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１．法人の重点取り組み 

 

 

Ⅰ．第２期（2019 年度(平成３１年度)～2021 年度）中期経営計画の策定 

・第１期（平成２７年度～平成２９年度）中期経営計画の実績を基に、第２期（2019

年度(平成３１年度)～2021 年度）中期経営計画の骨子・方向性を策定する。 

・策定した骨子・方向性に基づき、第２期中期経営計画及び中期収支計画を策定する。

策定にあたっては、可能な限り数値目標を設定する。 

・策定スケジュール    ５月  理事会 中期経営計画「骨子・方向性」の策定 

９月  施設等の各担当理事との協議 

１０月  理事会 決議 

 

Ⅱ．特別養護老人ホームふくらの改築整備 

・県との「移管に関する基本協定書」に基づく土地（県有地）の貸付期間の延長承

認を得る。 

・改築整備にかかる企画内容の最終的な取りまとめ。 

・基本設計の補正予算を計上。 

・基本設計。 
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２．各施設・事業所の取り組み 

（１） 経営管理部 事業計画 

 

Ⅰ．経営参画目標 

（１）独自目標 

①利用者主体の支援を基本としたサービス活動収益の増収 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

収入予算執行管理の 

徹底 

迅速な情報収集と 

施設ごとの分析 

（加算状況も含む） 

収入目標達成の 

ための情報交換 

収入目標達成の 

ための予算管理 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．毎月の財務情報を収集・分析し、情報共有することにより収益増収につなげる。 

 

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 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

支出予算執行管理の徹底 
迅速な情報収集と 

変動要因の確認 

削減目標達成の 

ための情報交換 

削減目標達成の 

ための予算管理 

 
光熱水費の使用量削減 前年度比△１％ 前年度比△１％ 前年度比△１％ 

職員配置数の精査 

利用者実態に応じた 

職員数の確認 

（施設と共働） 

収支に応じた 

職員数の確認 

（施設と共働） 

支援の質を確保した 

職員配置数の設定 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．光熱水費の使用量を月次報告で管理し、四半期ごとに達成状況を全体共有する。 

２．省エネ・節電チェックリストによる節電対策の徹底を行う。 

 

   ③職責基準、職務ガイドライン、目標参画システムガイドラインを基本とした評価制度運用 

マニュアルの策定 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

評価制度運用 

マニュアルの策定 

評価制度の検討・原案

策定 

評価制度運用 

マニュアルの策定 

評価制度運用 

マニュアルを策定する 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．上期は、公平公正な評価を実現するための仕組みを検討し、原案を策定する。 

２．下期に評価マニュアルを完成させる。 
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  ④有期雇用職員の無期雇用への転換 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

意欲のある有期雇用職員

の無期転換に向けた 

取り組み 

職員への周知 

就業規則改正 
無期雇用の申出受付 

無期雇用への 

転換を行う 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

  １．労働契約法改正による有期雇用職員の無期転換をすすめる。 

 

（２）各施設等共通目標 

①サービスの質の向上に向けた取り組み（リスクマネジメントを含む） 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

リスクマネジメントに関する 

取り組み指針に基づく 

施設等のマニュアル策定支援 

リスクマニュアル 

作成支援 
－ 

施設等の 

リスクマニュアルの 

作成 

リスクマネジメントにおける 

PDCAサイクルの実施 

「職員に関する

事」・「利用者支援等

に関する事」・「経理

事務等に関する事」

における報告書の

作成 

作成した 

報告書での実施 

指針に基づく 

報告書での実施 

－ 

各報告書から 

リスクの洗い出し、 

分析 

リスクの洗い出し・ 

分析を行う 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．ヒヤリハット事象の詳細な把握検討を行い事故防止に資するため、各施設等に業務執行理事

が指名するリスクマネージャーを置く。 

２．リスクマニュアルの検証や各施設等のリスクマネジメントにおける PDCA サイクルの推進

などを図るため、法人にリスクマネジメント委員会を設置する。 

 

   ②交通事故防止策（交通事故ゼロ目標） 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

法人所有車および勤務中・ 

通勤途上における 

交通事故件数 

交通事故発生ゼロ 交通事故発生ゼロ 交通事故発生ゼロ 

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） 

管理者向け講習１回 職員向け講習１回 講習２回 
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＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．常日頃から職員に対し、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。 

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（春 4 月、秋 9 月、年末年始 12 月）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 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

法人経営に関する研

修参加と復命研修 

外部研修 ２回 

復命研修 ２回 

外部研修 ３回 

復命研修 ３回 

外部研修 ５回 

復命研修 ５回 

専門的知識習得 
外部研修 ２回 

復命研修 ２回 

外部研修 ３回 

復命研修 ３回 

外部研修 ５回 

復命研修 ５回 

経営方針の理解と 

実践 

社会的活動への参加 

５人 

社会的活動への参加 

５人 

社会的活動に参加し

人間力を高める 

１０人 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．法人経営や専門的知識習得のための研修に参加し、実務力・技術力の向上を図ると共に、復

命研修を行う。 

２．全国社会福祉法人経営者協議会や全国社会福祉事業団協議会等が主催する研修や滋賀労働局

が主催する説明会等に参加する。 

３．経営方針理解のため、社会的活動に参加し人間力を高める。 
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グローL•O•V•E 研修センター 事業計画 

 

 法人内研修は、日常の業務を通じて行うOJTを研修の基本と位置づけ、別添グローL•O•V•E

研修センター研修実施計画のとおり実施する。なお、今年度は「差別事象から学ぶ人権研修」につい

ても実施する。 

 

 

１．研修について 

 必修研修とその重点的取り組み事項 

（１） 職階別研修 

・リスクマネジメント 

・差別事象から学ぶ人権研修 

・新任研修（就業規則・接遇・コミュニケーション・仕事の基本） 

 

（２） 昇任時研修 

・職責と役割について 

 

（３） 交流セミナー 

・法人内施設等の事業・取り組み・職員を知ろう！ 

（入職 5 年目までの 30歳以下の一般職を対象） 

・グループワーク等を通しての法人内交流 

 

 選択研修とその重点的取り組み事項 

（１）スキルアップ（専門）研修 

・看護師研修 

・栄養士研修 

・事務職研修 

 

  （２）事業所間現場実習 

・勤務地以外における実習体験を通じ、能力開発・主体性の向上を図る 

 

 派遣研修 

（１）タイ・カオディン村への派遣 

カオディン村で進められている「デイケアセンターをつくろうプロジェクト」に職員を派

遣する。 

 

  （２）マレーシア・ボルネオ島への派遣 

     日本人によって３０年前に設立された、ボルネオ島の障害者の作業所を支援する社会福祉

法人の交流事業に職員を派遣する。 
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２．各施設等のOJT の推進について 

 人材育成においては、施設等事業所単位で行われる日常の業務を通じての OJTを推進する必要が

ある。施設等内研修を実施・計画する際に、施設・事業所に対してOJT研修助成金を交付する。 

 

３．研修センターだよりについて 

 L•O•V•E（Listen 話を聞く、Open 風通しを良く、Voice 声をあげる、Enjoy 楽しくやる）

と研修予定・研修参加者の声を含む内容等の共有を目的に、「研修センターだより」を発行する。 

 

４．業務上必要な資格取得の推進について 

 業務上必要な資格について、法人より職員を指名し下記人数を資格取得の目標数とする。 

（１）サービス管理責任者等就任予定者対象研修             ４名 

  （２）サービス管理責任者研修                     ５名 

     《就労、地域生活（精神・知的）、地域生活（身体）、介護、児童》 

  （３）認知症対応型サービス事業管理者研修               １名 

  （４）認知症介護実践者研修                      ３名 
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（２） 企画事業部 事業計画 

 

Ⅰ．経営参画目標 

（１）独自目標 

①社会性・事業性・革新性のある福祉経営 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

地域の核となる 

相談支援専門員の養成 

相談支援専門員の質

の向上のため、地域の

リーダー養成に特化

した研修プログラム

の試案を検討する。 

上期に引き続き、研修

プログラムを検討し、

年度内に試行する。 

地域の核となる相談

支援専門員のための

研修プログラムの作

成と試行。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．滋賀県相談支援専門員協会と協力し、プログラム検討のための委員会を年６回開催する。 

２．１での検討を基に研修プログラムをまとめ、年度内１回、試行的に研修を開催する。 

 

②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 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

県内障害福祉サービ

ス事業所等の魅力発

信とつながりづくり 

各事業所に訪問調査

を行い、魅力ある実

践、支援員を発掘し、

ウェブサイトにより

情報発信する。 

引き続き訪問調査を

行い、情報発信すると

ともに、情報交換をす

る関係性をコーディ

ネートする。 

支援員同士の、新たな

つながりを創出する。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．県内の事業所７か所を目安に訪問し、その実践と支援員の魅力を発掘し、専用ウェブサイト

で情報発信する。 

２．他事業所の情報をウェブサイトのみならず、訪問時にも直接情報発信することで、特に若手

職員同士が情報交換をする関係性を一つでも多く作る。 

 

   ③新しい社会的価値の創出と発信 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

東京オリンピック・ 

パラリンピックと 

アール・ブリュット等

について 

海外との連携事業の

準備を滞りなく行う。 

海外との連携事業を

実施する。 

海外との連携事業を

成功させる。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．スウェーデン、パリでの展覧会等について、実行委員会の事務局として、実施の中心となる

団体との密な連絡調整とサポートをし、無事開催させる。 

２．インドネシアでの展覧会等について、実行委員会の事務局であり実施の中心団体として、イ

ンドネシアの協力団体との円滑なコミュニケーションに努め、無事に開催させる。 
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３．2020 年に予定する障害者国際芸術祭の開催に向けたプレ事業について、実行委員会の事務

局であり実施の中心団体として、事業実施に取り組む。 

 

（２）各施設等共通目標 

①サービスの質の向上に向けた取り組み（リスクマネジメントを含む） 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

発行物制作プロセス

マニュアルの作成 

現状の発行物の制作

プロセスを洗い出す。 

上期で洗い出した内

容を基にマニュアル

化する。 

発行物制作プロセス

マニュアルの完成。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．各自で制作プロセスの洗い出し作業をする。 

２．上記を基に、芸術文化課を中心としたメンバーにおいて、複数回ディスカッションし、マニ

ュアルを作成する。 

 

   ②交通事故防止策（交通事故ゼロ目標） 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

多発した昨年度等の 

交通事故分析 

安全運転に関する 

研修を部内で行う。 

企画事業部で起きた 

交通事故を分析する。 
交通事故ゼロ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．全体会議の時間を利用して、外部講師を招いた研修会を 1 回実施する。 

２．全体会議の時間を利用して、企画事業部で過去に起きた交通事故を分析する（1回）。 

 

Ⅱ．能力開発目標 

（１）独自目標 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

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

する正規職員の数 

５人 

プレゼン、講演、寄稿

する正規職員の数 

５人 

プレゼン、講演、寄稿

する正規職員の数 

1０人（重複含まず） 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．正規職員のうち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。 

 

Ⅲ．事業に関する計画 

（１）基本方針 

障害のある人の地域生活の推進を図るための先駆的サービスの実践・開発を軸に、誰もが安心し

て地域で暮らすことの出来るシステムの構築を図ります。さらに、制度化も視座に入れた事業展開

とし、取り組んだ実践は県内のみならず全国にも発信します。 

また、これらの事業を通して、「福祉」が新たな社会創りの可能性を持つということについて、社

会の認識及び福祉従事者の誇りにつながるよう、新たな視点を提案します。 
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（２）事業内容 

【地域ケアシステム推進事業】 

①地域自立支援協議会と委託相談支援事業者等への巡回支援 

７福祉圏域の地域自立支援協議会への参画を中心に、他圏域の情報提供など、各圏域の地域ケ

アシステムのさらなる充実を支援します。併せて、相談支援専門員の活動を支援します。 

また、地域の相談支援体制整備および相談支援専門員の育成を担う基幹相談支援センターに対

して、地域間ネットワークの構築と人材育成に係る支援を実施します。 

さらに、圏域単位での地域自立支援協議会運営に課題が生じている４市町以上の自治体で形成

される２保健福祉圏域に対して重点的な支援を行います。 

 

