ③事故とヒヤリハットの要因の分析 

区分 通期目標 実績 

定例運営会議の活用 計 12 回 計 12 回 

定例会議の活用 計 12 回 計 12 回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

定例運営会議報告の事例を、翌月再検証し連

続発生の防止と、ヒヤリハットの重要性を理

解する。 

当月報告の分析はある程度出来たが、前月分

の報告について再検証する事が出来なかっ

た。 

書面記載が難しい場合など、ヒヤリハットの

背景を考え、職員意識の向上に繋げる。 

事象発生前はヒヤリハット、発生事実は事故

報告という仕切をした。 



 

半期別集計を行い、傾向を分析する。 集計・分析できる提出量ではなかった。 

 

  ④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。 

世話人会議の活用 事故件数ゼロ目標 

交通安全運動週間などで周

知。 

事故発生件数ゼロ。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

ハイリスク帯を導き、全員共通の意識を持つ

事で、交通事故発生ゼロを目指す。 

安全運転管理者協会の発行物配布による啓発

を行った。（交通安全運転週間など） 

世話人会議で、交通安全運転を定期的議題に

し自己意識の向上を図る。 

出勤退勤途上の交通安全注意喚起を行った。 

 

 

 

Ⅱ．能力開発目標＜エリア目標＞ 

（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 新人職員の養成 

新卒採用者５名、異動者２名。 

集団支援の現場と個別ケアの現場を兼

務させることで、柔軟な働き方をトレ

ーニングした。 

ケアスキルの向上 資格の取得 国家資格取得者１名（非正規） 

総合力を高める 感性を高める 

所属部署に関わらず、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。また、エリアの所

長級会議や運営会議で職員の状況や様

子を報告し、今向き合っている課題な

ど、全体として取り組んだ。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

新規採用職員に施設介護および居宅介護を兼

務させることで、幅広い介護力を身に付け、

新規採用５名、異動者２名。施設・居宅・Ｇ

Ｈを兼務させ育成。（内１名は８月末退職） 



 

将来的に多機能な働き方ができるように育

成。 

居宅は、ヘルパー２級が最低資格となるた

め、採用時無資格者は４月以降に、勤務調整

しながら取得を促した。 

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。 

非正規職１名が介護支援専門合格。 

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、暮らしづらさやス

トレス感に寄り添える感性を磨く。 

高齢・障害の分野を問わず、『利用者とその

家族の像』を注意深く観察することから見え

てくることを日常支援に活かすよう取り組ん

だ。 

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。 

法人職階別研修の受講。必要時には、職責基

準表や職務ガイドラインを示しながら、組織

の構成員であることを意識できるようにし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（１１）-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 
提供サービスの平準化と 

各職員のスキルアップ 

新任職員についてはサービス

提供責任者によるＯＪＴを実

施した。介護技術、危険予測

をレクチャーした。 

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 

今年度のサービス受託率は８

４％（昨年度比＋８％）であ

り、昨年度よりは向上した

が、目標値には届かなかっ

た。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

新任職員はＯＪＴによる育成を行い、ヘルパ

ーに必要な技術・知識の習得をする。７月下

旬以降には単独でサービス提供が出来るよう

目指す。 

目標の７月下旬での単独での提供は一定のレ

ベルまで達せず、未達成。ヘルパー業務だけ

でなく支援員として経験を積むため９月より

バンバンでの兼務開始。１２月より単独での

サービス提供を開始した。 

土日祝日など、他事業所の閉所日に多くの依

頼に応えられるようヘルパー体制を整える。 

また、兼務職員の配置で土日祝のサービスを

確保し、受託率を上げる。 

土日に多くの依頼に応えられるよう他部署と

の兼務職員として５月より毎週日曜日に１名

（女性）配置。しかし、８月末付で退職し

た。 

８月より別の兼務職員（男性）を毎週土日に

配置。３月末まで継続できた。毎月６４時間

相当のサービスの積み上げを行った。 

 

（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 

居宅介護 ４６，２５５ ３６，１９５ 

行動援護 １１，５８２ ８，７１３ 

移動支援 １６８ １５４ 



 

ナイトケア １，６２０ １，３８３ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

収入増 新任職員は早期に単独でサービス提

供できるよう育成する。（目標３ヶ月） 

目標は３ヶ月であったが、一定のレベルまで

達せず、８ヶ月目で単独サービス実施。 

支出減 利用者支援に支障のない範囲で日常

経費（電気・ガス・水道）を抑制。車両送迎

は可能な範囲で同乗するなどの工夫をし、燃

料費の節約をする。 

近隣の養護学校のお迎えなど出来る限り同乗

で送迎を実施した。また土日祝などは過ごし

方の希望が無い方についてはペアで同乗し、

一緒に外出することで燃料費の節約を意識し

た。 

 

  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 平均９５％ 平均８４％ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

土日祝日の繁忙日にヘルパー資格のある兼務

職員を配置する。 

れがーと専任職員の公休日を平日に充てて、

土日祝日は勤務として配置した。平日の手薄

な部分は他部署の兼務職員を配置した。 

緊急時対応など、即時対応ができる勤務につ

いて想定しておく。（ヘルパーの固定化を防

ぐことで、緊急対応可能な体制幅を拡げる） 

依頼に合わせた配置を実施。今年度の緊急対

応（２４時間以内の対応）は２６件であっ

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 

専門研修受講 ３名の受講 ３名の受講達成 

ＯＪＴによる研修 計１２回 その都度実施した。 

センター会議の開催 計１２回 年間１２回開催 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

行動援護については平成３０年の猶予期間ま

でに全ヘルパーが強度行動障害支援者養成研

強度行動障害支援者養成研修基礎（１名受

講） 

行動援護養成者研修（２名受講） 



 

修（若しくは行動援護養成者研修）に受講で

きるよう今年度は３名の受講を目指す。 

教える側、教わる側も成長できるようＯＪＴ

を活用して全体の底上げを目指す。 

理解していないと教えられないので、教える

側も再確認が出来た。 

センター会議を毎月開催し、個別の課題、ニ

ーズなどの情報共有の徹底をする。 

毎月開催できた。サービスセンターれがーと

の情報だけでなく運営会議による他部署の事

故報告も共有し、分析した。 

 

（３）各施設等共通目標（リスクマネジメント） 

  ①リスクマネジメントのマニュアルの策定 

区分 通期目標 実績 

マニュアルの再確認と修正 機能的なマニュアルの策定 
入浴介助マニュアルについて一

部の利用者の内容を更新した。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

入浴介助マニュアルなど利用者の成長に合わ

せた介助方法を更新、共有することで介護事

故の予防に役立てる。 

入浴マニュアルについて、体の成長に併せて

一部の利用者については介助方法の見直しを

実施した。 

マニュアルを活用することで一定の基準を設

け、全ヘルパーが遵守する。 

初めてサービス提供をする際はまずマニュア

ルの確認をし、サービス提供責任者からのレ

クチャーを受けることで介助方法を統一し

た。 

 

  ②ヒヤリハットの記録と報告 

区分 通期目標 実績 

ヒヤリハットの意識を高める 年間６０件の報告 年間１０件 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

些細な出来事でも自分が感じたことを記録

し、共有することで事故の発生防止に役立て

る。 

事故・苦情件数については昨年度と同数の年

間１５件発生した。 

ヒヤリハットの重要性を認識し、気づきの力

を養う。 

報告件数（１０件）が目標値（６０件）に届

かなかった。 

運営会議で報告されるエリア内事業所の事例

も情報共有する。 

毎月実施した定例会議にて情報共有をした。 

 



 

  ③事故とヒヤリハットの要因の分析 

区分 通期目標 実績 

定例運営会議の活用 
計 12 回 

（年間総括・集計） 
計１２回実施 

定例会議の活用 計 12 回  計１２回実施 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

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。 

ヒヤリハット事例を分析するといつもと違う

状況や場面、焦っている状況、慌てている状

況に事故が起こりやすいことが分かった。ヒ

ヤリハットから傾向を分析することで発生予

防や重要性を理解した。 

書面記述が難しい内容など、定例会議でヒヤ

リハットの背景を考え、職員の意識向上に繋

げる。 

定例会議にてエリアでのヒヤリハット報告を

もとに事故の起こりやすい状況など分析し

た。 

半期別集計をまとめ、傾向を分析する。 年間集計は実施したが、半期別集計は実施出

来ず。年間１０件の報告があり、傾向として

「転倒・怪我・失念」の報告が上位を占め

た。 

 

  ④交通事故防止策（交通事故ゼロ目標） 

区分 通期目標 実績 

車両運転の確認 計２回実施（春・秋） 
運転技術について同乗した際

にその都度、指摘した。 

交通安全運転管理者協会研修 計 1 回 若年運転者講習会に２名参加 

交通安全情報の活用 交通安全意識の向上 

マンスリーレポートを回覧す

ることで交通安全意識の向上

を図った。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

新任職員は車両運転技術の見極め後、利用者

を乗せての運転業務を行う。 

利用者が乗っていない部分で練習を重ね、１

２月に見極めを行い、単独での車両送迎を実

施した。 

若年運転者講習会の活用。 

（安全運転管理者協会主催） 

若年運転者交通安全教室に６／２７と７／７

で各１名ずつ参加。 



 

マンスリーレポート等、交通安全情報誌は全

職員が閲覧することで意識の向上を図る。 

毎月発行されるマンスリーレポートを業務日

誌にて回覧することで意識の向上を図った。 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．能力開発目標＜エリア目標＞ 

（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 新人職員の養成 

新卒採用者５名、異動者２

名。 

集団支援の現場と個別ケアの

現場を兼務させることで、柔

軟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 
国家資格取得者１名（非正

規） 

総合力を高める 感性を高める 

所属部署に関わらず、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。また、エリアの所長

級会議や運営会議で職員の状

況や様子を報告し、今向き合

っている課題など、全体とし

て取り組んだ。 

 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

新規採用職員に施設介護および居宅介護を兼

務させることで、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に育

成。 

新規採用５名、異動者２名。施設・居宅・Ｇ

Ｈを兼務させ育成。（内１名は８月末退職） 

居宅は、ヘルパー２級が最低資格となるた

め、採用時無資格者は４月以降に、勤務調整

しながら取得を促した。 

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。 

非正規職１名が介護支援専門合格。 



 