②地域ケアシステム体制の整備と人材育成 

滋賀県障害者自立支援協議会の事務局機能を担い、各福祉圏域で設置する地域自立支援協議会

間の連携を支援するとともに、滋賀県全体における課題を探り、必要に応じて解決のための協議

を行います。また、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必要に応じた見

直しを図ります。 

従事者の育成を目的とした各種研修について、引き続き各地域で活躍する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・実施するとともに、平成３１年

度以降に予定されている相談支援専門員従事者およびサービス管理責任者研修カリキュラムの改

定に向けたプログラムの検討を行います。また、滋賀県の相談支援体制の再検証を行い、地域の

リーダー養成を目的とした新たな研修プログラムを試案・試行します。その結果を書籍にまとめ、

人材育成の発展に寄与できるよう努めます。 

 

【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】 

①相談支援活動 

 障害・高齢等権利擁護支援を必要とする当事者および親族、支援者等に対して適切な情報提供、

他機関への引き継ぎ、成年後見制度の申立て等利用支援を実施します。また、成年後見制度が適

切に活用されるように、支援対象者の意思決定支援にも取り組みます。さらに、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、成年後見制度利用促進基

本計画の策定に向け、各市町行政に対する提案等を行います。 

 

②啓発・人材育成活動 

 権利擁護支援の必要性について当事者および親族、支援者、一般市民に対して啓発するために、

２市２町（近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町）と連携して出前講座の広報活動を積極的に

行います。また、引き続き圏域内権利擁護支援関係機関（事業所）に対して、支援の質の向上を

目的として、２市２町と調整のうえ事例検討会を企画・実施します。 

 

③法人後見活動（公益事業） 

   東近江圏域内の後見人不足の状況を鑑み、個人後見人等では支援が困難な要支援者に対する専

門的かつ継続的な後見活動を実施するための体制について、各市町行政との協議から圏域ニーズ

の把握に努め、後見受任の必要性について検討します。 
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【地域生活移行促進事業】 

①地域ケアサービス部門（糸賀一雄氏らの理念や実践を踏まえた支援の研究・実践・普及事業） 

（ア）高機能発達障害者への支援の研究及び実践 

高機能の発達障害者に特化したホームかなざわにおいて培ったノウハウを活かす方法とし

て、ジョブカレをフィールドとした研究や連動した事業展開を視野に入れ、東近江（能登川）

エリアを中心とした高機能発達障害者の支援体制強化をすすめていきます。 

（イ）共有ツールを軸とした障害福祉サービス事業所の魅力発信及びつながりづくり 

     県内の障害福祉サービス事業所の実践や支援員の情報を収集し、共有ツール（ウェブサイ

ト）で発信します。訪問時には、糸賀思想の普及のため、ブックレットを活用した啓発に努

めます。またそのウェブサイトを通じた情報交換を積極的に行い、事業所の若手職員のつな

がりづくりに寄与します。 

（ウ）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。また、「福祉しが」人づ

くり発信拠点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。 

 

②芸術・文化部門 

（ア）障害者芸術エンパワメント事業 

ⅰボーダレス・アートミュージアム NO-MA の運営 

展覧会の開催等を通して、障害の有無を超えて人が持つ「表現をすることの普遍的な力」

を感じていただく場所を目指します。また、地域の方々等が継続的にNO-MA の運営をサポ

ートする機会をつくります。 

ⅱ地域交流事業 

地元住民・学校等との連携の下、ボーダレス・アートミュージアムNO-MA が実施する企

画展を活用した交流プログラムを行います。 

 （イ）糸賀一雄記念賞音楽祭の企画運営と表現活動ワークショップの支援 

合唱、ダンス、打楽器演奏等の表現活動を通して社会参加の拡充を図ることを目的とした、

各圏域のワークショップの支援をします。 

また、その成果を発表する糸賀一雄記念賞音楽祭を開催します（糸賀一雄記念賞音楽祭実

行委員会と共催）。 

（ウ）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表現活動プログラムの創出 

障害者の表現活動への参加を促進するため、新たな活動プログラムのモデル（実演・鑑賞）

を企画立案し、関係団体等との連携により実践します。そのことにより、地域の中で音楽等

表現活動を障害者が受発信できる継続的な基盤を構築します。 

ⅱ支援ノウハウの共有 

ⅰで実践したプログラムを福祉事業所職員や文化芸術関係者等に広く共有するため、成果

報告会を開催します。 

 

【障害者の造形活動推進事業】 

①国内、国外の作品調査、アール・ブリュットの情報発信 
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国内、国外においてアール・ブリュット作品の調査を行います。ホームページや SNS を活用

した情報発信を継続して行うとともに、NO-MAがこれまでに発行してきた冊子や、記録写真を

活用し、アール・ブリュットの情報発信へとつなげます。 

あわせて、昨年度まで放送していたラジオ放送を引き続きウェブ上で配信するとともに、コン

テンツを活用した書籍を制作することにより、重層的な情報発信に取り組み、アール・ブリュッ

トの魅力を情報発信します。 

 

②ボーダレス・アートミュージアム NO-MA での展覧会の開催 

アール・ブリュット・ジャポネ展出展作家の作品や、作品調査及びアール・ブリュット全国公

募等により新たに発見されたアール・ブリュット作品と現代美術のアーティスト等の作品を同時

並列に展示する｢ボーダレス・アート｣の展示コンセプトとした企画展を開催します。 

また、今年度開催のスウェーデン、第２回パリ展及びインドネシアでの展覧会等、海外機関と

の連携事業の開催準備を行い、日本のアール・ブリュットの魅力を積極的に国外へも情報発信し

ます。 

 

③寄贈作品等の保管 

作品調査の過程などで、秀逸かつ寄贈や寄託の申し出があった作品について、一定の条件に基

づき保管します。 

 

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等について、NO-MAが持つノウハウ

とマンパワーを提供することで、円滑な事業推進に協力します。 

 

【障害者の芸術活動普及支援事業】 

障害のある人やその家族、障害のある人たちの芸術活動を支援する人たちを支える事業を実施し

ます。また、全国の支援事業実施団体と連携し、今まで培った支援ノウハウを全国展開することに

より、障害者の芸術文化活動（美術、演劇、音楽等）の更なる振興を図ります。 

①造形活動に関する相談支援の実施 

アール・ブリュット インフォメーション＆サポートセンター（アイサ）において、作者の権利

保護や展示機会等に関する相談に応じ、適切な情報を提供します。 

 

②芸術活動を支える人材の育成 

アイサにおいて、障害のある人の芸術活動を支える人材育成するため以下の研修会を実施しま

す。 

（ア）作者の権利を守る研修会の開催 

法律家による著作権に関する講演、著作権等保護に関する実践報告等により障害のある作

者の権利に関する研修会を開催します。 

（イ）芸術活動の実施方法に関する研修会の開催 

     独自性の高い活動を実施している事業所の芸術活動体験及び意見交換を実施します。 

（ウ）作品の取扱い方、発信方法に関する研修会の開催 

     作品の保管や展示方法、展覧会を開催するための実務に関する研修会を開催します。 
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③障害者の芸術活動支援ネットワークづくり 

芸術活動に参加する本人やその家族、学校教員や福祉施設の支援員、行政等によるネットワー

クづくりを行うため研修や意見交換の機会を設けます。 

 

④滋賀県施設合同企画展（参加型展示会）の開催 

滋賀県内で芸術（造形）活動を実施する施設の担当者による実行委員会を組織し、ボーダレス・

アートミュージアム NO-MAを会場に企画展を開催します。 

 

⑤協力委員会の開催 

行政、施設合同企画展実行委員会、弁護士、美術館学芸員、特別支援学校の教員等による協力

委員会を開催し、支援事業全般の実施状況について助言を得ます。 

 

⑥作品調査、評価、企画展の開催 

専門家による評価委員会を設置し、県内の作品調査を行うとともに調査した作品をボーダレ

ス・アートミュージアムNO-MA等で展示します。 

 

⑦普及支援事業連携事務局の運営 

以下の事業を実施し、支援事業実施団体間の連携強化を図ります。また、支援事業で取り組む

実践を定期的に発信します。 

（ア）連絡会議の開催 

    支援事業実施団体間の情報共有を図るため、定期的に連絡会議を開催します。 

（イ）巡回訪問 

    支援事業実施団体へ定期的に訪問し、事業実施状況のヒアリングを実施します。 

（ウ）勉強会の開催 

    支援事業実施団体の事業担当者を対象に勉強会を開催します。 

（エ）情報発信 

全国規模のネットワークとの連携や支援事業連携ホームページの活用を通して、各実施団

体における支援事業の実践を定期的に情報発信します。また、支援事業実施の全体をまとめ

た報告書を作成し、全国に配布します。 

 

【「障害者による優れた文化芸術を国内外に発信する総合推進事業」の実施】 

平成３０年度・文化庁・戦略的芸術文化創造推進事業（共生社会実現のための芸術文化活動の推進）

を受託し、スウェーデン・ストックフォルムのエズウィーク美術館、フランス・パリの日本文化会館

やナント市のフランス国立現代芸術センター“リュ－・ユニック”及びナント国際会議センター“シ

テ・デ・コングレ”、インドネシア教育文化省と共働のもと、障害者の優れた文化芸術の海外への発

信を通した国際交流事業を継続実施します。また、国内においては2020年に開催予定の障害者国際

芸術祭の開催に向けたプレ事業を東京と滋賀の２か所で実施します。事業運営においては、国内の関

係団体と連携した実行委員会を設置し、本事業の企画・運営を行います。 

 

【グロー社会福祉研究センターの運営】 

①厚生労働科学研究（研究分担）の実施 
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   厚生労働科学研究費補助金の交付を受けて、障害者政策総合研究事業「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」に係る研究分担者の島田顧問（滋賀県

立障害者総合診療所所長）の研究協力者として研究の進展に寄与します。 

 

②福祉施策の課題検討 

   高齢福祉、障害福祉、生活保護等、多岐に及ぶ福祉分野の事業展開をする法人として、法制度

を把握するとともに、法制度上の課題について研究し、必要に応じて国への施策提案を行います。 
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（３） 養護老人ホームきぬがさ 事業計画 

 

Ⅰ．経営参画目標 

（１）独自目標 

   ①養護老人ホームの新たなサービスの展開 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

直営ならではの 

利点を生かした 

食事サービスの向上 

毎月サービス向上に向けた 

食事サービス会議の実施 
月１回以上 

食をテーマとした 

定期的な行事の実施 
月１回 月１回 月１回 

日中活動の充実 週１回 週１回 週１回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．４月より給食は委託業者から直営に変更します。直営ならではの利点や直営にしかできない

メリットを抽出し、利用者も食事をつくる側もより楽しくなるよう、あらゆる職種がサービ

ス会議に参加し、サービス向上に努めます。 

２．食をテーマとした定期的な行事の実施 

ホーム生活の中で楽しみである食事を通して、各デイルームにあるキッチン設備を活用し、

毎月１回程度の企画食事会を実施します。例えば、入所前に役割を担っておられた献立作成

や買い物、食事づくりまたは野菜づくり等を個々の能力に応じて行ってもらい、その活動を

通して、家庭的な雰囲気での日中活動の充実と利用者個々の健康づくりを支援します。 

３．利用者のニーズに応じて、小グループでの日中活動を計画していきます。利用者の特技・能

力を活用した生きがい活動（例えば、家事作業や地域清掃活動など）を充実させ、自立訓練・

在宅移行にも繋げていきます。 

 

 ②地域向け事業の推進 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

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 
実行委員会への参加 

事業実施 

実行委員会への参加 

事業実施 

川並地区高齢者サロンへ

の専門的支援 
７月実施 ２月実施 定期的に実施 

てんびん倶楽部への参加 会議への参加 会議への参加 会議への参加 

こども食堂の開催 
こども食堂の 

開始に向け情報収集 

こども食堂の 

開始に向け準備 

こども食堂の 

プレオープン 

  ＜目標達成のための取り組み事項＞ 

  １．五個荘地区認知症徘徊者早期発見保護訓練事業に引き続き参画し、実行委員会への参加、研

修スタッフの派遣、訓練事業への人員派遣等を行い地域福祉に貢献します。 
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２．川並自治会の高齢者サロン活動について、介護講座の職員派遣など協力支援します。 

また、地域貢献事業をすすめるにあたり、五個荘地区にある福祉医療関係者の集まりである

「てんびん倶楽部」に参加し地域ニーズを把握します。特にこども食堂は、地域ぐるみ、あ

るいは近隣の施設と合同で行えるように調整し進めて行きます。 

 

③地域向け訪問介護の充実と運営の安定化 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

契約者数 ５人 ７人 ７人 

訪問介護提供時間 ４５時間 ５５時間 ５５時間 

  ＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．昨年度より実施している地域向け訪問介護について、今年度も重度要介護者や認知症高齢者

支援など幅広いニーズに応じ、積極的に契約者数や提供時間を増やして運営の安定化と地域

貢献を図ります。 

 

 ④防災における近隣福祉施設や地元自治会との連携 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

地域防災の協議検討 （随時） （随時） （随時） 

  ＜目標達成のための取り組み事項＞ 

  １．平成２９年度において、近隣福祉施設や川並自治会と協議してきた地域防災について、引き

続き連携をはかり協議検討していきます。 

 

  ⑤地域の福祉人材の開発 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

びわこ学院大学との 

連携 

学生ボランティアの 

受入れ 

介護実習の受入れ 

学生ボランティアの 

受入れ 

介護実習の受入れ 

学生ボランティアの 

受入れ 

社会人等の 

ボランティアの受入れ 
積極的な受入れ 積極的な受入れ 積極的な受入れ 

  ＜目標達成のための取り組み事項＞ 

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け入れ

ていきます。受け入れに当たっては、これからの福祉の担い手として、仕事の魅力も伝え、

将来的には法人の人材確保につなげていきます。 

２．新たに介護福祉士等の専門職を養成する大学等へ、実習生の受け入れを働きかけていきます。 

 

⑥東近江エリア施設の相互協力体制の推進 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

東近江エリアでの 

事業連携 
連携に向けての検討 連携に向けての検討 連携に向けての検討 
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＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．東近江エリアでの活動について連携をはかり、相互に協力体制がとれるように検討していき

ます。 

 

⑦業務内容の再点検 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

業務の再点検 
業務内容と 

マニュアルの点検 

業務内容と 

マニュアルの点検 

業務内容と 

マニュアルの点検 

サービス向上に向けた 

月間目標の作成 
毎月各部署一題以上 毎月各部署一題以上 

PDCAサイクル 

による実施 

特定施設の検討 課題整理と検討（検討結果に基づく行動） 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．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、運営の中で出て

くる課題等を分析し必要であれば見直をしていきます。 

  ２．各部署において、重点的に取り組む月間目標を立てるとともに、PDCA サイクルを徹底させ

ることによりサービスを向上させます。 

  ３．特定施設については 本部と老人ホームながはま・養護老人ホームきぬがさと共同でプロジ

ェクトチームを立ち上げ検討を行います。 

 

（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 上期目標 下期目標 Ｈ30年度通期目標 

介護保険事業 ６０,８４２ ６０,８４２ １２１,６８４ 

老人福祉事業 １０９,９９３ １０９,９９２ ２１９,９８５ 

計 １７０,８３５ １７０,８３４ ３４１,６６９ 

  ＜事業活動による収入額目標達成のための取り組み事項＞ 

１．収入増 

・これまで培ってきた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

確保を図ります。 

 ２．支出減 

・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、早期修繕に努めま

す。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します。 
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②利用率（稼働率）・サービス提供時間 

区分 上期目標 下期目標 Ｈ30年度通期目標 

稼働率 ９６％ ９６％ ９６％ 

訪問介護時間 １８５０時間/月 １８５０時間/月 １８５０時間/月 

生活管理短期宿泊事業 1８３人 18２人 ３６５人 

  ＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．関係機関との連携のもと、困難ケースや緊急ケースの受け入れも積極的に行います。 

２．利用者の心身の健康保持のため適度な運動やレクリエーションへの参加を勧めるとともに疾

病の早期発見、早期治療に努めます。 

３．介護ニーズに応じて、訪問介護が必要な時間帯に適正な職員を配置します。 

 

③-１サービスの質の向上に向けた取り組み（リスクマネジメントを含む） 

区分 上期目標 下期目標 Ｈ30年度通期目標 

利用者満足度調査の実施 １回 １回 ２回 

家族満足度調査の実施 － １回 １回 

食事嗜好調査 １回 １回 ２回 

何でも相談日の実施 月１回 月１回 月１回 

  ＜目標達成のための取り組み事項＞ 

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きます。 

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、苦情解決第三者委員による「何

でも相談日」を毎月実施し、サービス改善の必要な内容があれば改善していきます。 

 

③-２リスクマネジメントに関する取組み 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

法人指針に基づく 

リスクマネジメントの実践 

マニュアルの 

作成 

マニュアルの 

実施 

マニュアルの 

実施 

ヒヤリハット事例分析 月１回以上 月１回以上 月１回以上 

事故予防検討会の開催 報告ごとに開催 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 １回以上 １回以上 ２回以上 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．法人のリスクマネジメント指針を全職員が理解し、指針に基づいたマニュアルを作成します。

それにより事例ごとの報告・検証を実施するとともに、定期的なまとめとして職員会議等で

ヒヤリハット・事故報告の分析・評価を行い、事故防止とサービス向上につなげます。また、

事故防止のための啓発・職員研修を重点的に取り組みます。 
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③-３ヒヤリハットの記録と報告 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

１階支援室 ２４件 ２４件 ４８件 

２階支援室 ２４件 ２４件 ４８件 

事務所 １０件 １０件 ２０件 

医務室 １０件 １０件 ２０件 

厨房 １０件 １０件 ２０件 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

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く力をつけ、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ます。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部署毎に目標値を定め推進します。 

 

④交通事故防止策（交通事故ゼロ目標） 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

交通事故発生件数 ０件 ０件 ０件 

啓発新聞等の掲示 随時 随時 随時 

職場内研修の実施 １回 １回 ２回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．余裕をもって出勤するように日頃から呼びかけます。 

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します。 

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します。 
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Ⅱ．能力開発目標 

（１）独自目標  

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

資
格
取
得 

社会福祉士 ― １名 １名 

介護福祉士 ― ２名 ２名 

介護支援専門員 ― １名 １名 

介護職員初任者研修 １名 １名 ２名 

専
門
知
識
・
研
修 

OJT の実施 
着任者の 

OJT の実施 
振り返りと評価 着任者の育成 

介護技術の向上 １名 １名 ２名 

知識取得（成年後見） １名 － １名 

知識取得（福祉用具） １名 － １名 

認
知
症
ケ
ア 

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 
１名 １名 ２名 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．資格取得については、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

し、モチベーションを高めます。 

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ます。ま

た、認知症ケアについては、毎年計画的に専門研修を受講しスキルアップを目指します。 

３．職責に応じた知識・技術を取得し、人材育成計画が示す人間力を高め、より良い利用者支援

につながる OJT体制を推進します。 
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（４）老人ホームながはま 事業計画 

 

Ⅰ．経営参画目標 

（１）独自目標 

   ①養護老人ホーム新たなサービス展開 

区分 H30年度通期目標 

施設定員増に伴う積極的な受入 ９０床満床 

＜目標達成のための取り組み事項＞  

１．施設満床を目指し、施設利用者の空き情報を各措置機関に提供し、広域的に受け入れる。 

２．空床を利用し短期宿泊事業、緊急一時保護事業、自立準備ホーム（受入は６０才以上）を実

施する。 

 

②専門的なサービスの質を高め、認知症・障害高齢者等ケアの充実に努める 

区分 上期目標 下期目標 Ｈ30 年度通期目標 

認知症・障害高齢者等の 

施設外研修への参加 
２人 ２人 ４人 

認知症・障害高齢者等の 

研究発表会への参加 
－ １回 １回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

  １．認知症・障害高齢者等の施設外研修に参加し、職員の資質向上に努める。 

  ２．認知症・障害高齢者等の介護実践を通し普段の取り組みや問題を提起し、成果を発表する。 

 

③湖北エリアの連携・協力体制 

区分 上期目標 下期目標 Ｈ30 年度通期目標 

連絡会議 ２回 ２回 ４回 

合同研修会の開催 １回 １回 ２回 

専門職実習 １人 １人 ２人 

利用者交流 １回 ２回 ３回 

＜目標達成のための取り組み事項＞  

１．湖北エリア活動内容の検討、進捗状況を検討し、充実した取り組みにつなげる。 

２．ながはま・ふくらでの研修によりケアの質の向上を図る。 

３．実習を通して、エリア間での専門職領域を広げる。 

４．ながはま「元気道場」、ふくら「喫茶、３Ｂ体操」で利用者の施設間交流を図る。 
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④社会貢献事業・施設の開放 

区分 上期目標 下期目標 Ｈ30年度通期目標 

「子ども食堂」の開催 毎月１回 毎月１回 毎月１回 

「子ども食堂」の啓発 ２回 ２回 ４回 

「仕事にきゃんせ」 

利用登録者 
９人 １０人 １０人 

 ＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．地域交流スペースを開放し、学生・地域ボランティアによる夕食作り・遊びなどを通して、

子どもが安心して過ごす事ができる居場所づくりを月１回行う。 

２．子ども食堂の啓発を行う。 

３．「仕事にきゃんせ」事業の啓発を引き続き行い、利用登録人数を１０人とする。 

 

⑤業務の再点検と効率的・効果的な運営の推進 

区分 上期目標 下期目標 Ｈ30年度通期目標 

特定施設一般型の検討 課題整理 検討 
特定施設一般型 

実施に向けた検討 

業務改善委員会の開催 ３回 ３回 ６回 

 ＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．プロジェクトチームを立ち上げ検討を行う。 

２．業務改善委員会で定期的に業務の改善を提案する。 

 

（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 上期目標 下期目標 Ｈ30年度通期目標 

入所（措置費） ７５,７００ ７５,７０７ １５１,４０７ 

入所（介護報酬） ３６,１００ ３６,２０７ ７２,３０７ 

通所（介護報酬） １６,２００ １６,３３１ ３２,５３１ 

合計 １２８,０００ １２８,２４５ ２５６,２４５ 

  ＜目標達成のための取り組み事項＞ 

  １．収入増 

  ・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、広域的に受け入れる。 

  ・要介護状態にある利用者に対し、適正なサービスの提供を行う。 

  ・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。 

２．支出減 

  ・毎月の光熱水費の使用料をグラフ化したものを掲示し、職員および利用者へ経費節減を依頼

し、前年度比△1％の削減を行う。 
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②利用率（稼働率）・サービス提供時間 

 区分 上期目標 下期目標 Ｈ30年度通期目標 

入所在籍率（入院者含む） ９７％ ９７％ ９７％ 

     （入院者除く） ９５％ ９５％ ９５％ 

特定契約者数 ４２名 ４２名 ４２名 

訪問介護提供時間 １,１００時間 １,１００時間 １,１００時間 

通所稼働率 ８０％ ８０％ ８０％ 

  ＜目標達成のための取り組み事項＞ 

 １．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。 

２．特定施設の契約者を維持し、適切なサービスを提供するため訪問介護の提供時間を維持する。 

３．通所利用者の増に繋げるため、各居宅介護支援事業所に空き情報を提供し、新規契約者を増

やす。 

 ４．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。 

 

③サービスの質の向上に向けた取り組み（リスクマネジメントを含む） 

区分 上期目標 下期目標 Ｈ30年度通期目標 

ケアプランの充実 １回 １回 ２回 

施設内研修の参加率 ７０％ ７０％ ７０％ 

利用者サービス満足度調査 １回 １回 ２回 

食事満足度調査 １回 １回 ２回 

家族アンケートの実施 － １回 １回 

事故防止研修会 １回 １回 ２回 

事故・ヒヤリの是正 毎月１回 毎月１回 毎月１回 

マニュアルの策定 策定 － マニュアルの策定 

＜目標達成のための取り組み事項＞  

１．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。 

２．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維持する。 

３．満足度調査（利用者サービス、食事・嗜好調査）を実施し、低評価については検討を行い改

善に努める。 

４．家族アンケートを実施し、家族ニーズを把握し、施設運営に活かす。 

５．事故防止のための啓発・研修会を実施する。 

６．ヒヤリハットについては、事故に繋がらないように毎月１回、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。 