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、暮らしづらさやス

トレス感に寄り添える感性を磨く。 

高齢・障害の分野を問わず、『利用者とその

家族の像』を注意深く観察することから見え

てくることを日常支援に活かすよう取り組ん

だ。 

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。 

法人職階別研修の受講。必要時には、職責基

準表や職務ガイドラインを示しながら、組織

の構成員であることを意識できるようにし

た。 



 

 

（11）-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 
多機能型の終了 

３月末付で、予定どおり多機

能型を終了した。 

就労科目の見直しと 

工賃水準の見直し 
新基準の確立 

工賃水準は、日給 200 円を

新しい基準とした。就労科目

は当面、現状作業を維持す

る。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

利用者の高齢化・重度化により、多機能型を

終了し､生活介護単独型への再編を行う。 

８月より、B 型利用者５名への個別説明を計

画相談事業所と合わせて実施し内諾をとる。

３名は NBB Neo バンバンへの移籍、２名は

生活介護利用で移籍完了した。 

現状の就労収支に即した新しい工賃水準を導

入する。 

生活介護利用者の作業能力と作業量、および

現状の就労収入を合わせて検討を重ね、日給

200 円とし、年度末精算で償還する方式を導

入した。 

 

（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 

生活介護 93,212 88,118 

就労継続 B 型 5,544 6,235 

地域活動支援センター 10,364 10,085 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

生活介護契約率 130％・利用率 115％を堅

持するとともに、可能な介護給付加算で収入

増を目指す。 

契約率、利用率共に達成。年度当初より人員

配置体制加算（2.5 対 1）を算定していた

が、6 月より産休者があり体制が届かず、加

算を外した。（実質 2 ヶ月のみ） 



 

 

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。 

冷暖房を中心に節約意識を持ったが、受入前

の予備暖房は必要不可欠。電灯・水道使用に

ついて意識を高めたが、数値成果は望めな

い。 

  

 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 115％・8,280 人 118.3％・8,365 人 

就労継続 B 型 45％・1,080 人 41％・959 人 

地域活動支援センター 1,320 人 1,145 人 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

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。 

重度者の長期入院やインフルエンザ流行によ

る施設閉所があったものの、稼働率・設定目

標は堅持できた。 

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 45％を最低限確

保する。 

精神的不調による欠勤者、加齢による体調不

良が影響し、目標 45％には届かず。 

 

  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 

各種プロジェクトの 

発足と定着化 
改善プロジェクト提案の定着 実施できず 

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 

計画的に PDCA サイクルで実施できるよう環

境整備し、計画的なチームアプローチが出来

る仕組みを構築し、定着化させる。また、経

過・記録を視覚化して残す。 

各担当業務を委員会形式（プロジェクト）と

して進めることを予定したが、仕組み作りに

は到達できず。送迎組み立てなど、日常必須

業務はその都度検討することが出来た。 

診断結果を個別配布、再検査等必要な利用者

への受診促しを行い、健康管理意識を高め

る。 

看護師を窓口に、受診促しを行った。嘱託医

健診は２ヶ月に１回を基本としているが、時



 

 

間制約もあり、１回につき５名が上限であ

る。 

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（委託先：魚国総本社合

同）献立など、給食提供内容全般について協

議を重ねた。 

 

（３）各施設等共通目標（リスクマネジメント） 

  ①リスクマネジメントのマニュアルの策定 

区分 通期目標 実績 

各種業務マニュアルの見直し 最新版の確定 
確定に至らず、現在改訂作業

中 

ヒヤリハット 

推進員活動の試行 
活動報告のまとめ 実施に至らず 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

既存マニュアルを見直し、現状に添ったもの

になるよう、改訂を行う。必要なマニュアル

は新規作成する。 

介護と業務の基本を分類し、改訂作業に当た

っているが未完成。平成 30 年 7 月改訂で進

行中。 

障害部門で試行し、記入方式を含めた報告し

やすい環境作りと周知について試行する。 

（エリア内推進体制に向けた準備） 

平成 30 年度の事前準備をしたが、推進委員

会とその活動には取り組めなかった。 

 

  ②ヒヤリハットの記録と報告 

区分 通期目標 実績 

定例運営会議の活用 計 12 回 計 12 回開催（月例会） 

定例会議の活用 計 12 回 計 12 回開催（月例会） 

報告回覧 計 12 回 計 12 回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

定例運営会議報告の事例を、翌月再検証し連

続発生の防止と、ヒヤリハットの重要性を理

解する。 

定例運営会議での報告、エリア内各事業所間

で共有。定例 12 回実施。 

書面記載が難しい場合など、ヒヤリハットの

背景を考え、職員意識の向上に繋げる。 

ヒヤリハット場面の認識の違いあり。また、

事故報告との区別について個人差を感じた。 

 



 

 

  ③事故とヒヤリハットの要因の分析 

区分 通期目標 実績 

定例運営会議の活用 
計 12 回 

（年間統括・集計） 
計 12 回 

定例会議の活用 計 12 回 計 12 回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

定例運営会議報告の事例を、翌月再検証し連

続発生の防止と、ヒヤリハットの重要性を理

解する。 

当月報告の分析はある程度出来たが、前月分

の報告について再検証する事が出来なかっ

た。 

書面記載が難しい場合など、ヒヤリハットの

背景を考え、職員意識の向上に繋げる。 

事象発生前はヒヤリハット、発生事実は事故

報告という仕切をした。 

半期別集計を行い、傾向を分析する。 集計・分析できる提出量ではなかった。 

 

  ④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 
計２回受講 計２回受講。 

交通安全運転 

管理者協会研修 
計１回 

未受講。 

（居宅介護を優先させた。） 

送迎検討委員会 月１回の定着 
必要時に開催、時間調整など

行った。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

外部研修を活用し、交通安全運転に関する意

識向上・技術向上を目指す。 

若年運転者交通安全運転講習は、居宅介護ヘ

ルパーを優先受講させたため、受講出来なか

ったが、新人職員は個別の運転見極めを行

い、業務に入れるようにした。その他、安全

運転管理者・副管理者講習の受講。 

事故事例を基に、ハイリスク帯を導き､全員共

通の意識を持ち、交通事故発生ゼロを目指

す。 

朝礼夕礼時に注意喚起、安全運転管理者協会

の発行物配布による啓発を行った。（交通安

全運転週間など） 

 



 

 

Ⅱ．能力開発目標＜エリア目標＞ 

（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 新人職員の養成 

新卒採用者５名、異動者２

名。 

集団支援の現場と個別ケアの

現場を兼務させることで、柔

軟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 
国家資格取得者１名（非正

規） 

総合力を高める 感性を高める 

所属部署に関わらず、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。また、エリアの所長

級会議や運営会議で職員の状

況や様子を報告し、今向き合

っている課題など、全体とし

て取り組んだ。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

新規採用職員に施設介護および居宅介護を兼

務させることで、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に育

成。 

新規採用５名、異動者２名。施設・居宅・Ｇ

Ｈを兼務させ育成。（内１名は８月末退職） 

居宅は、ヘルパー２級が最低資格となるた

め、採用時無資格者は４月以降に、勤務調整

しながら取得を促した。 

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。 

非正規職１名が介護支援専門合格。 

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、暮らしづらさやス

トレス感に寄り添える感性を磨く。 

高齢・障害の分野を問わず、『利用者とその

家族の像』を注意深く観察することから見え

てくることを日常支援に活かすよう取り組ん

だ。 

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。 

法人職階別研修の受講。必要時には、職責基

準表や職務ガイドラインを示しながら、組織

の構成員であることを意識できるようにし

た。 

 



 

（１１）-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 

職員配置・利用者総数及びユ

ニット出向数の組み合わせイ

メージを目標としたが、未

決。 

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 

現行通りとした。 

（受託作業量によって変化す

るため、結論の導きが難し

い） 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

養護学校卒業生の進路希望情報の収集と実習

時の見極め。 

実習希望者なし。進路希望情報では生活介護

希望が多くを占めた。 

作業スキルを向上させ、短時間に複数企業を

巡回できる配置。 

１ユニットで 2 企業巡回作業など、パッケー

ジ化することに取り組んだ。 

 

（２）各施設等共通目 

 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 16,040 15,785 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

現利用者の出勤率 90％を目指し、中途契約

者の確保などで収入維持を図る。 

利用者出勤率 89.7％ 

新規利用希望者なし。 

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。 

夏期冷房は欠かせないため、支出抑制には直

結していない。温度調節で節約意識を継続し

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 45％・2,160 人 44.8％・2,161 人 



 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

月次暦に対する基準通りの開設と共に､繁忙期

の土曜開所調整を行う。 

月次暦どおりの開設を行った。 

対契約者利用率（各個の出勤率）は 90％を

目指す。健康管理により欠勤者を減らす。 

各個の出勤率は 89.7％を確保できた。 

 

 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 

専門研修実施 計２回 
専門研修としての開催出来

ず。 

健康診断 計２回 ８月・３月に実施。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

何が虐待に当たるのか、虐待発生原因を中心

に利用者の権利擁護と合わせて取り組む。 

専門研修としての位置づけは出来なかった

が、定例会議を使って話し合った。 

必要な接遇マナーを身に付け、互いに検証し

合える環境を作る。 

利用者「自分たちの会」でマナー等の周知、

職員には定例会議を使って話し合った。 

 

（３）各施設等共通目標（リスクマネジメント） 

  ①リスクマネジメントのマニュアルの策定 

区分 通期目標 実績 

ユニット別マニュアル策定 ユニット別マニュアルの完成 
企業仕様書に合わせて作成

中。 

利用者ミーティングの活用 事前予測意識の向上 意識は高まってきた。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

ユニット別のハイリスクを洗い出し、対応マ

ニュアルを完成させる。 

企業仕様に合わせること、施設として必要な

枠組みを合わせて検討した。 

出向前の『本日のリスク予測』を、利用者と

職員が危険度を理解する。 

発言内容・理解度は別として、「発言する」

ことの意識向上が見られた。継続する事で内

容を深めていきたい。 

 

②ヒヤリハットの記録と報告 

区分 通期目標 実績 



 

定例運営会議の活用 計 12 回 計 12 回開催（月例会） 

定例会議の活用 計 12 回 計 12 回開催（月例会） 

報告回覧 計 12 回 計 12 回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

定例運営会議報告の事例を、翌月再検証し連

続発生の防止と、ヒヤリハットの重要性を理

解する。 

定例運営会議での報告、エリア内各事業所間

で共有。 

定例 12 回実施。 

書面記載が難しい場合など、ヒヤリハットの

背景を考え、職員意識の向上に繋げる。 

ヒヤリハット場面の認識の違いあり。また、

事故報告との区別について個人差を感じた。 

 

③事故とヒヤリハットの要因の分析 

区分 通期目標 実績 

定例運営会議の活用 
計 12 回 

（年間総括・集計） 
計 12 回 

定例会議の活用 計 12 回 計 12 回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

定例運営会議報告の事例を、翌月再検証し連

続発生の防止と、ヒヤリハットの重要性を理

解する。 

当月報告の分析はある程度出来たが、前月分

の報告について再検証する事が出来なかっ

た。 

書面記載が難しい場合など、ヒヤリハットの

背景を考え、職員意識の向上に繋げる。 

事象発生前はヒヤリハット、発生事実は事故

報告という仕切をした。 

半期別集計を行い、傾向を分析する。 集計・分析できる提出量ではなかった。 

 

④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。 

朝礼終礼、利用者 

ミーティングの活用 
事故件数ゼロ 

朝礼夕礼などを活用した。 

公用車の軽微な接触事故 2

件。 

ヒヤリハットの連動 事故件数ゼロ 利用者の交通事故ゼロ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 



 

項目 実績 

ハイリスク帯を導き、全員共通の意識を持

ち、交通事故発生ゼロを目指す。 

秋以降の帰宅時の注意など、利用者の自己防

衛意識を高めるよう取り組んだ。公用車の軽

微な接触事故が 2 件あり。 

（共に車両取り回し時の接触） 

ヒヤリハットと連動させ、ミーティング利用

で意識向上の取り組みを継続する。 

ヒヤリハット報告との連動は、報告件数が少

なかったため連動させることが出来なかった

が、意図的に職員から話しを持ちかけること

で、利用者意識を向上させた。 

 

 

Ⅱ．能力開発目標＜エリア目標＞ 

（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 新人職員の養成 

新卒採用者５名、異動者２名。 

集団支援の現場と個別ケアの現

場を兼務させることで、柔軟な

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 国家資格取得者１名（非正規） 

総合力を高める 感性を高める 

所属部署に関わらず、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。また、エリアの所長級会議

や運営会議で職員の状況や様子

を報告し、今向き合っている課

題など、全体として取り組ん

だ。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

新規採用職員に施設介護および居宅介護を兼

務させることで、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に育

成。 

新規採用５名、異動者２名。施設・居宅・Ｇ

Ｈを兼務させ育成。（内１名は８月末退職） 

居宅は、ヘルパー２級が最低資格となるた

め、採用時無資格者は４月以降に、勤務調整

しながら取得を促した。 

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。 

非正規職１名が介護支援専門合格。 



 

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、暮らしづらさやス

トレス感に寄り添える感性を磨く。 

高齢・障害の分野を問わず、『利用者とその

家族の像』を注意深く観察することから見え

てくることを日常支援に活かすよう取り組ん

だ。 

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。 

法人職階別研修の受講。必要時には、職責基

準表や職務ガイドラインを示しながら、組織

の構成員であることを意識できるようにし

た。 

苦情解決の体制および結果 

■苦情解決の体制   

     山下二美子氏（前：バンバン保護者会会長） 

     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） 

                    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／茂木麻貴 

                     NBB Neoバンバン／伊藤匡剛 

                     れがーとケアホーム／野村文美 

                     サービスセンターれがーと／佐倉武 

                     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     ・・・（株）パナホーム ロールパンの中から毛髪らしきもの有

り。 

                    ◆製造担当者の制服（着帽タイプ）改善。（解決済み） 

 

                  ・・・パンにナイロンが入っているのは？ 

                     ◆異物検査の結果、ウインナーの皮と判明。焼成時に皮が焼

けてしまって、食感・見た目がナイロンのようになった。

特に問題なし。          （解決済み） 

     ２．ヘルパーの過ごし方  ・・・一緒に過ごすことの意味をもう少し理解して欲しい。同世

代の女子と食事をする楽しみを・・と思って依頼したのだ

が。 

                     ケーキセットではなく、ケーキ単品のみを頼んでしまっ

た。通常、ドリンクも頼んでおしゃべりを楽しんだりする

のだが、担当スタッフはメニューに単品が無く、ドリンク

バーになってしまうため、注文を迷ってしまった。結果、

金銭負担もあるのでケーキ単品を頼んだ。 



 

（経過説明で解決済み） 

                     ・・・寒いのに、上着を着ないで帰宅した。なぜセーターを着せ

なかったのか？理由を教えて欲しい。 

                    ◆詳細をメモで連絡される家庭で、今回はメモに記載がなか

ったためそのようにした。しかし、季節を考えた配慮が必

要であることを説明。（解決済） 

 

     ３．体の傷が続く     ・・・同じような傷が連続している。時々なら仕方ないが、あま

りに連続しているのは？前回の失敗が活かされていないの

ではないか？（要介護５・88歳・女性） 

                    ◆移乗や体位交換回数の多い利用者、元来皮膚の弱い方であ

ることなど、ケアマネージャーも一緒にご家族への説明を

することにより、状況理解いただけた。                                                          

（解決済み） 

（８月２２日～２４日） 

 

     ４．救急搬送先が違うこと ・・・意識消失で搬送されたＨＰが、希望していた病院と異な

る。また、食事をしていないのになぜ入浴させたのか？な

ぜその日の状態に合わせないのか？ 

（要介護５ 86歳 女性） 

                    ◆日常的にデイに送り出す準備や整えをすることが難しい息

子さんで、食事や排泄が済まされていない事が多く、この

日も知ったうえで、ご本人への配慮（清潔保持）として入

浴していたときの意識消失。そのことを説明しても息子さ

んは激高しているだけで、医師への暴言もある（息子さん

の課題もあり）。搬送病院は、救急隊が決めるもので、こ

ちらが依頼したが難しかったことも説明するが、通らな

い。搬送先病院の理解で、希望病院へ転院する。息子さん

納得。その後、契約解除。 

※脱水症状・低栄養からくる覚醒状態の低さを指摘してお

り、ケアマネージャー含む関係機関も共有していた方。 

数日後、息子さんが謝罪に来所。 

    

     ５．汚れ物の返却     ・・・汚れものにリハビリパンツが入っているのを知らずに洗濯

してしまった。ポリマー除去できず困っている。 

                    ◆ご本人様が入れ込んだことを、職員が見逃した可能性あ

り。ポリマー除去方法をお知らせし、回復しないような

ら、洗濯機の弁償を申し出る。 

翌日「大丈夫です」と返答を受ける。 （解決済み）



 

（１１）-５ 品川事業開設室 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新施設開設に向けた予算の整理（フリーユニティー＝グロー、愛成会、ゆうゆう、日精看） 

区分 通期目標 実績 

平成３０年度予算獲得に

向けた備品積算および予

算執行協議 

平成３０年度に入り、適宜予

算執行できるように全ての準

備が整う。 

４法人全体での協議や、区と各法人

の協議を経て、開設準備経費の積算

資料の提出は終えている。一方で、

実際の予算執行の準備は、共同事業

体で一般社団法人取得のうえ進める

提案をしているが、区側の判断の遅

滞により未決定の状態にある。 

指定管理料算定に向けた

各事業収支予算の再協議 

４法人として、第１期指定管

理期間の指定管理料を区に提

出できる。 

各法人が管轄予定の事業毎に区との

個別の協議も入れながら、全体の積

算を進めてきた。開設当初の単年度

収支の赤字を気にして、事業対象者

や定員について、区の判断が一転二

転することもあり、今年度中に指定

管理料の確定には至っていない。 

新施設の具体的運営体制

について、４法人での協

議 

新施設全体の運営体制を明確

にし、指定管理契約の内容・

方法について区と合意し整理

できる。 

・各法人で必要となる人員体制の割

り出し、人事採用については、４法

人足並みを揃えて共同事業体フリー

ユニティーとして新規採用準備にか

かることで合意している。 

・４法人間の申し合わせでは、各法

人が運営する事業以外にかかる施設

全体の管理運営体制について、共同

事業体を一般社団法人化して執行し

ていくことで合意している。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１ 運営事業者会議を月に２回実施 

 

年間３２回実施 

 ４法人合同、事業別、代表者、人材ワーキング等 

２ 区との運営会議を月に１回実施 

 

年間２３回実施 

４法人合同、事業別、設計別等 

 

 



 

②相談支援事業の実施 

区分 通期目標 実績 

指定特定相談支援事業所とし

て計画相談支援を実施 

引継ケース１２０名 

新規ケース ３０名 

合計１５０名 

 

引継ケース ７６名 

新規ケース ３５名 

合計１１１名（達成率７

４％） 

※１月から職員体制減により引継ぎ保留 

区委託事業・地域拠点相談支

援センターの受託 

区内相談支援体制として、基

幹・拠点・計画の相談支援の

役割が整理できる。 

拠点相談支援センター連絡会

等で、役割の明確化を提案す

るも具体的な変化は無かっ

た。 

区委託事業・地域生活支援拠

点事業の受託 

緊急一時対応実績 

          ２０件 

緊急対応     ８８件 

（うち一時預かり） ０件 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１ 障害者生活支援センター（区立）、福栄会

相談支援センターと連携し、計画的に担当エリ

ア内ケースの引継ぎを実施します。 

２センターから１０７名分の引継ぎリストをいた

だき、順次計画的に実施してきた。うち６名が引

継ぎ前に支援対象外となり、１０１名を対象とし

ている。第３四半期までは順調に引き継いでいた

が、最終の第４四半期で予定していた２５名につ

いては、当センターの人員体制の都合により、来

年度に持ち越しとして頂いている。 

２ 区障害者福祉課および地域拠点相談支援

センターの連絡会議を定期的（２カ月に１回

程度）に実施し、情報共有、連携強化を図り

ます。 

６回開催、うち２回をグロー障害者相談支援セン

ターが主催して開催。新規参入である、当センタ

ーから毎回、区内における支援体制の疑問を質問

していくことで、議論の活性化を図り、センター

間の連携を高めていくことを意識した。 

 