７．リスクマネジメントに関する取り組み指針に基づく、マニュアルの策定を行う。 
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④交通事故予防策（交通事故ゼロ目標） 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

交通事故発生件数 ０件 ０件 ０件 

事故防止研修会 １回 １回 ２回 

   ＜目標達成のための取り組み事項＞  

 １．出勤・退勤時は体調管理に努めると共に、時間に余裕をもって行動するよう指導する。 

２．春・秋の交通安全運動期間を利用し、事故防止意識の強化を図る。 

 

Ⅱ．能力開発目標 

（１）独自目標 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

介護福祉士・介護支援専門員 

の資格取得 
－ １人 １人 

介護実務者研修受講 － １人 １人 

メンター（ブラザー・ 

シスター）制度の導入 
－ － １人 

基礎介護研修 １回 ２回 ３回 

アセスメント研修 １回 １回 ２回 

 ＜目標達成のための取り組み事項＞ 

 １．受験資格者に情報提供し、受験希望者には、必要に応じて勉強会に参加出来るよう配慮する。 

 ２．訪問介護員または、介護福祉士の資格取得のため、実務者研修を受講してもらう。 

  ３．メンター（ブラザー・シスター）制度を導入し、新人職員の指導を行うとともに指導する職

員の成長を図る。 

４．基礎介護（食事、入浴、排泄等）に関する研修会を開催し、基礎介護技術の向上を図る。 

５．アセスメント研修会を開催し、自立支援に向けたケアを実践するため、アセスメントの向上

を図る。 
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（５） 特別養護老人ホームふくら 事業計画 

 

Ⅰ．経営参画目標 

（１）独自目標 

①認知症ケアの専門性の向上 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

認知症専門研修の 

受講 

認知症介護実践者研修 

１名 

認知症介護基礎研修 

２名 

 

認知症介護実践者研修 

１名 

認知症介護実践 

リーダー研修１名 

内部研修会１回 

認知症介護の外部研修

５名 

 

 

内部研修会１回 

  ＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．認知症専門研修を受講し、日々の実践を通じて認知症ケアの質の向上を図る。 

 

②権利擁護意識の向上を図り質の高い支援を目指す 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

権利擁護気づき報告書

の提出 
４０枚 ４０枚 ８０枚 

気づき通信「Carry 

on！」の発行 
３枚 ３枚 ６枚 

権利擁護研修会及び 

事例検討会開催 
権利擁護研修１回 事例検討会１回 ２回 

気づき報告書から 

虐待防止等への是正 
２件 ３件 ５件 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．毎月「気づきデイ」を決めて意識づけを行い、報告書の提出に繋げる。 

２．権利擁護気づき報告書の内容をフィードバックする気づき通信「Carry on！」を発行し、権

利擁護の意識を高める。 

３．権利擁護研修会及び、気づき報告書から事例検討会を開催し、職員の権利擁護意識向上に繋

げる。 

４．気づき報告書の内容から、虐待防止及び利用者支援での具体的改善に繋げる。 
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③業務改善により利用者支援の向上と職場環境の改善を図る 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

業務マニュアルの 

見直し検討会 
１回 １回 ２回 

委員会活動の充実 

食事ケア委員会 ３回 

排泄ケア委員会 ３回 

ポジショニング委員会 

３回 

入浴ケア委員会 ３回 

食事ケア委員会 ３回 

排泄ケア委員会 ３回 

ポジショニング委員会 

３回 

入浴ケア委員会 ３回 

各委員会の開催 

６回 

 ＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．食事ケア、排泄ケア、ポジショニングの各委員会で策定したマニュアルについて、実践を通

じて検証を行う。また、入浴ケア委員会はマニュアル作成を行う。 

２．各委員会での活動やコラボすることで、利用者サービスの向上に繋げ、業務のスリム化を図

る。 

 

④湖北エリア活動を充実により、利用者サービスと専門性の向上を図る 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

連絡会議 ２回 ２回 ４回 

合同研修会 １回 １回 ２回 

専門職実習 １名 １名 ２名 

利用者交流 １回 １回 ２回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．エリア活動内容の検討、進捗状況を確認し、充実した取り組みに繋げる。 

２．ながはま・ふくらでの研修により、ケアの質の向上を図る。 

３．実習を通じて、エリア間での専門職領域を広げる。 

４．ながはまの「元気道場」にふくら利用者が、「ふくら喫茶、３B体操」にながはま利用者が参

加し、施設間交流を図る。 

 

⑤ふくらでの暮らしの延長上で豊かな看取りケアを提供する 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

看取り介護の 

内部研修会の開催 
１回 １回 ２回 

家族参加の看取り 

カンファレンスの開催 
１０ケース １０ケース ２０ケース 

偲びのカンファレンスの 

自己評価（支援員） 

自己評価 

３.６ 

自己評価 

３.６ 

自己評価 

３.６ 

看取り満足度アンケート 

（ご家族） 

満足度 

９５％ 

満足度 

９５％ 

満足度 

９５％ 
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＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．看取りケアの質の向上及び、職員の心身の負担軽減を目的としたアンガーマネジメント研修

を開催する。 

２．看取り期への移行時に、家族カンファレンスを開催しご家族の意向を確認し、本人、家族共

に豊かな時間の提供と悔いが残らないようにする。 

３．看取り後の偲びのカンファレンスで、看取りケアを振り返り、気持ちを整理し共有し、職員

一人ひとりが自己評価を行う。 

４．看取りサービス計画のモニタリングとアンケートを送付し、ご家族に評価していただく。 

 

⑥ふくらノウハウを地域へ還元する 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

ふくら広場の開催 ２回 ２回 ４回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．出前講座「ふくら広場」として、介護保険制度、リハビリ体操、レクリエーション等ニーズ

に合わせた内容で地域サロン等へ出向く。 

 

⑦ふくらの改築整備に向けて新施設で提供するケアのあり方を考える 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．新施設でのケアやサービス提供の内容について勉強会等を行う。 

 

（２）各施設等共通目標 

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

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

入 所 １６４,４６０ １６４,４５９ ３２８,９１９ 

短 期 １３,７５０ １３,７５０ ２７,５００ 

通 所 ２２,９６７ ２２,９６７ ４５,９３４ 

居 宅 ５,１５０ ５,１５０ １０,３００ 

さくら番場 １６,７６２ １６,７６１ ３３,５２３ 

計 ２２３,０８９ ２２３,０８７ ４４６,１７６ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．収入増 

・各事業において、目標稼働率を達成できるようにする。 

・入所の平均介護度４.２を下回らないように意識し、状態の変化に応じて適宜区分変更を行う。 

・各事業における現状の加算収入を維持し、新規加算の算定ができる体制整備に努める。 

２．支出減 

・光熱水費・消耗品の節約を表示やポスター等で職員に周知する。 

・通期に亘り感染症が発症しないように取り組む。 

・毎月の支出状況を確認し、是正改善を継続的に行う。 
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②利用率（稼働率）・サービス提供時間 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

入所 ９８.５％ ９８.５％ ９８.５％ 

短期 １１２.８％ １１２.８％ １１２.８％ 

入所＋短期 ９９.５％ ９９.５％ ９９.５％ 

通所（介護） ８１.０％ ８１.０％ ８１.０％ 

通所（総合事業） ３３.０％ ３３.０％ ３３.０％ 

居宅（介護） ９５.５％ ９５.５％ ９５.５％ 

居宅（予防） ８５.５％ ８５.５％ ８５.５％ 

さくら番場 ７６.０％ ７６.０％ ７６.０％ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

【入所】 

１．退所から入所までの期間は７日以内を目標にする。 

２．利用者の健康管理により疾病の早期発見に努め、できるだけ入院を避ける。 

３．困難ケース（措置入所）等の依頼にも柔軟に対応する。 

【短期】 

１．ご家族及び各事業所のケアマネージャーとの信頼関係の構築に努め、定期的に空き情報を発

信する。 

２．キャンセル待ちを把握し、入院等による空床ベッドを迅速に稼動する。 

３．緊急ショート依頼にも柔軟に対応する。 

  【通所】 

１．日頃から各居宅介護支援事業所ケアマネージャー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。 

２．ケアマネ・ご家族との信頼関係を構築し、段階的に利用日数を増やせるようにする。 

３．通所たよりの「ふくふく」を毎月発行し、ケアマネージャー、ご家族へサービス内容及び空

き情報を発信する。 

４．キャンセルされた場合は、振り替え利用や家族の希望日の利用等柔軟に対応する。 

５．「ふくら広場」で地域サロン等に積極的に参加し、情報発信を続ける。 

【居宅】 

 １．地域包括、行政、医療機関などの関係機関との関係を密にし、新規利用者の受け入れ可能情

報を発信していく。 

２．「ふくら広場」で地域サロン等に積極的に参加し、情報発信を続ける。 

３．要支援ケースの稼働率を維持し、将来の要介護ケース確保へ繋げる。 

４．利用者の状態を見極め、適宜区分変更を進めていく。 

５．入退院や老健入所を回避できるような支援を心がけ、稼働率の低下を予防する。 

６．在宅看取りを目指した支援を行い、できる限り自宅で過ごしてもらえるようにする。 
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【さくら番場】 

１．日頃から各事業所のケアマネと情報伝達等で関係性を深め、新規利用者及び登録者増に繋げ

る。 

２．ケアマネージャー・ご家族との信頼関係の構築を図り、段階的に利用日数を増やせるように

する。 

３．利用日に受診等でキャンセルされた場合は、振り替え利用等柔軟に対応する。 

４．「ふくら広場」で地域サロン等に積極的に参加し、情報発信を行う。 

５．利用者の体調観察を行い、必要に応じて早期に受診を勧め、長期間利用中止にならないよう

対応する。 

 

③-１サービスの質の向上に向けた取り組み（リスクマネジメントを含む） 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

利用者満足度 

（５段階評価） 

平均満足度 

４.２ 

平均満足度 

４.２ 

平均満足度 

４.２ 

家族満足度 

（サービス計画の評価） 

平均満足度 

４.２ 

平均満足度 

４.２ 

平均満足度 

４.２ 

利用者食事満足度 

（嗜好調査） 

平均満足度 

４.２ 

平均満足度 

４.２ 

平均満足度 

４.２ 

施設内研修参加率 ７５％ ７５％ ７５％ 

家族参加 

カンファレンスの開催 
６ケース ６ケース １２ケース 

福祉資格取得 － 
福祉資格取得者  

２名 

福祉資格取得者  

２名 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．年２回、利用者・ご家族の満足度アンケートを行い、サービスを振り返り、個別サービス計

画についての評価もいただく。 

２．家族を交えたカンファレンスを開催し、家族ニーズを引き出しサービス向上に繋げる。 

３．介護福祉士・介護支援専門員・社会福祉士等の福祉資格取得を奨励し、介護福祉士受験につ

いては、ふくらで受験対策講座を開催する。 

 

③-２リスクマネジメントの取り組み 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

感染症発生 0 件 0 件 0 件 

ふくら 

リスクマネジメント 

マニュアルの策定と周知 

ふくら 

リスクマネジメント 

マニュアルの作成 

マニュアルに 

基づく実践 

マニュアルの 

策定研修会 １回 

ヒヤリハット内容の 

周知 

セクション毎の 

勉強会 １回 

セクション毎の 

勉強会 １回 

セクション毎の 

勉強会 ２回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 
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１．通期に亘り、感染症の持ち込みがないよう注意喚起を行う。また、発生時の初期対応を徹底

し、蔓延防止に努める。 

２．法人のリスクマネジメントに関する取り組み指針に基づき、ふくらのリスクマネジメントマ

ニュアルを作成し、検証を行い、リスク回避ができるようにする。 

３．各セクションでの情報共有のため、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けるようにする。 

 

④交通事故防止策（交通事故ゼロ目標） 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

法人車両事故 ０件 ０件 ０件 

自家用車事故 ０件 ０件 ０件 

事故防止研修会 １回 １回 ２回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．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周知する。 

２．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。 

 