（２）各施設等共通目標（リスクマネジメント） 

  ①リスクマネジメントのマニュアルの策定 

区分 通期目標 実績 

相談支援事業におけるリスク

の理解 

マニュアル作成の基盤整理が

できる。 
未実施 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１ 月に１回、オープンスペースれがーとへの

出張（事務確認、相談支援フォローアップ）の

上半期は、毎月１回、服部相談員をれがーとに

派遣し、事務確認を行ってきたが、実績とし



 

際に、同じ事業を実施する甲賀地域相談センタ

ーと意見交換を行います。 

て、マニュアル策定に関する協議の時間を設け

ることはできなかった。 

２ 上半期の意見交換の結果を利用し、品川区

からの委託事業の内容も踏まえ、グロー障害者

相談支援センターとしてのマニュアル作成検討

の時間を設定します。 

・下半期には、れがーとへの出張も実施してお

らず、検討の時間を設定できなかった。 

・区委託の４センターで委託内容の差があり、

共通化に向けた意見交換を実施している。 

 

 ②ヒヤリハットの記録と報告 

区分 通期目標 実績 

報告の日常化 
職員自ら判断し報告書が 

提出される。 

年間１６件 

都度、報告あり達成できている 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１ 業務日誌にヒヤリハット報告欄を設け月次

集計を行い、振り返り検証を行います。 

日誌に報告欄を設けることで、忘れすに記入する

ことができている。報告が生じた際の検証がスム

ーズに実施できている。 

２ 半期に一度、事業所内で意見交換する場を

設け、何かあったら記録するという習慣を促進

します。 

１６件の大半が、単純な確認ミスによるもので、

新規開設の事業所として都度、確認方法について

意見交換し改善を図っている。（役割分担等） 

 

  ③事故とヒヤリハットの要因の分析 

区分 通期目標 実績 

即時検証 

事故発生→管理者へ報告・把握→

法人へ報告・把握が即時に行われ

る。 

事故発生      ３件 

ヒヤリハット報告 １６件 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

少数事業所の特徴を活かし、事故発生時から該

当者と管理者間で必要な対応および検証、反省

等を即時に行い、法人への報告が適宜行われる

仕組みにしていきます。 

上半期２名体制、下半期３名体制の中で、常

に起こったことを共有し、即時に報告できる

環境にあるため、原因を客観的に確認し、助

言することができている。この間の事故３件

については軽微な内容であり、即時修正可能

な範囲であったため、管理者までの対応とし

ている。 

 

  ④交通事故防止策（交通事故ゼロ目標） 

区分 通期目標 実績 



 

事故ゼロ意識の継続 交通事故０件 交通事故０件 

 

 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

新しい事業所、不慣れな地域（東京）での事業

展開において、自動車以外での移動となるた

め、環境に応じた交通事故の傾向や課題につい

て情報を得る工夫をしていきます。 

７月から電動アシスト付き自転車を導入。 

交通ルールを厳守し、土地勘がない場所では時

間に余裕を持って行動することで、事故０件を

達成した。 

 

 

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 

新規事業所の相談支援専門員

として、関係機関との関係性

（ネットワーク）の早期構築 

・区内サービス提供事業所総

数の５０％に訪問 

・担当エリア内サービス提供

事業所総数の８０％に訪問 

・名刺交換数年間目標２００

枚年間実績３７５

枚 

・区内訪問６９％（３６カ

所） 

・エリア内８５％（２３カ

所） 

研修参加 一人１５回 

中村 １５回 

服部 １５回 

塚本（半期）６回 

相談スキルの向上 

半期に１回、甲賀地域相談セ

ンターと合同事例学習会を実

施 

未実施 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１ ケース調整のあるなしに関わらず、新規の

相談支援事業所として積極的に事業所訪問を行

います。 

サービ等利用計画やモニタリング報告の写しを事

業者に配布する際、時間がある時は訪問して手渡

しするように心がけた。事業者からは、「相談支

援が、今まではこんなに丁寧な対応をしてくるこ

とはなかった」との反応を頂いている。 

２ 関係機関等から案内のあった研修等に積極

的に参加し、相談支援専門員として広く情報を

得ていく努力をします。 

区からの委託で研修の企画、実施を介護福祉専門

学校が行っており、案内が届いているが、高齢分

野の内容が多く、参加できないことが多かった。



 

こちらからリクエストして、障害の内容で研修を

企画してもらっている。 

３ 事業所として、個々の相談支援専門員の調

整を複数で振り返る機会を確保し、自信を持っ

て相談支援活動が行えるようにしていきます。

また、同種の事業を展開する甲賀地域相談支援

センターとの研修の機会を確保し、少数事業所

としての弱点を補います。 

上半期は２名体制の中で、お互いが得意、不得意

とする領域について、確認し合い専門性の幅を広

げた。下半期は地域限定職雇用により、ＯＪＴを

通して自らの活動の確認を行っている。甲賀セン

ターとの研修機会は確保できなかったが、制度等

で不明な点は電話で意見交換している。 

Ⅲ．事業に関する計画 

（１）品川区地域拠点相談支援センター事業の受託運営 

項目 事業内容 実績 

①委託により、品川区に代わ

り特定相談事業所として基本

相談支援を実施します。 

担当エリア（１２万

人）の精神障害以外

の障害者への相談支

援 

・区への実績報告より 対応総数 

３，３４１件 

・年間支援対象者    １１１名

中、 

委託による相談支援対象者３８名 

②関係機関と連携し、必要に

応じて定期的な連絡会等を実

施します。 

拠点相談支援センタ

ー連絡会 ２カ月に

１回開催 

・６回開催 高次脳機能障害への対応に

ついて、発達障害への対応について、精

神障害への対応について、区内新規ＧＨ

開設の調整について等 

③基幹相談センターと連携

し、地域の相談支援の状況に

ついて定期的に報告を行いま

す。 

不定期開催 ・臨時相談支援部会  ２回開催 

・高齢、障害検討会  １回開催 

区内ケアマネジャーと拠点相談 

支援センター合同で意見交換 

④基幹相談センターと連携

し、計画相談支援の定着化を

図ります。 

不定期開催 臨時相談支援部会時資料提出し検討 

・実績報告の様式変更について 

・計画相談活動の量的積算について 

・計画相談件数等の示しについて 

⑤担当エリアで障害福祉サー

ビスを必要とする人の「障害

支援区分認定調査」を行いま

す。 

担当エリア（１２万

人）の精神障害以外

の障害者への認定調

査 

・認定調査の実施１１件 

 

（２）品川区地域生活支援拠点事業の運営 

項目 事業内容 実績 

①障害児者の地域生活を支援

するため、総合的かつ柔軟に

随時対応 ・区内グループホームの空き情報 ３回 

（鮫洲なぎさの家１回、森前１回、新設

金子山の利用調整１回） 



 

対応するための調整および資

源の確保を行います。 

②体制整備のための検討会お

よび実施体制の確保のための

会議に参画します。 

地域生活支援拠点

検討会への参画 

・地域生活支援拠点検討会４回実施 

・短期入所の緊急時受入調整について 

・緊急対応時に必要な資源、事業につい

て 

・ハイリスク家庭の洗い出しについて 

③その他、区の求めに応じ、

必要な支援活動について、区

障害者福祉課と協議し実施し

ます。 

随時 ・対象外のケース対応依頼   ２件 

・精神障害者支援センターが対応困難と 

なった精神障害者への支援 

・担当地区の拠点相談センターが対応し

きれなくなった知的障害の親への対応 

（３）指定特定相談支援事業（障害児相談支援事業）－計画相談支援の実施 

項目 事業内容 実績 

①サービス利用の支援として、

担当エリア内で、障害福祉サー

ビス等を申請した障害者（児）

について、サービス等利用計画

の作成および、サービス提供事

業者との連絡調整を行います。 

計画相談支援 

利用支援 

・年間支援対象者  １１１名

中、 

計画相談支援対象者 ８８名 

（うち委託からの変更者１５

名） 

・サービス等利用計画作成数 

８１件 

②継続的なサービス利用の支援

として、上記①で調整した人に

対して、定期的に障害福祉サー

ビスの利用状況の確認を行いま

す（モニタリング）。必要に応

じてサービス等利用計画の見直

しを行うこと、福祉サービス事

業所等との再調整を行います。 

計画相談支援 

継続支援 

・年間支援対象者  １１１名

中、 

計画相談支援対象者 ８８名 

（うち委託からの変更者１５

名） 

・継続サービス等利用支援作成数 

６７件 



 

（１２）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 

相談支援体制の安定化 

基幹相談センターを求心に、

標準的な地域における相談体

制の在り方を提案する 

基幹相談センターにて、地域

向けに研修計画を企画し、年

間 7 回の研修を実施し、相談

支援に関するスキルアップ研

修を行った。 

幅広い相談対応能力の獲得 

自身の役割を踏まえてケース

に応じた支援チームの形成が

柔軟に行えるようになる。 

ケース検討や打ち合わせを行

い、関係機関との良好な関係

を継続し、手厚い個別支援に

結びつくように努めた。 

三次機能各相談センターとの

ケースの積極協働を通じて交

流 

相談支援についての圏域状況

を県内状況についての情報交

換と三次圏域と二次圏域の相

談支援の連携についての検証

と意見交換を行う。 

発達支援センターと認証ケア

マネとで 3 件のケースについ

て協働する。 

７月に親睦会を行う。 

＜目標達成のための取り組み事項＞【基幹相談】 

項目 実績 

平成３０年度法改正を意識し 2 市（湖南・甲

賀）と継続協議しながら、基幹相談を中心に標

準的な相談支援・個別支援体制の在り方につい

て構想する。 

2 か月ごとに 2 市との会議を実施し、課題の

集約と対策についての意見交換を行う。 

特定相談支援事業所をフォローアップし移管事

業を促進させる。 

計画的に特定相談支援事業所を訪問し、課題等

を聞き取り対策について助言等を行った。 

委託相談支援事業所との協議やネットワーク部

会を活用し委託相談と計画相談の役割について

意識を一つにしていく。 

相談支援ネットワーク部会を毎月開催し、研修

と意見交換を実施。相談機関と課題性を共有し

役割構想につなげた。 

県自立支援協議会の人材育成計画に習い、甲賀

圏域における人材育成について計画立て、研修

会や講習会を企画開催していく。 

基幹相談センターにて、地域向けに研修計画を

企画し、年間 7 回の研修を実施し、相談支援

に関するスキルアップ研修を行った。 

＜目標達成のための取り組み事項＞【計画相談】 

項目 実績 

ケース移管を促進し相談体制に見合った件数に

調整していく。 

年間通じ 12 件について移管する。 



 