Ⅱ．能力開発目標 

（１）独自目標 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

接遇マナーの向上 基礎研修 １回 応用研修 １回 接遇研修 ２回 

基礎介護技術の向上 
介護技術研修 

１回 

介護技術研修 

１回 
介護技術研修 ２回 

外部研究発表 ３事例 ３事例 

重度者の対応 
喀痰吸引研修 

１名 

喀痰吸引実地研修 

２名 

喀痰吸引等研修 

３名 

ＯＪＴの実践 
中堅職員による 

ＯＪＴ研修 １回 

リーダーによる 

中堅職員研修 １回 
ＯＪＴ研修 ２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 

評価表による 

自己評価 １回 

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＞ 

１．心地よい接遇技術を習得し、利用者・ご家族、外来者に対して状況に応じた柔軟な対応がで

きるように育成していく。 

２．介護技術研修を通じて、利用者にも職員にも負担のない介護技術を習得する。 

３．取り組みを外部で発表することで、スキルアップとモチベーションに繋げる。 

４．指導看護師による、喀痰吸引実地研修をふくらで実習し、認定特定行為業務従事者として登

録できるようにする。 

５．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。 
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６．支援員評価表で自己評価を行い、自身の強みと弱みを知ることで、スキルアップできるよう

に育成していく。 
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（６） デイサービスセンターらく 事業計画 

 

Ⅰ．経営参画目標  

（１）独自目標 

①人材育成と稼働率の安定 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

人材育成と 

稼働率の安定 

OJT 活用による 

職員意識の共有 

OJT 活用による 

職員意識の共有 

地域密着型稼働率 

８０％ 

利用者の柔軟な 

受け入れ（継続） 

地域密着型と 

認知症対応型の連携 

地域密着型と 

認知症対応型の連携 

認知症対応型稼働率 

７０％ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．同時期に複数の職員が妊娠・出産・子育て・親の介護などの状況を迎えていることを意識し、

日常の介護現場での OJT を通じてチームスキルと意識の向上をはかり、職員の休暇などに

よる影響を最小限にとどめながら、月平均稼働率８０％を達成目標とする。 

２．事業の認知度を高め、地域のケアマネージャーとの連携を密にし、空き状況の案内を適宜行

っていく。（湖南市認知症地域支援推進事業の事業存続が未定） 

３．らくの特性を発揮し、地域密着型と認知症対応型の連携から、利用者の柔軟な受け入れを行

うことで稼働率アップに繋がるようにする。 

４．日常生活支援総合事業における介護予防生活支援サービス（通所型）を継続し、利用者の自

立に向けた介護予防に取り組む。 

 

（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 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

地域密着型通所介護 １７,０２０ １７,０２０ ３４,０４０ 

認知症対応型通所介護 １２,８０３ １２,８０４ ２５,６０７ 

日常生活支援総合事業 ３４８ ３４９ ６９７ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．収入増 

・長期化・重介護化している利用者のプラン見直しを行い、施設が提供する介護サービスに見

合った利用者の獲得に努める。 

２．支出減 

・日常経費支出の見直しを行い、利用者支援に影響の無い範囲で支出を抑制する。 

・勤務シフトを細かく調整し、超過勤務改善に努める。 

 

 

 

 



36 

②利用率（稼働率）・サービス提供時間 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

地域密着型通所介護 ８０％ ８０％ ８０％ 

認知症対応型通所介護 ７０％ ７０％ ７０％ 

日常生活支援総合事業 ２０％ ２０％ ２０％ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．小規模の特色を活かし、地域密着型と認知症対応型の連携で受け入れの幅を広く持つ。また、

現状の通所介護サービスに見合った利用者構成にしていくことを継続する。 

２．おとなの学校メゾット（回想法）を取り入れ、他事業所にないオリジナリティーを強化する。

（プログラム内容の見直しは継続する） 

 

③サービスの質の向上に向けた取り組み（リスクマネジメントを含む） 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

介護技術・専門知識等の 

研修受講 
延６名以上 延６名以上 延１２名以上 

満足度調査 １回実施 １回実施 計２回実施 

嗜好調査 １回実施 １回実施 計２回実施 

定例運営会議の活用と 

リスクマネジメント 

体制確立への準備 

報告と検証・分析 

推進方法の検討 

報告と検証・分析 

ＰＤＣＡの活用 

年間１２回 

リスクマネージャーの 

試行 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．湖南市介護保険事業者連絡会（ほほえみネットこなん）主催の研修会等を中心に、地域の研

修会に積極的に職員を派遣し、介護技術・専門知識の修得を行う。 

２．満足度調査・嗜好調査の結果を検証し、指摘事項をプラスとして受け止め、改善修正を積み

上げることにより介護サービスの質を高める。 

３．定例運営会議での報告と検証を継続。また、事業所やエリアとしてのリスクマネジメント体

制確立に向けた試行と準備を行う。 

 

   ④交通事故防止策（交通事故ゼロ目標） 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

運転技術の確認 １回 １回 計２回 

交通安全運転 

管理者協会研修 

若年運転者交通安全 

運転研修受講 
なし 計１回 

定例運営会議の活用 
事故報告を基にした 

安全運転の検証 

事故報告を基にした 

安全運転の検証 
計１２回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．外部研修を活用し、交通安全に対する意識向上・技術向上を目指す。 
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２．事故事例（報告）を基に、季節・曜日・時間帯・地域などからハイリスク帯を導き、全員共

通の意識を持つことで、交通事故発生ゼロを目指す。 

３．れがーとエリア内の定例運営会議を活用し、各施設の事故・ヒヤリハット報告の分析を事故

予防につなげられるようにする。 

 

Ⅱ．能力開発目標 ＜エリア目標として＞  

（１）独自目標 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

人材育成と 

展開力のアップ 

多機能な働き方の 

OJT トレーニング 

多機能な働き方の 

OJT トレーニング 
新人職員の養成 

ケアスキルの向上 
外部研修等の活用 

介護技術の基礎反復 

国家資格受験 

介護技術の基礎反復 

資格の取得 

介護スキルの向上 

総合力を高める 所属外の事業理解 
法人理念と 

経営方針の再認識 

人間力・技術力・実務力 

の向上 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．新規採用職員・経験の浅い職員を中心に、施設介護および居宅介護業務を兼務させることに

より、幅広い介護力を身に付け、将来的に多機能な働き方ができるよう育成する。 

２．受験資格のある職員には、国家資格取得に向けた支援をおこなう。また、介護技術の基礎反

復として、理学療法士等による研修の機会を数多く設ける。 

３．エリア全職員が法人理念と経営方針を再学習し、目標参画システムと連動させることで、よ

り効果的に人間力・実務力・技術力の向上を図り、最終的には職員個々のスキルアップに繋

げる。 

４．高齢・障害の分野に関わらず、利用者やその家族が抱える事柄を理解し、暮らし辛さやスト

レス感に寄り添える感性を磨くことで、「思考し、議論し、実践する」集団形成を目指す。 
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（７） ひのたに園 事業計画 

 

Ⅰ．経営参画目標 

（１）独自目標 

①ひのたに園地域移行訓練プログラムの確立 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

地域生活移行支援 

地域移行プログラムの 

内容の検討 

地域移行プログラムの 

確立 

地域移行プログラムの 

確立 

生活訓練室の活用 

（１０名） 

地域移行者（１５名） 

生活訓練室の活用 

（１０名） 

地域移行者（１５名） 

生活訓練室の活用 

（２０名） 

地域移行者（３０名） 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．地域移行訓練プログラムの立案・実施（マニュアル化）。 

２．対象利用者の個別支援計画に地域移行を入れ込む。 

３．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。 

４．職員の就労支援スキル向上のため、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。 

５．地域移行を目指した生活訓練室の使用規程を見直し利用を進める。 

６．各福祉事務所等と連携を行い、積極的に地域移行ができるように支援していく。 

 

②救護施設の業務の再点検と適正配置 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

業務の再点検と 

職員の適正配置 

新業務マニュアルの 

推進の進捗状況の把握 

新業務マニュアルの 

推進の進捗状況の 

定期的な見直し 

新業務マニュアルの 

推進の進捗状況の 

定期的な見直し 

各グループの 

日中活動の推進の 

仕組みづくり 

各グループの 

日中活動の推進の 

見直し 

日中活動の 

計画に基づいた 

円滑な実施 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．６グループの日中活動に沿った業務マニュアルの進捗状況の把握。 

２．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の見直

し。 

３．マニュアル委員会を立ち上げ２か月に１回会議を開催する。 
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③一時入所事業の実施 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

一時入所事業の推進 
一時入所事業の 

受入人数（２名） 

一時入所事業の 

受入人数（２名） 

一時入所事業の 

受入人数（４名） 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．入所時に退所予定のある利用者に対して一時入所事業の利用を進める。 

 

④地域貢献事業 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

地域での 

断酒会の開催 

断酒会の開催 

（４回） 

断酒会の開催 

（４回） 

断酒会の開催 

（8 回） 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．日野町保健センター等に呼びかけ地域でひのたに園断酒会を開催する。各福祉事務所に断酒

会の開催状況を伝える。 

 

（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 上期目標 下期目標 Ｈ30年度通期目標 

事業活動収入 １２９,０３０ １３０,１２５ ２５９,１５５ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．収入増 

  ・平成２９年度より一時入所事業を開始し、収入増につなげる。 

２．支出減 

・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。 

 

②利用率（稼働率）・サービス提供時間 

区分 上期目標 下期目標 Ｈ30年度通期目標 

月初在籍者数 ９５％ ９５％ ９５％ 

入院を除く年間稼働率 ９２％ ９２％ ９２％ 

 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．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。 

２．個別に合わせた日中活動等を行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。 

３．地域でのケース会議等に参加し、地域の福祉関係者とのネットワークを確立するなかで、利

用者の積極的な受け入れに努める。 
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③サービスの質の向上に向けた取り組み（リスクマネジメントを含む） 

区分 上期目標 下期目標 Ｈ30年度通期目標 

リスクマジメント 

マニュアルの策定 
マニュアルの作成 研修の実施 マニュアルの策定 

利用者満足度調査 １回 １回 ２回 

食事満足度調査 １回 １回 ２回 

サービス点検調査 － １回 １回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．リスクマネジメントに関する取り組み指針に基づくマニュアルの策定を行う。 

２．各種調査により利用者ニーズを把握し、サービスの改善・向上に努める。 

３．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。 

４．利用者の状況を踏まえた業務マニュアルの進捗状況と見直しを行う。 

５．平成２９年度外部有識者によるサービス点検調査の実施結果指摘事項の改善に努める。 

６．ひのたに園運営協議会にでた意見を生かす。 

７．第三者委員による「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は改善

に努める。 

 

④交通事故防止策（交通事故ゼロ目標） 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

交通事故発生件数 ゼロ ゼロ ゼロ 

研修会の開催 １回 － １回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．交通事故ゼロに向けた職員研修会を年１回実施する。 

２．余裕をもって出勤するように日頃から呼びかける。 

３．宿直明けは、できるだけ定時で退園できるように促す。 

４．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。 

 

Ⅱ 能力開発目標 

（１）独自目標 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

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 ２名 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．資格取得についての受験講座を開く。 

２．自己啓発手当受給者には、各種研修会等への参加を促す。 

３．法人の人材育成計画と連携して実施する。 
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（８） 滋賀県立むれやま荘 事業計画 

 

Ⅰ．経営参画目標 

（１）独自目標 

①事業の確立 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

１．新たな機能の開発 試行（協議の継続） 実施 施設運営の安定 

２．自立準備訓練の 

充実 
プログラムの確立 

計画に基づく 

訓練の実施 
訓練内容の確立 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．昨年度から発足した日中ＰＰＴ（プログラム・プロジェクト・チーム）による高次脳機能障

害（生活介護事業）に沿ったプログラムの実施および継続事業（機能・生活訓練、就労移行

支援）ごとの定員の見直しをすることで、施設運営の安定化を図る。 

２．個々の目標に応じた自立準備訓練（ADL 室を利用した訓練）をプログラム化することで、

利用者の目標達成を評価できるよう訓練の流れを確立する。 

 

   ②営業活動の継続 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

１．県立リハセンター 

との連携強化 
４人以上 ４人以上 ８人以上/年 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．県立リハビリセンターとの連携強化（訪問：１回/月）に努めることで、８名以上（年間）の

新規利用者を確保する。（近年では、７名/年が最高利用者である。） 

 

（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 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