モニタリングの確実実施とケース会議の安定開

催を意識し、個別支援に資する支援プロセスを

定着させる。 

昨年度 60 パーセントだった実施率を 76 パー

セントまで高めた。 

＜目標達成のための取り組み事項＞【委託相談事業】 

項目 実績 

センター内会議を通じて基本スキルとなるプレ

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とアプローチ手法につい

て研鑽する。 

月に 2 回センター会議を実施し、各相談員の

個別ケースについて点検作業を行った。互いに

意見を出し合い、時に協働して援助技術の標準

化に努めた。 

場数と経験のみに頼る相談支援スキルではな

く、相談支援ツールを揃え、相談支援の『形』

を整える。 

情報資料や制度解説資料等を共通し、同じもの

を使いこなすようにして知識を補い合い、応用

できるようにツールを揃えていった。 

専門相談支援室とのケース協働により多様な相

談ニーズへの対応力と多圏域や圏域内相談支援

の現状を把握し、視野と支援の幅を広げる様に

努める。 

発達支援センターと認証ケアマネとで 3 件の

ケースについて協働する。 

７月に親睦会を行う。 

 

（２）各施設等共通目標（リスクマネジメント） 

①リスクマネジメントのマニュアルの策定 

区分 通期目標 実績 

相談業務に即した 

マニュアルの策定 

将来にわたり使用できる標準

マニュアル策定 
未実施 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

相談支援事業の特性に着目したマニュアルを策

定、月間会議等で検討し、見直しを実施、最終

的には標準マニュアルの策定を達成する。 

5 月月間会議の際に話題とし、相談業務にお

けるリスクケースの集約についての意識付け

のみ行った。その後未実施。 

日常的に個々の相談業務を共有し、抱え込みに

なることでのリスクを回避する。 

センター会議のケース点検の中で、抱え込み

にならないように検証作業を行った。 

 

②ヒヤリハットの記録と報告 

区分 通期目標 実績 

エリア定例運営会議の活用 年間 12 回の実施と総括 
形骸化してしまい深い話し合

いには至らなかった。 

センター内会議での報告 
センター内月間会議と週間会

議で報告 

報告内容について検証作業を

行った。 

 



 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

れがーとエリア運営会議で報告される事故・ヒ

ヤリハット事例についてセンター内に持ち帰

り、発生の未然防止と普段の自己の業務姿勢に

ついて振り返る機会を作る。 

センター会議にて議題化して共有する。センタ

ー会議にて再検証し、日常業務に活かす。 

センター内月間会議・週間会議にて報告するこ

とで意識を高める。 

議題化し報告は行うようにしたが、深い検証作

業までは行えていない。 

   

③事故とヒヤリハットの要因の分析 

区分 通期目標 実績 

れがーとエリア運営会議の 

活用 

年間総括・集約 

 

センター会議にて議題化して

共有する。 

センター内会議で再検証 
センター内会議での必須議題

に組み込み再検証を行う。 

センター会議にて再検証し、

日常業務に活かすようにし

た。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

れがーとエリア運営会議で報告される事故・ヒ

ヤリハット事例についてセンター内に持ち帰

り、発生の未然防止と普段の自己の業務姿勢に

ついて振り返る機会を作る。 

センター会議にて議題化して共有する。 

センター会議にて再検証し、日常業務に活か

す。 

   

④交通事故防止策（交通事故ゼロ目標） 

区分 通期目標 実績 

副安全運転管理者講習の受講 年間 1 回確実に受講 2 月に受講する 

センター内会議を通じて意識

付けを行う。 

事故報告を基にした安全運転

の検証。 
未実施 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

事故リスクについて最も可能性の高い業務であ

ることを常々肝に銘じ、「無理な業務スケジュ

ールを立てていないか」、「ゆとりを持った予

定組みをしているか」等をセンター内会議を機

会に都度都度振り返る。 

都度都度というほどの頻度ではなかった。 

センター会議で時折注意喚起した。 

 



 

 

 

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 

相談力の向上 

多様な相談に対する対応力、

アセスメント力、課題解決力

のレベルアップを図り、柔軟

な人事への布石にする。 

月に 2 回センター会議を実施

し、各相談員の個別ケースにつ

いて点検作業を行った。互いに

意見を出し合い、時に協働して

援助技術の標準化に努めた。 

ネットワーク構築力の向上 

業務の中で必要に応じて専門

相談室をはじめ、法人内外の

マンパワーと連絡を取り合

い、助言を受けることが出来

る。 

ケース検討や打ち合わせを行

い、関係機関との良好な関係を

継続し、自身の成長と手厚い個

別支援に結びつくように努め

た。 

活動報告力の向上 取組みの成果を報告する 

自主研究を勧め、報告・発表会

スタイルの研修会を年間 6 回実

施した。 

＜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返

り、総合評価の機会を作る。（月間会議にて） 

当方からの体験者はなかった。 

専門相談室より体験者を 2 名受け入れ、懇親

会等も実施し評価の機会とした。 

サービス調整会議専門部会における協議内容の

検証。（月間会議にて） 

基幹相談センターと共同実施している月間会議

にて情報共有を行った。 

各自自由研究と報告研修を年間 4 回設定 

（月間会議にて） 

年間 6 回の研修会開催を実施した。 

 

 

Ⅲ．事業に関する計画 

（１）委託相談 

項目 事業内容 実績 

コーディネーター ケース移管の促進 年間通じ 12 件について移管する。 

ケアマネ従事者 件数の維持 

（増やさない） 

件数を維持した。 

入所やホームの入居等により 2 名減数した。 

地域相談支援事業 積極活用を促進 1 名の方に対して継続実施。 

 

 



 

 

（２）高齢分野相談支援事業 

項目 実績 

在宅介護支援センター事業の継続 湖南市地域包括支援センターや自治会・民生委

員と連携しながら、訪問活動による見守り支援

を実施した。 

 

（３）児童分野相談支援事業 

 

項目 実績 

すくすく事業の継続 相談会や各集会を企画実施し、安心して子育て

出来る環境づくりに寄与した。 



 

滋賀県発達障害者支援センター 

（１３）滋賀県地域生活定着支援センター 事業報告 

滋賀県高次脳機能障害支援センター 

 

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 

多職種連携のスキル向上 
同テーマに基づいたディスカッション 

６回 
12 回 達成 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．調整室全体会議の時間を活

用し、多職種連携に関する実事

例を報告したり、このことをテ

ーマとした外部研修参加の情報

を共有し合い議論することで、

それぞれの中に一定の多職種連

携のイメージを持つ。 

4/2,3 3 センター合同会議でモール連携について意識化 

6/16 3 センター合同内部研修 診断と福祉について 

７/21 3 センター合同会議で連携の状況確認 

8/25 実務連携協議（モール管理者会議） 

９/15 合同会議で周知し連携を促進 

10/20 3 センター合同内部研修 心理と福祉について 

11/7 実務連携状況について（モール管理者会議） 

11/17  合同会議で周知し連携を促進 

12/22 3 センター合同内部研修 地域医療と福祉について 

12/22  地域における医療連携 

（甲賀圏域高次脳機能障害勉強会） 

2/20  実務連携会議（モール管理者会議） 

3/16 3 センター合同内部研修 相談と障害福祉サービス 

 

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 

圏域、地域でのファシリテート ファシリテートをする相談支援員 ６名 13 名 達成 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．圏域や地域の研修会等にお

いて、ファシリテートをする機

会を積極的に得て、実践する。 

６月（高次脳）近畿ブロック各府県今年度事業 

   （定着）湖東：地域移行部会施設 WG 

７月（発達）東近江圏域支援者向け研修会 

８月（高次脳）教育研修事業専門研修 



 

９月（定着）知的障害のある犯罪行為者への支援研修会 

（発達）強度行動障害支援者養成研修 

１０月（発達）行動援護従業者養成研修  

（高次脳）甲賀圏域高次脳機能障害勉強会 

１２月（発達）東近江圏域研修会 

２月（高次脳）甲賀圏域勉強会 

３月（高次脳）甲賀圏域勉強会 

（発達）東近江圏域支援者向け研修会 

（発達）認証ケアマネフォローアップ研修会 

 

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 

区分 通期目標 実績 

１．高次脳機能障害者に関する厚

生労働科学研究推進への寄与 

今年度の研究成果を遅滞なく

まとめる 
県への報告書提出済み。達成 

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 

県への実績報告済み。報告書

の提出は 5 月初旬予定。達成 

＜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。

また、滋賀ならではの付加要素も加え、研究充

実に寄与する。 

２年目である今年度も、高次脳機能障害に関す

る厚労省科研分担研究者である島田顧問と協働

し、研究事業会議に出席した。研究としては、

調査（社会的行動障害の症状・重症度を整理す

るため、介護負担や当事者の状態像を測る検

査）を１０事例実施した。また滋賀独自の調査

として、小児高次脳機能障害者の実態調査の実

施に向けて調査票を作成した。 

２．滋賀県単独事業である、「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。 

3/15 実施の事業検証委員会にて、年次の事業

成果をまとめて報告し、次年度の事業のあり方

についての協議を行った。 

・実績報告（支援者数及び取扱事例の支援経

過） 

・調査支援委員会アンケート実施 

・大津地方検察庁アンケート実施 

・滋賀弁護士会アンケート実施 

4/25 県への 3 月末現在の実績報告提出済 

 

 

 



 

 

（２）各施設等共通目標（リスクマネジメント） 

  ①リスクマネジメントのマニュアルの策定 

区分 通期目標 実績 

非常災害時の体制検討と整備 

非常災害時に求められる各セ

ンターの役割について整理

し、具体的な手順や対応方法

を各センター最低１つはまと

める。 

基本マニュアル（予防、発生

直後、フォロー）について各

センター毎に作成し、管理者

へ提出。 

達成 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．調整室職員会議において時

間を設定し、検討及び具体的な

作業を行う。 

1/19 むれやま荘防火管理者の講義＆災害時の対応について

の外部研修の共有。その後各センターに分かれてマニュアル

作成のグループワークを実施した。 

 

 ②ヒヤリハットの記録と報告 

区分 通期目標 実績 

ヒヤリハット １人１枚以上 37 枚 達成 

事故 ０件 3 件 未達成 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．調整室職員会議において呼

びかける。当初は同会議内に振

り返って記入する時間を設ける

などし、記入の習慣化を図る。 

4/ 3  合同会議で組織目標として確認 

5/19 合同会議での記入について啓発 

6～3 月合同会議で提出された報告の共有 

 

  ③事故とヒヤリハットの要因の分析 

区分 通期目標 実績 

要因分析の実施 

提出された事故報告及びヒヤリハッ

トを経年分（平成 28 年度分）まと

めて振り返り、要因を分析する。 

8/25 実施 達成 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．調整室職員会議において、

要因分析をするためのグループ

ワークを実施する。 

8/25 合同会議で H28 年度の事故報告及びヒヤリハットを

振り返る。３つのグループに分かれて要因分析及び対応策に

ついて検討した。 



 

 

  ④交通事故防止策（交通事故ゼロ目標） 

区分 通期目標 実績 

相互の声掛けの励行 交通事故０件 ０件 達成 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．事務所から出張する際、明確

に出発を調整室内スタッフに告げ

るとともに、出発者に対し注意喚

起の声掛けをすることで、相互に

移動中の交通事故への注意喚起を

図る。 

相互の声掛けの励行に波及効果が見られるため、上期は

「出張出発者の明確な告知の励行」、下期は「出張出発者

への注意喚起の声掛けの励行」を目標とし、毎日忘れるこ

となく実施できた。 

 

 

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 

１．職員の人間力の強化 
全体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。 
達成 

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）を行う。 

・各センター毎に研修でのプレゼン内

容・方法について議論する。 

達成 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

項目 実績 

１．専門分野の研鑽に集中し

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。 

・主に内部研修で講師を招いて研修を行った。 

5/26 セキュリティ勉強会（11 名） 

７/21 糸賀思想と実践（18 名）ビジネスマナー（18 名） 

9/15 食中毒予防と感染症予防（１５名） 

10/20 法律の基礎知識（15 名） 

・法人内でのイベントに参加し、視野を広げ人間力を高めた。 

10/19～25 ナントプロジェクト（１名） 

3/27 インドネシア座布団ミーティング（１名） 

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

・合同会議の中でプレゼンを行い内容・方法について議論した。

（発達）5/16・（高次脳）8/25・（定着）1/19 

・センター内でプレゼンの演習及び検討を行った。 

（発達）２回・（高次脳）２回・（定着）１４回 



 

を交換するとともに、実践の

機会を設ける。 

・外部に向けてのプレゼンについて以下の実践の機会を得た。 

（発達）49 回・（高次脳）講師派遣 25 回・（定着）21 回 

【新人職員の OJT】 ・教育担当職員による毎月１回 振り返り面談を実施 

・事業の理解が促進する業務への参加奨励  

電話受付業務、面談、ケース会議の同席、研修会講師同行等 

・法人内外他事業所及び施設での現場実習 

法人内：ジョブカレ・じょいなす  

法人外：滋賀障害者雇用支援センター 

 

Ⅲ．事業に関する計画 

（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  

本人及び家族に対して発達支援に

関する相談を実施し、助言及び情

報提供、心理判定、関係機関への

助言を行う。 

実支援人数 785 人  

延支援件数 5,111 件 

心理判定 73 人   

調整会議への出席 278 件 

関係機関への助言 312 件 

 

相談支援・就労支援事業  

就労を希望する本人に対して必要

な相談支援を行い関係機関との連

携を図る。 

実支援人数 317 人  

延支援件数 2,068 件 

調整会議への出席 128 件  

関係機関への助言 173 件 

企業などへの啓発活動４件 

 

発達障害者（児）支援にかかるコンサルテーション事業 

【教育機関】 

学校現場を訪問し、環境の見直

し、課題となる行動についての見

立て、支援方法の検討、個別指導

計画作成等について第 3 者機関と

して助言等を行なう。 

 

①滋賀県立八日市養護学校（10 回） 

②滋賀県立長浜養護学校（7 回） 

③滋賀県立三雲養護学校（4 回） 

【福祉施設等支援機関】 

事業所・施設を訪問し職員研修や

生活・日中活動場所の環境の見直

し、支援方法の検討について、助

言などを行なう。 

 

 

①滋賀県立近江学園（6 回） 

②（NPO）子育ち・子育てサポートきらきらクラブ（3

回） 

③（NPO）滋賀自閉症研究会たんぽぽ さくら工房（5 回） 

④（社福）湖北会（8 回） 

⑤（社福）やまびこ福祉会 やまびこ作業所（5 回） 

⑥（社福）あすこみっと 

湖南地域働き暮らし応援センターりらく（5 回） 

⑦（社福）青い鳥 彦根学園（2 回） 

⑧（社福）しがらき会（4 回）  

⑨（社福）さわらび会 さわらび作業所（3 回） 



 

⑩（社福）びわこ学園 ひまわりはうす（5 回） 

⑪（社福）グロー ジョブカレ（4 回） 

 

地域支援事業  

【地域自立支援協議会】 

７つの圏域の自立支援協議会に参画

し、障害者相談支援事業所をはじめ

とするサービス提供事業所・施設等

との連携を推進する。 

58 回 

①滋賀県自立支援協議会 

 ・全体会、運営会議、委員会、発達障害部会  

 ・人材育成合同委員会・研修打合せ 

 ・滋賀県行動障害ネットワーク  

・湖北自立支援協議会発達しょうがい部会  

②湖東地域障害者自立支援協議会 全体会議  

③東近江圏域サービス調整会議  

・発達障害者支援体制整備部会 

④湖南地域行動障害支援ネット定例会議  

⑤甲賀地域障害児・者サービス調整会議 発達支援部会  

⑥大津自立支援協議会 発達障害部会  

⑦高島市障がい者自立支援協議会 発達障がい部会 

 

【その他の協議会】 

県の専門機関及び市町行政、市町

の発達支援センター等の協議会又

は連絡会等のメンバーとして加わ

り連携を推進する。 

24 回 

①滋賀県市町発達支援センター連絡協議会  

②滋賀県発達障害者支援地域協議会  

③発達障害者精神障害者雇用支援連絡協議会  

④滋賀県子ども・若者地域協議会実務者会議  

⑤滋賀県障害者プランの見直しに係る小委員会  

⑥米原市就学指導委員会  

⑦長浜市児童発達支援センター及びこども療育センター療

育検討委員会 

⑧彦根市障害者福祉推進会議 発達支援専門委員会  

⑨草津市発達障害者等支援システム推進協議会  

研修事業     

【発達障害者支援キーパーソン養

成事業】県内の福祉圏域において

本人及び家族、支援関係機関に呈

する専門的支援を行う人材の技術

向上及び確保のための研修事業を

行う。 

受講生 7 名。うち発達障害者支援ケアマネージャーとして

の認証 5 名（大津圏域１名・甲賀圏域 1 名・湖西圏域１

名・東近江圏域２名） 

【公開講座】 

発達障害児者に対する取り組みを

積極的に進めるため、キーパーソ

ン養成研修プログラムのうち、講

座の一部を一般公開する。 

参加者：711 名 

内 容：発達障害者支援総論・発達障害者支援施策＜障害 

福祉・労働雇用＞・特別支援教育＜高校大学と福祉の連携 

＞・成人期の本人支援・家族支援・医療/就労支援 

【発達障害者支援認証ケアマネー

ジャー情報交換会】 

実施日：11 月８日 参加者：１６名 



 

県から認証され登録している各圏

域のケアマネージャーに対し、フ

ォローアップ研修を受けない年度

における情報交換の場を設ける。 

内 容：センターからの技術的情報の伝達を行うととも

に、各圏域の情報共有やケース検討を行なった。 

【講師派遣】 

発達障害児者に対する取り組みを

積極的に進めるため、関係機関か

らの依頼による発達障害に関する

研修への講師派遣及び啓発活動を

行う。 

年間計 49 回 延べ参加人数 1, 174 名 

 

①TEACCH プログラム研究会「自閉症スペクトラムの理

解」 

②TEACCH プログラム研究会「構造化支援」       

③TEACCH プログラム研究会「コミュニケーション支援」 

④近江学園「発達障害のある人の理解と支援」       

⑤東近江圏域サービス調整会議 

「発達障害の理解を深めるための研修会」（支援者対象）年 4

回 

⑥東近江圏域サービス調整会議 

「発達障害の理解のための研修会」（市民対象） 

⑦大津警察署「発達障害の理解と支援」    

⑧信楽学園「自閉症スペクトラムの理解」 

⑨「コミュニケーション①②」 

「発達障害者支援センターの機能について/ケース検討」 

⑩草津市自立支援協議会 

「成人期の発達障害への理解と支援」  

⑪滋賀県自立支援協議会 強度行動障害支援者養成研修  

⑫滋賀県自立支援協議会 行動援護従事者養成研修  

⑬高等学校等教頭・副校長会研修  

⑭米原市児童発達支援センターてらす「保護者研修会」 

⑮湖東自立支援協議会居宅サービス部門 

「発達障害の基礎的理解」 

⑯福井県おおい町議会議員視察「センター事業報告」      

⑰山口県県議会議員環境福祉委員 県外調査視察 

「センターの取組み」 

⑱大津家庭裁判所「第 1 回発達障害の理解と支援」 

⑲大津家庭裁判所「第 2 回発達障害の理解と支援」    

⑳豊郷町社会福祉協議会「発達障害の理解と支援」 

㉑甲賀地域サービス調整会議 

「精神障害者部会、発達支援部会主催研修会」 

㉒第 31 回きょうされん滋賀支部研究会「発達障害の理

解」        

㉓滋賀県警警部補任用科「発達障害の理解と人権に配慮した対

応」 

㉔滋賀県警巡査部長任用科 

「発達障害の理解と人権に配慮した対応」 

㉕滋賀労働局 

「就労支援ナビゲーターへの発達障害者専門指導」6 回 

㉖滋賀県青少年補導センター連絡協議会 

「社会参加に困難、不安を有する子ども・若者への就労 

支援の実際について」 

㉗電気硝子ユニバーサポート（株）「ケーススタディ」 

㉘滋賀障害者職業センター「職業準備支援講座」４回 

 