機能訓練 ２０,７２５ ２０,７２５ ４１,４５０ 

生活訓練 １４,９０２ １４,９０２ ２９,８０４ 

就労支援 ５,１５４ ５,１５３ １０,３０７ 

入所支援 ７０,１６２ ７０,１６２ １４０,３２４ 

短期入所 ３,２２９ ３,２２９ ６,４５８ 

診療所 ２,５３２ ２,５３１ ５,０６３ 

計 １１６,７０４ １１６,７０２ ２３３,４０６ 
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＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．収入増 

・医療機関、行政機関、地域の支援機関、居宅介護支援事業所、養護学校等を対象に、施設の

機能や役割、利用条件、入所手続き等を説明する「施設サービス説明会」を３回以上開催す

る。また、県内および近県の回復期病棟（特に、県立リハビリセンター、京都大原記念病院、

南草津病院、琵琶湖中央病院、野洲病院）および市町地域包括支援センター等への営業活動

と併行して施設利用の啓発に努めることで、県内から広く利用できる資源の提供を行う。 

２．支出減 

・利用者の日常生活に影響がでない範囲で水道光熱費等の固定経費の削減を行う。また、電気

の使用には、デマンド装置を活用しての省エネやガスの効果的な使用方法を探ることで、支

出減に努める。 

・節水装置（２１ヶ所）を取り付けることで、上水道の削減に努める。 

・施設の環境整備等の費用を縮減していくことで、支出減に努める。（日常の環境整備に心が

け、大切に物を扱う。また、老朽化した設備でのトラブルは可能な限り職員で対応する。） 

・消耗品等の使用制限することで、節約を周知徹底する。 

・交通事故や介護事故を起こさないことで、無駄な支出の削減に努める。 

 

②利用率（稼働率）・サービス提供時間 

区分（定員） 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

機能訓練 （３０名） ６６.６％ ６６.６％ ６６.６％ 

生活訓練 （１８名） ８４.４％ ８４.４％ ８４.４％ 

就労支援 （１２名） ３３.３％ ３３.３％ ３３.３％ 

入所支援 （６０名） ５１.６％ ５１.６％ ５１.６％ 

短期入所 ３３０人 ３３０人 ６６０人 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．休日の有効活用として、第１・第３土曜日に機能訓練と余暇活動日を設けることで、休日時

のサービスの向上に努める。 

２．当荘にて施設サービス説明会や見学会を開催することで、施設の役割や機能を啓発し、施設

利用の向上に努める。また、県内や京都府の回復期病棟（特に上記５病院）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施設利用につなげる。 

３．通年にて、感染症（感染性胃腸炎やインフルエンザ等）に留意し、感染拡大予防に努める

ことで、感染症による利用（短期入所等）低下を防ぐ。 

４．空床ベッドの有効活用することで、積極的な短期入所利用につなげる。（自立支援協議会お

よびホームページ等を利用して利用促進のための情報提供を行う。） 

５．高次脳機能障害利用者等の受け入れ態勢として、職員研修や柔軟な勤務体制をとり入れる

ことで、利用促進を行う。 

６．ボランティア等の外部者からの支援強化を図ることで、サークル活動等を通して社会参加

できる可能性を広げる。 
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③サービスの質の向上に向けた取り組み（リスクマネジメントを含む） 

区分 

（５段階による平均値） 
上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

利用者満足度調査 ３.７ ３.７ ３.７ 

利用者食事満足度調査 ３.７ ３.７ ３.７ 

ボランティア満足度調査 － ３.７ ３.７ 

ヒヤリハット ５０件以上 ５０件以上 １００件以上 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．満足度調査等を実施し、利用者やボランティアの生の声を聞き受け入れることで、サービス

改善やサービス向上に努める。 

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、共有および分析（利用

者像、場所、時間帯等）を行い、事故につなげない。 

 

   ④交通事故防止策（交通事故ゼロ目標） 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

通勤途上及び業務時の運転 ０件 ０件 ０件 

休日運転 ０件 ０件 ０件 

交通安全研修 １回（春季） １回（秋季） ２回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．全国交通安全運動に合わせて、特に上期（春季は 4月 6日～4月 15日）、下期（秋は 9 月

21 日～9月 30日）には安全運転啓発活動および研修（２回/年）を実施する。また、朝礼

等で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をかけることで、交通事故

件数「０：ゼロ」を目指す。 

２．事故当事者（職員）の長期休職による職員不足を発生させないことで（他職員へ負担増にな

らないよう意識付けを行う。）、交通事故等に係る諸経費等の支出を減らす。  
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http://ja.wikipedia.org/wiki/4%E6%9C%8815%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/9%E6%9C%8821%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/9%E6%9C%8821%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/9%E6%9C%8830%E6%97%A5
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Ⅱ．能力開発目標 

（１）独自目標 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

１．人権擁護の意識付け 
研修参加 

０.５回/職員 

研修参加 

０.５回/職員 

研修参加 

１回/職員 

２．講師の確立 

（専門的支援力の習得） 
０.５回/職員 ０.５回/職員 １回/職員 

３．支援力の向上 

（高次脳機能障害の理解） 

勉強会参加 

０.５回/職員 

勉強会参加 

０.５回/職員 

勉強会参加 

１回/職員 

４．支援力の強化 

（業務改革による可視化） 

改善案の 

提出・実行 

改善案の 

実行・評価 
１項目以上 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．人権擁護の意識付け（人間力） 

・人権感覚の構築のための研修（同和問題も含む）、または社会人としてのマナー（基本的な接

遇の習熟）の研修に参加することで、人権意識の向上と確立を図る。 

２．講師の確立（技術力） 

・ＯＪＴ研修の充実として、先進施設への派遣職員による復命伝達研修を活用することで、内

部研修講師の確立を図る。 

３．支援力の向上（技術力） 

・ＯＴ、ＳＴを中心に勉強会を行い、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。 

４．支援力の強化（実務力） 

・属人化された業務や自己流のやり方での業務の可視化を目的に、職員からの業務改善案を求

め、三段階にて「すぐ対応できること」「準備できたら対応できること」「継続協議が必要な

こと」にわけ、インセンティブ（表彰等）による職員のやる気や意欲を引き出すことで、質

の高い支援力を強化する。 
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（９） 滋賀県立信楽学園 事業計画 

 

Ⅰ．経営参画目標 

（１）独自目標 

①信楽学園の機能についての見直し 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

県の方向性の確認

と協議の継続 

近江学園の整備基本計画

の検討により、県が示し

ている近江、信楽の両園

の機能整理の方向を確認

し、それに沿った運営を

していく。またその準備

に対しての計画を県と協

議しながら、立てていく。

一方で両園の再統合とい

う結論が出た場合につい

ても、県と確認しながら、

以降の計画等を作成し、

準備、運営に生かしてい

く。 

上期の状況次第では

あるが、県から示され

ている機能整理をも

とに、現状の見直しを

含め検討を進めてい

く。見直しの中で早期

に実現できること、そ

うでないことの優先

順位を決め、できるこ

とから実施していく。 

指定管理期間中ではあ

るが、今後のあり方に

ついてもはっきりとし

ていない状況で、県や

関係機関などとの協議

を重ねながら、一年ご

とではなく、もう少し

長いビジョンでの学園

の運営について検討で

きるように、県に働き

かけていく。 

発達障害児の 

支援拠点としての

機能の整備 

県から示されている、機

能整理の内容を県と確認

し、実施に向けたスケジ

ュール表を作成する。 

スケジュール表をも

とに検討行い、県をは

じめ関係機関を交え、

具体的な協議を進め

ていく。 

県との協議を重ねて、

方向性を確定させる。

その上で、具体的に進

めていく。 

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

関する先進地施設に職員

を派遣し、座学だけでな

く、実際の現場での発達

障害に対する関わりを学

んで、身につけてもらう。 

発達障害、社会的養護

に関する先進地施設

に職員を派遣し、座学

だけでなく、実際の現

場での発達障害に対

する関わりを学んで、

身につけてもらう。 

直接処遇の現場で、監

事、身につけたスキル

を個人だけのものでは

なく、復命による研修

を通して、全職員に共

有できるようにする。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

◎平成３０年度からの滋賀県障害者プラン（Ｈ30～32）の重点施策（改訂部分）の中で、信楽

学園に直接かかわる点において、以下のことがあげられているため、その点にも考慮して計画

を立てることとする。 

・学齢後期から成人期における発達障害のある人への支援の充実とスキルの向上 

・障害児入所施設におけるより家庭に近い暮らしの提供など機能の充実 
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◎また県立障害児入所施設を取り巻く状況において、近江学園の建て替えに際し、県障害福祉課

から、２園の機能の整理が行われ、方向性が示された。そのことも上記の障害者プランと合わ

せて計画に反映させていくこととする。 

◎しかしながら、上記の機能整理の内容について県障害福祉課からは、時期等の具体的な話は伺

ってはおらず、方向性のこととして計画に入れ込むこととする。 

１．いずれの項目についても、県との協議は不可欠で、その結論次第で検討内容の変更が生じる

ことも出てくると想像される。 

２．支援力向上への取り組みには、法人内の事業所の協力を得ながら、一定期間の現場研修を視

野に入れての検討していきたい。例えば、ジョブカレ、じょいなす、発達障害者支援センタ

ーなどとの連携。 

３．入所決定に関する子ども家庭相談センター、障害福祉課とは継続して協議はしていくが、市

町の教育委員会や中学校特別支援級の担当教諭、児童の保護者あてに、学校（一般高校、高

等養護学校、養護学校高等部など）と学園の大きな違い、学園利用の大きな強みを検討し、

アピールする場を学園自ら作っていく。 

 

②社会体験プロジェクトの推進 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

集団における 

体験事業の実施 
０回 １回 １回 

個別における 

体験事業の実施 
１７回 １６回 ３３回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

◎昨年度より本格的に実施した事業。昨年度は寮単位での実施が主となったが、平成３０年度は

より個別な目的（個別支援計画）に則り、個別なプログラムを提供していく。 

１．年度当初にしっかりと個々のアセスメントを取り、それぞれに欠けている、足りていない経

験を社会に出る前に、学園の職員と一緒に経験することで、自信につなげるとともに、本人

の現在地を一緒に共有することで、今後の支援に繋げていく。 

２．ただ実施して楽しかっただけのものとはせずに、報告と検証を担当職員でしっかりと行う。 

 

   ③個別支援計画の活用の見直し 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

支援計画に関する 

カンファレンス 
１回 １回 ２回 

支援計画の経過等のチェ

ック（定例の会議） 
６回 ６回 １２回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．支援計画を元とした支援内容の充実と情報共有（カンファレンスの充実）。 

２．支援計画をより有効かつ児童の成長に即した形での計画であるためにアセスメントとモニタ

リングをじっくりと行い、課題等に対してのカンファレンスをしっかりと行い、定期会議の

中で職員間の共有を図る。 
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（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 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

福祉事業収入 ９５,３６８  ８９,９７１  １８５,３３９  

指定管理料収入 ５１,２３３  ５１,２２４  １０２,４６５  

その他の収入等 ８５５  ８０７  １,６６２  

短期入所事業収入 ８７  ８７  １７４  

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．収入増 

・利用児童について平成３０年度は１月中旬現在で１３名の候補が挙がっているが、うち３名

はまだ未確定である。なお、平成２９年度末で卒園する児童は９名で、比して１～４名の増

となるが、入所児童の増については入所決定の課題がクリアできない状況では、昨今の状況

から大幅な増加は見込めないと考えられる。営業活動にも新たな一手が出せない状況であっ

たが、今一度園内に検討チームを設置し、これまでの特色を見直しつつ、新たなポイントを

生み出し、アピールしていく。また、緊急的な短期入所や保護委託のニーズがある場合は積

極的に受け入れていく。 

・工場作業で製作されている陶器製品の販路を開拓し、在庫を減らし、収入増につなげていく。

そのために工場主任者会議での議題として位置づけ、常に販路開拓を意識していく。 

２．支出減 

・建物の老朽化に伴い、設備等での修繕が平成 29 年度は膨らんでしまい、想定外の支出を余

儀なくされた。設備面での点検等は平成 2８年度に起こった工場での労災事故以降、定期的

にチェックをし、各職員で意識向上に努めているので、大きな設備の交換等はないが、冷温

水器やボイラー、消防設備等の修繕等については今後も想定されることから、可能な限りの

無駄遣いをなくしていくように意識づけをしていく。 

 

②利用率（稼働率）・サービス提供時間 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

福祉型障害児入所施設 ５５％ ５５％ ５５％ 

短期入所 １０日 １０日 ２０日 

緊急保護委託 １０日 １０日 ２０日 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．児童数の増加については、狭めていることもなく、ニーズには対応はしているが、時代の流

れか入所での就労支援は敬遠され、自宅から学校等へ通いながら就労を目指す傾向がますま

す高まっているように感じられる。そのために一般高校や高等養護学校に入学したものの、

続けられずに退学し、行き場がなく、非行等で子相に繋がり、当園への利用につながるケー

スが年々増えている。そのため、年度途中の入園が少なからずあるのが現状。利用者増を実

現するには、これまでの営業活動や子相との連携だけではままならず、大きな試みが必要で

あると考える。それには、同世代の児童が通う学校（一般高校、高等養護学校、養護学校高
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等部など）との違いをより明確にし、学校ではできない生活訓練や様々な経験をプレゼンす

る場を学園自ら設け、学園のいいところをアピールすることをより本格的に検討する。そし

て一定の構成メンバーにより実務的な会議を重ねていく。そのために、これまで培ってきた

学園の特色や方針を変えていくことも議論の要素として検討が必要かと考える。 

２．検討チームを設置し、課題解決に向けて検討していく。 

３．施設の年間行事を精査し、稼働率向上に努める。 

 

③-1 サービスの質の向上に向けた取り組み（リスクマネジメントを含む） 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

各種委員会等の 

設置と開催 
隔週開催 隔週開催 隔週開催 

内部研修の開催 ６回 ６回 １２回 

人権学習の開催 ６回 ６回 １２回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

◎サービスの質の向上は何よりも職員の人間力、実務力、技術力の向上があってこそと考える。

その上で組織力の向上により、それぞれの弱いところなどを補いあえる環境ができると考える。

平成 30年度はその原点に立ち戻り、様々な見直しと検証を行う。 

１．サービスを提供する上で、児童発達支援管理者が全体を把握し、状況、状態の集約を行うこ

とを今一度確認し、意思命令系統のトップであることを周知し、その流れの中で児童への支

援を実施する。 

２．個別支援計画を担当一人だけのものにはせずに、全職員が把握しつつ、個々に対応していく

ことを全職員が意識する。支援に対する責任感をより個人が持ち、情報を共有しながら支援

に当たる。 

３．各種委員会については、現在のリスクマネジメント会議、マニュアル検討委員会、防災体制

整備プロジェクト会議、対人リスク軽減プロジェクト会議を継続して設置、開催し、支援に

対しての質の向上に努めていく。 

４．職員研修に関しては、研修総括の担当を配置し、内部研修、外部研修の年間計画を作成し、

職員個々の支援力向上に適した内容の研修を準備する。また計画については、多岐にわたり、

幅広い視点で検討していく。「発達障害」に関しての研修は、一昨年度、昨年度に引き続き県

発達障害者支援センターとの連携により実施していく。また、法人内の施設事業所間の連携、

交流を図りながら、支援力向上のヒントを模索していく。 

５．対人サービスとして大切な人権意識の向上を目的に、毎月の職員会議の冒頭に、人権・同問

題関連のＶＴＲを鑑賞し、職員個々に人権意識を身に着けていく。また人権教育も検討して

いく。 
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   ③-２ヒヤリハット報告の推進とその検証と共有 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

報告数を上げる ４０件 ４０件 ８０件 

報告の共有 ６回 ６回 １２回 

報告の検証 ２回 ２回 ４回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．一人ひとりの気づきが重要であり、報告に関して職員の偏りも否めないことから、ひとりひ

とりの意識を高めていく。そのために毎月の職員会議での紹介および隔月でのリスクマネジ

メント会議においてその間のヒヤリハット報告の検証を行う。 

２．報告自体は平成２８年度から１.５倍増（見込み）で、報告意識は向上している。それらをカ

テゴリーでまとめながら、各部署等での事故防止につなげていく取り組みを実施していく。 

 

   ③-3 気づき報告の推進とその検証と共有 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

報告数を上げる １０件 １０件 ２０件 

報告の共有 ２回 ２回 ４回 

報告の検証 １回 １回 ２回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．業務の中で、職員一人ひとりの気づきの報告を推進する。不適切な対応をそのままにせず、

個人攻撃ではなく、我がごととして報告をし、我がごととして共有し、風通しの良い職場環

境を形成する。そのために定期的にリスクマネジメント会議において、その間の気づき報告

の検証を行う。 

２．報告自体がまだまだ出てきていないので、少しでも気になることを派遣した場合には報告を

上げていく機運を作っていく。 

 

   ④交通事故防止策（交通事故ゼロ目標） 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

業務中及び通勤途上の 

交通事故件数 
０件 ０件 ０件 

交通安全講習、研修 ０.５回 ０.５回 １回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．交通事故は個人の安全運転意識が何よりも大切であり、余裕のある運転を心がけられるよう

に業務の管理も行う。 

２．毎月の職員会議での冒頭に交通安全、安全運転についての注意喚起を行い、安全運転管理者

からの伝達研修なども取り入れて、交通安全の意識向上につなげていく。また合わせて利用

児童にも意識向上等（交通マナー、交通違反、事故の賠償など）を伝えていく。 
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Ⅱ．能力開発目標 

（１）独自目標 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

課題のある児童への

支援力のアップ 

平成２９年度末に設

置した「対人リスク軽

減プロジェクト会議」

により検討された内

容をもとに、より実践

的な対応方法を検討

し、実践に生かしてい

く。 

上期の内容を継続し、

外部関係機関からの

アドバイス等を得な

がら、課題解決に向け

ての再アセスメント

を図り、より具体的な

い対応方法を模索し、

実践していく。 

ある一定程度の対応

方法を確立し、職員間

の情報共有を図りつ

つ、統一した対応を目

指す。 

リーダー職員の養成 

平成２９年度に確立

できなかった意思命

令系統の確立を図り、

報告・連絡・相談の流

れを確立し、それぞれ

の部署での責任分担

を明確にする。 

個々の職責をさらに

意識し、現状の役割に

対しての責任感を強

く持ち、後輩職員等へ

の助言等を図りなが

ら、状況の把握に努め

るべく、視野を広げて

いく。 

人材育成の意識を職

員全体が強く感じ、担

当者等に任せきりで

なく、全体を把握でき

るシステムを構築す

る。 

国家資格等 

専門資格者の養成 

社会福祉士、介護福祉

士の資格を保持する

職員の増加をめざし、

無資格の職員に資格

取得による専門技術

の向上を促していく。 

社会福祉士、介護福祉

士の資格を保持する

職員の増加をめざし、

無資格の職員に資格

取得による専門技術

の向上を促していく。 

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。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．職員集団としての厚みをつけるべく、職員の個々の業務に対する意識をさらに強く持ってい

けるように、支援力、技術力の底上げを行う。そのために、職員間の意思命令系統を確立し、

職員間の状態の把握に努めていく。 

２．各委員会や会議等で議論された内容をより円滑に職員全体で共有していくために、意識向上

に努め、様々なことが他人事などとしないように責任感を持つ職員集団を作っていく。 
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（１０）-１ 東近江障害者通所施設群 事業計画 

 

Ⅰ．経営参画目標 

（１）独自目標 

  ①サービスのあり方や役割・機能を見直し、多様なニーズに対する検討 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

障害福祉サービス 

再編に向けた見直し 

能登川作業所の 

生活介護の単独化に

向けた検討 

生活介護定員増と 

Ｂ型閉鎖に伴う 

予測とＢ型利用者の 

びわ湖ワークスでの

受け入れ検討 

能登川作業所、 

びわ湖ワークスの 

今後の具体的な 

方向性の確認 

家族会との連携 家族会１回 家族会１回 家族会２回 

発達障害拠点整備 

ジョブカレ・ 

じょいなすでの 

支援方法について 

エリア内での共有 

各施設での発達障害

受け入れに関する 

具体的な検討 

発達障害支援の 

スキルアップと 

拠点整備に向けた 

基礎固めの実施 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．障害福祉サービスの再編に向けた取り組み 

 ・東近江エリアにおける障害者の実情や将来予測を行いながら、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ニーズに応えていけるよう必要な検討を行う。 

 ・能登川作業所の再編を軸とし、現状の障害福祉サービス（生活介護、就労継続Ｂ、就労移行

支援、自立訓練（生活訓練）、宿泊型自立訓練）を各施設がどのように機能分担し連携を図る

かを検討し、実施に向けた計画を立案する。 

 ・能登川作業所を生活介護事業所とし、定員変更、就労継続Ｂ型の利用者のびわ湖ワークスへ

の受け入れ等の検討。びわ湖ワークスの移転もしくはサテライトの検討を行う。 

２．家族会との連携 

 ・障害福祉サービスの再編がスムーズに行えるよう、家族会との連携を密にする。 

 ・家族会の開催を年１回以上実施する。 

 ・家庭訪問など個別に家族と話す機会を設け、ご家族の意向の聞き取りを行い、本人の支援に

結びつける。 

 ・びわ湖ワークスに家族会が無いため、家族会設立に向けた検討を行う。 

 ・事業運営協議会に対する事業報告会開催時、家族の方にも事業報告会の案内を配布し、事業

所に対する意見交換等を行う。 

３．発達障害拠点整備 

 ・学齢期から成人期までの発達障害のある人の支援を行えるよう整備を行う体制について検討

する。 

 ・じょいなす卒業の利用者が希望すれば、能登川作業所、マイルド五個荘、びわ湖ワークス、

ジョブカレで受け入れを行う。 
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 ・じょいなすでの支援方法について共有し、スムーズに各施設で受け入れられるよう密な連携

を図る。 

 ・発達障害のある人に対する合理的配慮が行える体制を作る。そのために、発達障害に関する

研修、構造化に関する研修を実施する。 

・じょいなすでの職員研修の実施により、構造化、視覚支援等の合理的配慮を日中施設でも行

えるようにする。 

 

（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 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

びわ湖ワークス ４２,７６６ ４２,７６４ ８５,５３０ 

 

就労移行 ３,９９１ ３,９９１ ７,９８２ 

就労継続 ２０,８５２ ２０,８５１ ４１,７０３ 

自立訓練 １７,９２３ １７,９２２ ３５,８４５ 

能登川作業所 ２４,２４５ ２４,２４５ ４８,４９０ 

 
就労継続 １０,２９４ １０,２９４ ２０,５８８ 

生活介護 １３,９５１ １３,９５１ ２７,９０２ 

マイルド五個荘 １８,２２０ １８,２２０ ３６,４４０ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

 １．収入増 

   ・就労継続支援Ｂ型、就労移行支援、自立訓練（生活訓練）、宿泊型自立訓練の利用促進と利用

者確保を行うことにより、自立支援給付費の確保を図る。 

・マイルド五個荘の利用者増を図ると同時に、利用促進により利用率のアップを図り、自立支

援給付費の確保を図る。 

・就労移行支援事業利用者の一般就労を促進することで、各種加算の確保を図る。 

・通所利用者の確保により、自立訓練（生活訓練）の自立支援給付費の増加を図る。 

・有資格職員の配置による福祉専門職加算の確保。 

・一般企業等との業務委託契約による施設外就労加算の獲得。 

・利用者欠席時の対応と加算の獲得。 

・適正で効率的な職員配置。 

・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。 

・自主製品需要の開拓・販売促進。 

・月ごとの収支状況の把握とコストの管理。 

・利用者の作業能力に見合った下請け作業の確保、新規開拓を行う。 

 ２．支出減 

  ・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。 
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②利用率（稼働率）・サービス提供時間 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

びわ湖ワークス    

 

就労移行 ４３.０％ ４３.０% ４３.０% 

就労継続 ８５.０％ ８５.０％ ８５.０％ 

自立訓練 ５０.０％ ５０.０％ ５０.０％ 

宿泊型自立訓練 ７５.０％ ７５.０％ ７５.０％ 

能登川作業所    

 
就労継続 ９５.０% ９５.０% ９５.０% 

生活介護 ９６.０％ ９６.０％ ９６.０％ 

マイルド五個荘 ８２.０％ ７９.０％ ８０.０％ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．利用者にとって魅力あるプログラム（個別支援計画・フォローアップ機能強化、職業訓練プ