 

【その他】 

センターの機能を活かすために、

関連する活動を行う。 

 

・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への参加 

（総会、実務者研修会、近畿ブロック研修会） 

・世界自閉症啓発デー関連事業への協力 

 

 

  



 

（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

する。 

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。 

④①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 2

ケース（４回）であった。 

第１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「長期精神科入院から地域移行のケース」 

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 

・長期精神科入院から地域移行を受けて再び相談

が入ったケースのその後 

・滋賀県の高次脳機能障害支援課題整理一覧表に

ついて意見交換 

第３回 
医療機関入院期間短縮による地域移行の課題検討 

滋賀県高次脳機能障害専門研修について 

〇支援専門チームの派遣（全 4 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 

成人病センター心理士（２回） 

酩酊状態で庭に転落、意欲低下、脱抑制が顕著な困難ケース 

県立リハビリテーションセンターＯＴ（２回） 

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

【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 

89　人
電話 891 電話 1137 200　人
来荘 165 来荘 72 3681
訪問 456 訪問 416

その他（郵送） 363 その他（郵送） 181

合計 1875 合計 1806

【新規相談者属性等分類】 89　人
年齢 20才未満 ２０～３９才 ４０～６４才 ６５～７４才 ７５才以上 不明 なし

9 11 38 7 4 20 0
相談者 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

10 19 18 7 3 5 4 21 2
相談内容 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

22 31 20 2 13 0 1
原因・分類 疾病 交通事故 その他事故 不明

58 14 4 13
原因・詳細 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

14 16 5 8 2 2 18 2 22

 延べ支援回数

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



 

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。 

8/ 5 京都府リハビリテーション支援センター研修会 

8/ 6 平成２9 年度教育研修事業 高次脳機能障害コース step２ 

8/ 6 平成２9 年度教育研修事業 高次脳機能障害コース step3 

 8 /24 特別支援教育推進にかかる研修会 

 8 /30 平成２９年度 第１回甲賀圏域高次脳機能障害勉強会 

9/  3 平成２9 年度教育研修事業 高次脳機能障害コース step1 

9/10 医療者のための就労支援フォーラム 

9/10 東近江あんしんネット研修会 

9/21 三方よし研究会 

9/22 平成２９年度 第 2 回甲賀圏域高次脳機能障害勉強会 

10/12 ワークステーション虹 職員研修事例検討会 

10/18 平成２９年度 第 3 回甲賀圏域高次脳機能障害勉強会 

10/30 秦荘西小学校職員向け高次脳機能障害勉強会 

１２/3 法人フォーラム 

12/7 平成２９年度 第 4 回甲賀圏域高次脳機能障害勉強会 

12/15 日本高次脳機能障害学会学術総会 ポスター演題発表 

12/19 平成２９年度 第１回東近江圏域高次脳機能障害勉強会 

12/20 慶應大学寄附講座 

1/17 厚労省 高次脳機能障害勉強会 

1/20 働き暮らし応援センター りらく職員勉強会 

2/11 アメニティーフォーラム２２ 

2/21 平成２９年度 第５回甲賀圏域高次脳機能障害勉強会 

2/22 
第３６回滋賀県社会福祉学会自由研究発表（奨励賞受

賞） 

2/22 
平成２９年度 第２回湖北圏域 

高次脳機能障害関係機関連絡調整会議内勉強会 

2/22 滋賀社会福祉研究第２０号論文寄稿 
 

事業所見学受け入れ対応 
（むれやま荘合同） 

 

12/ 4 
むれやま荘実習生（リハ職）向けセンター事業説

明 

1/16 京都府心身障害者福祉センター 

1/24 国立のぞみの園 



 

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。 

 

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、46 名の応募、31 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。 

 

圏域体制整備業受託機関のさわらび福祉会と協働し、甲賀圏域

と東近江圏域の高次脳機能障害連絡調整会議を継続した。新ら

たに湖北圏域での開催に向けて、保健所、自立支援協議会事務

局と検討した。今年度はセンターが中心となって進めていくこ

とで開催が可能となった。 

 

【甲賀圏域】 

〇高次脳機能障害支援機関連絡調整会議（6 回） 

〇高次脳機能障害勉強会（5 回） 

【東近江圏域】 

〇高次脳機能障害支援機関連絡調整会議（5 回） 

〇高次脳機能障害勉強会（１回） 

「脳梗塞発症後、復職に向けてつながる支援」 

〇次年度にむけて打合せ（１回） 

【湖北圏域】 

〇高次脳機能障害支援機関連絡調整会議（2 回） 

〇高次脳機能障害勉強会（１回） 

「高次脳機能障害の理解と対応」 

「高次脳機能障害の家族支援について」 

【湖西圏域】 

〇次年度にむけて打合せ高島保健所訪問（１回） 

 

圏域の実情を把握し、顔の見

えるネットワークを構築する

ことを目的に地域の自立支援

協議会に参加する。 

・滋賀県自立支援協議会全体会（２回） 

・草津市障害児（者）自立支援協議会定例会議（３回） 

・東近江地域障害児（者）サービス調整会議（５回） 

・長浜米原しょうがい者自立支援協議会全体会議（１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。 

 

５月から１１月まで計 7 回開催した。 

対象者は、就労を目指した３０代～5０代の男女５名で、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。２月に情報交

換などふりかえりの会をＳＳＴのＯＢも交えて行った。 

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（1 回） 

・高次脳機能障害リハビリテーション講習会実行委員会（2

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（岐阜県） 

・家族会連携会議（２回）       

 

 

その他事業 

 

・厚労科研中島班 班会議参加（２回） 

・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） 

・センター運営協議会開催（１回） 

・滋賀県医療福祉相談モール管理者会議参加（３回） 

・むれやま荘合同事例検討（2 回） 

 

 



 

（３）地域生活定着支援センター事業 

項目・事業内容 実績 

１．個別支援  

刑事施設等での拘束により、生

活上の困難に直面すると思われ

る高齢者あるいは障害者に関し

て、県内外の関係機関から相談

を受けている。電話等で依頼を

受けた際に情報提供や助言を行

うが、支援が必要を判断した場

合は個別支援担当が本人の同意

を得て支援を開始する。本人へ

の直接支援をする場合と関係者

会議への出席等の間接的支援が

含まれる。 

センターに個別相談として入ってきた新規の依頼件数は、年間で

98 件であった。そのうち、情報提供のみで終了したケースは

26 件で、担当が実動する支援につながったケースは出所者支援

が 16 件とその他の相談支援５6 件と合わせて 72 件であった。

相談支援のうち、被疑者被告人段階の支援は 40 件であり、全体

の４割を占めている。 

１．新規電話受付 （件）

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 年間 割合

電話のみ 1 2 1 3 4 0 3 4 1 3 2 2 26 26.5%

コーデ開始 1 2 1 1 1 0 1 3 1 2 1 2 16 16.3%

相談支援開始 3 8 8 6 5 2 3 7 2 5 3 4 56 57.1%

　内　入口支援 3 7 3 3 4 2 2 4 2 3 3 4 40 40.8%

計 5 12 10 10 10 2 7 14 4 10 6 8 98 100.0%  

①コーディネート 

大津保護観察所からの協力依頼

により、矯正施設や少年院に入

所中の特別調整及び一般調整支

援対象者に面会し、福祉サービ

スのニーズ等を確認し受け入れ

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。また、他府県の

地域生活定着支援センターから

の業務協力依頼を受けて、県内

への帰住希望者に対しても同様

の支援を行う。 

コーディネートは、特別調整と一般調整をあわせて前年度から

10 件を引き継ぎ、新規で 16 件の支援を開始し、年間 26 件の

コーディネートを実施し、年度末までに 16 件の終了となった。 

２．コーディネート件数 （件）

全体 男性 女性 高齢
高齢＋

障害
障害 計

継続 9 7 2 3 2 4 9

新規 16 14 2 1 7 8 16

終了 15 12 3 3 5 7 15

継続 1 1 0 0 0 1 1

新規 0 0 0 0 0 0 0

終了 1 1 0 0 0 1 1

継続 10 8 2 3 2 5 10

新規 16 14 2 1 7 8 16

終了 16 13 3 3 5 8 16

合計

特別
調整

一般
調整

 

終了した 16 件のうち県内への帰住は８件である。 

３．コーディネート終了ケースの状況 

  依頼元 帰住地 人数 帰住先 

特別 保護観察所 

県外 8 

自立準備ホーム２ 更生

保護施設 特別養護老人

ホーム 養護老人ホーム 

ケアハウス 無料低額宿

泊所 不調 

県内 3 救護施設２ 不調 



 

他センター 県内 4 

養護老人ホーム シェル

ター 障害者グループホ

ーム 不調 

一般 保護観察所 県内 1 自宅 
 

②フォローアップ 

コーディネート対象者に対し、

出所日当日の出迎えと受け入れ

先への申し送りを行う。 

県内への帰住者に対しては、地

域での生活が安定するまでの一

定期間、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。 

フォローアップの支援は前年度からの引き続きの支援と新規をあ

わせて 21 件であった。県外への引き継ぎ 3 件と県内での支援

終了の 11 件を終了し、次年度は 7 件を引き継ぐ。7 件の居住

形態は救護施設 3、養護老人ホーム１，グループホーム１、自宅

アパート２となっている。また、終了したケースの平均支援期間

は 20.3 ヶ月、最短は 6.5 ヶ月最長は 39.2 ヶ月となってい

る。 

４．フォローアップの状況

全体男性女性高齢
高齢
＋障
害

障害大津湖南甲賀東近江湖東湖北湖西県外

継続 12 10 2 2 5 5 5 3 0 1 1 1 1

新規 9 7 2 1 3 5 1 0 0 2 1 0 2 3

終了 14 12 2 3 6 5 5 3 0 1 1 1 0 3

次年
度へ

7 5 2 0 2 5 1 0 0 2 1 0 3
 

③相談支援 

矯正施設等から退所者又は執行

猶予や保護処分を受けた人、逮

捕拘留された人のうち、障害又

は高齢により福祉的な支援を必

要とセンターが認める場合に

は、本人或いはその関係者から

の相談に応じて必要な支援及び

助言等を行う。 

相談支援は、前年度からの継続支援 23 件と新規ケース 57 件を

あわせて 80 件の支援を実施した。このうち入口支援は 59 件、

その他の支援は 21 件であった。56 件は年度内に終了し次年度

に 24 件引き継いだ。

５．相談支援の状況

全体 男性 女性 高齢
高齢
＋障
害

障害 大津 湖南 甲賀東近江湖東 湖北 湖西 県外

継続 23 17 6 2 3 18 3 7 3 9 0 1 0

新規 57 44 13 6 12 39 17 11 0 10 6 5 0 8

入口
支援

59 43 16 6 10 43 16 15 3 14 4 5 0 2

その
他の
支援

21 18 3 2 5 14 4 2 0 5 3 1 0 6

終了 56 42 14 6 10 40 12 12 2 11 7 4 0 8

次年
度へ

24 19 5 2 5 17 8 5 1 8 0 2 0
 

④「刑事手続段階における高齢

者・障害者入り口支援事業」

（県単独事業） 

入口支援ケースの 59 件のうち今年度の新規依頼は 41 件であっ

た。依頼元は検察、警察が最も多く 23 件である。生活保護の受

給歴をみるとこれまで受給経験のないケースが半数を超えてい

た。これは、月 1 回の事前会議を実施することて、大津地方検



 

③の相談支援のうち、刑事手続

段階にある高齢者・障害者の支

援を行う中で、司法関係機関と

福祉関係機関が連携して、必要

な支援のアセスメントおよびコ

ーディネートを実施し、包括的

な社会復帰および再犯防止の体

制整備を図る。 

察庁との情報交換を行う頻度が増加したことが要因と考えられ

る。また、弁護士や福祉関係機関からの依頼はこれまでの 2 年

間の事業啓発が進んでいることから、相互に関連性があり、従前

からの支援が行われたいたケースについては定着の実支援という

よりも、ケース会議への出席や間接的支援の依頼が増えている。 

また、刑事手続き上の処分が不起訴や執行猶予でなく、実刑とな

った場合も引き続き寄り添い、特別調整（出口支援）へのつなぎ

を意識した支援ができている。 

男性 女性
10歳
代

20歳
代

30歳
代

40歳
代

50歳
代

60歳
代

70歳
代

80歳
代

福
祉
関
係

事
業
所

弁
護
士

検
察
・

警
察

41 30 11 1 10 7 7 4 1 7 4 9 9 23

窃
盗

傷
害
・
暴
行

詐
欺

占

有

離

脱

物

・

遺

失

物

横

領

性
犯

特
例
法
違
反

威
力
業
務
妨

害 器
物
損
壊

脅
迫
・
強
要

未
遂

殺
人
未
遂

23 5 4 2 2 1 1 1 1 1

知
的
障
害

発
達
障
害

精
神
障
害

依
存
症

認
知
症

身
体
障
害

な
し

知
的
障
害

発
達
障
害

精
神
障
害

依
存
症

認
知
症

身
体
障
害

な
し

11 5 16 0 2 1 7 0 4 0 0 0 0 0

定
期
訪
問
・
面
談

サ
ー

ビ
ス
に
つ
な
が
る
ま

で
の
受
診
同
行

生
活
保
護
申
請
・
再
申
請

国
保
減
免
申
請

住
民
登
録
関
係
手
続

債
務
整
理
の
調
整

支
援
者
サ
ポ
ー

ト
・
会
議

出
席

家
族
支
援

留
置
所
等
面
会
調
整

刑
事
手
続
段
階
に
あ
わ
せ

た
情
報
収
集

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

17 6 7 1 2 1 19 10 23 31 31 25 8 4

全体

性別 年齢

実施した支援内容

H30年度入口支援新規依頼ケースの状況

わかっていた障害

罪名生活保護受給歴

有り 無し

13 28

支援後に気づいた障害

依頼元

 
体制整備の取り組み 

開催内容 構成員 開催 

事業協議 

（５か所） 

大津地方検察庁、滋賀県健康福

祉政策課、大津保護観察所、大

津地方検察庁、大津少年鑑別所 

4/14、4/26 

５/１、５/１、 

５/９ 

事業検証委

員会（2

回） 

大津地方検察庁、大津保護観察

所、滋賀弁護士会、 

滋賀県精神保健福祉ｾﾝﾀｰ・精神医療ｾﾝﾀｰ

、 

大津少年鑑別所 

5/31、3/15 

事前会議 

（9 回） 

大津地方検察庁、大津保護観察

所、大津少年鑑別所 

5/22、6/12、

7/10、8/28、

9/11、11/13 

12/7、1/15、

3/12 

調査支援委

員会アセス

メントチー

ム（3 回） 

龍谷大学教授、県障害者相談支

援専門員協会ケアマネ、県介護

支援専門員協議会相談支援専門

員、県立精神保健福祉センター

（知的障害者更生相談所）判定

員、（医療連携係）精神保健福

6/27、8/14、 

10/26 



 

祉士、県立精神医療センター医

師、大津少年鑑別所法務技官 

調査支援委

員会コーデ

ィネートチ

ーム（3

回） 

市町障害福祉課、市町発達支援

課、障害者相談支援事業所、働

き暮らし応援センター、市町生

活福祉課、病院 

7/21、8/24、 

10/13 

 

２．地域支援 

①連携促進 

司法関係機関や弁護士会・

医療福祉関係機関等との情

報交換、事例検討、協議

会、連携会議等に出席し恒

常的連携の確保を図った。 

 

年間延べ 57 回 

事業推進委員会 ２回 

各圏域の障害者自立支援協議会等（県・大津・湖東） 18 回 

高齢又は障害により特に自立が困難な対象者の社会復

帰に関する連絡協議会（保護観察所・刑務所・定着） 

１回 

保護観察所関連の協議会等 ２回 

滋賀刑務所、大津少年鑑別所の参観・見学会等 ４回 

再犯防止に関する協議会等（滋賀県） ４回 

他県地域生活定着支援センター交流会 6 回 

全国地域生活定着支援センター協議会 会議 4 回 

ASB 研究会 4 回 

関係機関事例検討会への参加 ２回 

滋賀県医療福祉相談モール、法人関係会議 ４回 

事業所間現場実習受け入れ 

（自立準備ホーム 養護老人ホーム） 

６日 

 



 

②地域のネットワーク構築 

退所者等の受け入れに関する知

識・技術の伝達を行う為の研修

等を企画実施することにより、

福祉関係機関の理解を深め、受

け皿を拡大する。 

施設見学等 延べ 82 名 

 研修対象 見学先 参加数 

１ 
社会的支援協力事業所

部会 会員向け 

京都医療少年院 24 名 

２ 同上 大津地方検察庁 11 名 

３ 同上 大津保護観察所 15 名 

４ 同上 更生保護施設 ８名 

５ 同上 大津少年鑑別所 13 名 

６ 同上 西成見学ツアー ５名 

７ 大津少年鑑別所職員向け ひのたに園・信楽学園 ３名 

８ 滋賀刑務所刑務官向け きぬがさ荘 ３名 

公開研修会 延べ 110 名 

 研修対象 内容 参加数 

１ 
福祉関係職員、司法関

係職員、部会員 

テーマ「つなぐ」 

基礎編 

55 名 

２ 同上 応用編 55 名 

研修会等への講師派遣 延べ 841 名 

 研修対象 内容  

１ 
大津保護区保護司会 事業説明～更生保護

にふくしのちからを～ 
80 名 

２ 
守山・野洲保護区自主

研修会 

性犯罪関連について 24 名 

３ 
草津市南笠更生保護女

性会 

事業説明 25 名 

４ 
草津矢倉学区更生保護

女性会  

事業説明、施設見学 22 名 

５ 
滋賀県更生保護女性連

盟中堅会員研修会 

地域生活定着促進事

業について 

120 名 

６ 
大津警察署署員向け 取り調べの配慮につ

いて 

100 名 

７ 
大津地方裁判所 裁判での配慮につい

て 

50 名 

８ 
大津少年鑑別所、矯正

管区職員 

事業説明、福祉サー

ビス 

20 名 

９ 滋賀弁護士会 事業説明 40 名 

10 

近畿弁護士会連合会人

権擁護委員会夏期研修

会 

入口支援事業の説明  

11 
厚生労働省社会・援護

局 

滋賀実践報告 2 名 

12 

全連協近畿ブロック職

員研修会 

発達障害者支援セン

ターと定着支援セン

ターの連携 

50 名 

13 
社会福祉士会（基礎研

修）（集合研修） 

事業説明 

事業紹介と啓発 

１名

15 名 

14 
彦根市社会福祉協議会

なんでも相談会 

事業説明 15 名 

15 

日野町社協 社会を明

るくする運動推進委員

会 

刑務所、少年院から

帰ってきたら 

130 名 



 

 

 

16 

竜王町役場精神障害関

係者定例ケア会議学習

会 

事業説明 

事例検討 

10 名 

17 
湖南地区就労支援相談

員等実践講座 

問題行動、触法障害

者の理解について 

20 名 

18 

セレンディップ 刑事手続きの流れ、

少年院等との連携な

ど 

4 名 

19 
むれやま荘 地域生活定着促進事

業について 

30 名 

20 

信楽学園 事業説明、アセスメ

ント、個別支援計

画、模擬裁判 

17 名 

21 
このゆびとまれ事例検

討会 

事業説明 事例検討 15 名 

22 
レガートエリア職員研

修会 

事業説明 事例グル

ープワーク 

50 名 

23 
インターリスク総研ヒ

アリング 

好事例実践報告 １名 

今年度は、年間延べ 1,033 名への啓発活動を行った。 

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。 

・精神保健医療福祉白書 2018 寄稿 

・アメニティフォーラム登壇の三日月知事への資料提供 

・ホームページの更新（文面及び写真） 

・社会的支援協力事業所部会登録案内 