ログム・生活訓練プログラム・創作活動・余暇活動・行事計画等）を実施し、魅力ある事業

として、利用の促進、新規利用者の確保に努める。 

２．欠席時対応と訪問支援により利用の促進を図る。 

３．就労移行支援事業による就労アセスメント利用者受け入れにより、稼働率のアップを図る。 

４．事業所見学、研修、実習等の利用者受け入れによる新規利用者の獲得促進を図る。 

５．日頃から、養護学校との情報共有を図り実習の積極的な受け入れを行い、長期的な視点で新

規利用者の確保に努める。 

６．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。 

７．じょいなす卒業生の積極的な受け入れを行う。 

 

③サービスの質の向上に向けた取り組み（リスクマネジメントを含む） 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

利用者満足度調査の

実施 
－ １回 １回 

給食満足度調査の 

実施 
－ １回 １回 

社会参加・余暇支援 

の提供 

利用者の会・ 

地域交流会等の開催 

地域・家族交流会 

の開催 

社会参加・余暇支援の 

提供による 

利用者満足度の向上 

ヒヤリハット・ 

事故報告書の提出と 

活用 

月５件以上 月５件以上 年間６０件以上 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．利用者満足度調査の実施 
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 ・利用者のニーズ把握に努め、通所することに楽しみや意欲を見出せるよう日々の支援を行う。 

  ・満足度調査を行うことで、職員側の都合だけで支援していないかの振り返りの機会とする。 

・作業ベースの活動に参加しづらい利用者に対し、余暇活動や創作活動の充実を行い、本人の

状況、特性に応じた活動を設定する。 

   ・利用者の特性に応じた合理的配慮を行い、活動しやすい環境設定を行う。 

２．給食満足度調査の実施 

  ・給食満足度調査を実施し、献立に反映させる。 

３．社会参加・余暇支援の提供 

  ・利用者の会の活動をサポートし、利用者主体の支援を行うことで、利用者の社会参加の機会

のサポートを行う。 

  ・年間行事計画に基づき、お花見、社会見学、地域交流会等を実施し、利用者の余暇の充実と

社会参加の機会をつくる。 

４．ヒヤリハット・事故報告書の提出と活用 

  ・ヒヤリハットの分析を行い、事故防止や再発防止につなげる。 

  ・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の報告ができるよう

にする。 

 

   ④交通事故防止策（交通事故ゼロ目標） 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

交通事故件数 交通事故０件 交通事故０件 交通事故０件 

交通安全研修 １回 １回 ２回 

交通安全情報の活用 随時閲覧 随時閲覧 交通安全意識の向上 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．職員に対し、心身の状況を把握し、業務や時間に余裕をもってより安全な行動ができるよう 

啓発を行う。 

２．公用車、私有車とも、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、研

修への参加、伝達研修を実施する。 

３．全職員に対して、講習を通して交通ルールやマナーを遵守し、安全運転・事故防止に関する

講習や書面により注意喚起と周知徹底を図る。 

 

Ⅱ．能力開発目標 

（１）独自目標 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

専門研修等への参加 外部研修 ３回 外部研修 ３回 外部研修 ６回 

内部研修及び 

復命研修 

内部研修 ２回 

復命研修 ３回 

内部研修 ２回 

復命研修 ３回 

内部研修 ４回 

復命研修 ６回 

報連相の徹底 
サービス提供時・ 

業務遂行時 

サービス提供時・ 

業務遂行時 

チーム支援による 

実務力・技術力の向上

をはかる 
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エリア内交流と 

OJT実践と体制の構築 

エリアミーティング

１回／月 

エリアミーティング

１回／月 

東近江障害施設群 

全体の情報共有と 

協働体制の構築を図る 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．専門研修等への参加 

・個々の利用者の特性理解、支援にかかる考え方やスキルの習得にかかる研修参加を積極的に

奨励する。 

   ・具体的には、発達障害、精神障害、高齢知的障害、高次脳機能障害等の障害を中心にする。 

   ・就労支援に関する研修へ参加することにより、就労移行支援や就労継続Ｂ型の支援スキル、

職場開拓、自主製品販売先開拓等を向上させる。 

   ・自立訓練（生活訓練）に関する研修会にも参加していく。 

２．内部研修および復命研修 

 ・人権研修、接遇研修、仕事の基本研修等、基本的な研修を実施する。 

 ・外部講師を招き、支援に関する専門研修等も実施する。 

・復命研修の実施により、外部研修で学んだことを自分の言葉で、他の職員に伝えることで、

全職員の技術力や実務力の向上を図る。 

３．報連相の徹底 

・びわ湖ワークス・ジョブカレにおいては、職場内メーリングリストの活用により、サービス

提供時や業務遂行時、業務報告等を実施し、情報共有とチーム支援体制の強化を図る。 

   ・能登川作業所、マイルド五個荘においては、利用者の送迎終了後に日々の振り返りを全職員

で実施し、翌日以降の支援に反映させていく。 

・業務上必要と思われる報連相を都度行える環境を整え、職員間の情報共有により、チームア

プローチができる体制を整える。 

４．エリア内交流と OJT 実践と体制の構築 

 ・東近江障害施設群のエリア内事業所間の情報共有や支援協働等を行うため、エリアミーティ

ングを毎月実施する。 

 ・事業所間連携の視点でエリア内職員が相互の事業所の業務や OJTを通じて支援の幅の拡充 

を図る。その都度、既存の業務マニュアルの新規整備や見直しを行う。 

  ・個々の職員のレベルアップを図ることで、事業所全体、東近江エリア全体のレベルアップ  

につながるように、ＯＪＴ等の充実を図る。 

  ・エリア内施設の職員のスキルアップのため、エリア内施設での研修を実施し施設間交流を図

る。 

  ・お互いの施設を知ることで、エリア内の事業所間理解につなげる。 
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（１０）-２ ホーム支援室 事業計画 

 

Ⅰ．経営参画目標 

（１）独自目標 

  ①グループホームに関すること 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

ホーム入居者の意向確認 
ホームきたまちや・ 

ホームたいこうじ 

ドリームハイツ・ 

グループホームむげん 

ホーム入居者の 

意向確認と 

サービス把握 

東近江通所群利用者の 

生活支援の必要性の把握 

能登川作業所 

マイルド五個荘 

２施設がバックアップ

するホームの検討 

東近江通所群利用者

のホーム立ち上げの

検討 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．ホーム入居者の意向確認 

・各ホームの利用者との面談やアセスメントを通じて、継続利用もしくは今後の単身生活やア

パートへの移行、サテライト型の利用等の意向の確認を行う。またそのことに伴う必要なサ

ービスを把握する。 

・上期にホームきたまちや・ホームたいこうじ、下期にドリームハイツ・グループホームむげ

ん利用者の生活形態の再アセスメント・利用に関する意向の確認を行う。その際、行政機関

や相談支援事業所とその結果を共有する。 

２．東近江通所群利用者の生活支援の必要性の把握 

 ・東近江通所群事業所と協働して利用者のニーズ把握調査を行う。 

 ・能登川作業所、マイルド五個荘がバックアップ施設となるホームの立ち上げに関しての検討

を実施する。 

 

  ②放課後等デイサービスじょいなすに関する事 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

第二じょいなすの検討 
じょいなすの構造化

について再度検証 

第二じょいなすの 

課題について検討 

第二じょいなすの 

現実性についての 

検討 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．第二じょいなすの検討 

 ・自閉症に特化した第二じょいなすの立ち上げの現実性についてを検討行う。 

 ・報酬改定による減収に耐えうるかの検討を実施する。 
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（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 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

ホームきたまちや １２,３２７ １２,３２８ ２４,６５５ 

ホームたいこうじ ５,２７６ ５,２７６ １０,５５２ 

ドリームハイツ ８,５２７ ８,５２７ １７,０５４ 

グループホームむげん ４,３１０ ４,３０９ ８,６１９ 

じょいなす １１,８２０ １１,８２０ ２３,６４０ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．収入増 

・グループホーム、じょいなすとも、日中支援加算、夜間支援等体制加算、欠席時対応加算、

家庭連携加算等の加算を確実にするために、日々の実績記録票のチェックを確実に行う。 

   ・じょいなすにおいては、平日の稼働率を上げることで収入増の取り組みを行う。 

   ・日々の定員１０名の受け入れ態勢を整え、利用者の受け入れを行う。 

   ・個別スケジュールに基づいた支援を継続して実施することで、新規利用者の獲得と、既存利

用者のキャンセルを減らし、稼働率アップにつなげる。 

  ２．支出減 

   ・光熱水費の精査を行い、利用者の生活に支障をきたさないよう削減を図る。 

   ・適正な人員配置を行い、効率的な運営に努める。 

   ・事務費の見直しを行い、削減を図る。 

 

   ②利用率（稼働率）・サービス提供時間 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

ホームきたまちや ９５.０％ ９５.０％ ９５.０％ 

ホームたいこうじ ９６.０％ ９６.０％ ９６.０％ 

ドリームハイツ ９８.０％ ９８.０％ ９８.０％ 

グループホームむげん ９５.０％ ９５.０％ ９５.０％ 

じょいなす ７３.０％ ７３.０％ ７3.０％ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．グループホームでの取り組み 

・グループホームにおいては、利用者一人ひとりが病気や事故などで入院するなどが無いよう

に、常日頃から健康や心身の状況の把握や配慮に努め、稼働率低下の防止に努める。 

２．じょいなすでの取り組み 

 ・日々、１０名の受け入れを実施できるよう利用調整し、稼働率を上げる。 

 ・年間予定表を作成し、家族に提示することで家族の予定も立てやすいようにする。 

 ・新規利用児童の受け入れによる稼働率アップを図る。 

 ・常に１０名定員の受け入れが可能となるよう、職員体制を整える。 



58 

   ③サービスの質の向上に向けた取り組み（リスクマネジメントを含む）                    

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

職員会議 

支援者会議 

支援室会議 

じょいなす会議 

１２回（月２回） 

支援者会議 

６回（月１回） 

支援室会議 

じょいなす会議 

１２回（月２回） 

支援者会議 

６回（月１回） 

統一した支援を実施し、

より良いサービス提供が 

できる職員・支援者の 

養成を行う。 

利用者の社会参加の

機会提供 

各ホーム利用者会議 

６回（月１回） 

同行・余暇・行事等

の社会参加支援 

各ホーム利用者会議 

６回（月１回） 

同行・余暇・行事等

の社会参加支援 

利用者会議を通して、 

ニーズ把握と必要な 

サービス・支援の 

提供を行う。 

ヒヤリハット・ 

事故報告書の 

提出と活用 

ヒヤリハット報告書 

各部署２件/月以上 

ヒヤリハット報告書 

各部署２件/月以上 

ヒヤリハットによる 

気づきの視点拡大と 

事故の未然防止 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．支援室ミーティング・ホーム支援者会議 

・支援室及び各ホーム支援者間の利用者把握や支援共有を図り、より良いサービスの提供を図

る。 

・支援の実施主体である各市町や相談支援事業所との協働を積極的に図る。 

・じょいなす会議では、利用児童の情報共有を図り、支援の統一を図る機会とする。 

・支援スキルの向上のため、じょいなすでは、発達障害者支援センターのコンサルテーション

と、自閉症の専門家によるコンサルテーションを依頼する。 

２． 利用者の社会参加の機会提供 

・各ホームにおいては、月に１回利用者会議を行い、本人たちのホーム生活に関する相談や、

決まりについて話し合いをし、利用者にとって住みやすいホームになるよう支援を行う。 

・また、利用者会議等と通じてニーズの把握に努め、ゴールデンウィーク、お盆や年始等の連

休時の余暇支援を実施する。 

・医療機関への受診同行や手続き同行などにより、安心して暮らせるための支援を実施する。 

・じょいなすにおいても、個別支援計画に基づき、社会参加、余暇支援を行う機会を設ける。 

３．ヒヤリハット・事故報告書の提出と活用（法人のリスクマネジメントに関する取り組み指針

の活用） 

・ホーム従事者へのヒヤリハット報告書の提出頻度の増大を図り、気づきの共有を行う｡その中

でリスクマネジメントの視点を促進する。 

・ヒヤリハットの分析を行い、事故防止や再発防止につなげる。 

・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の報告ができるよう

にする。 
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  ④交通事故防止策（交通事故ゼロ目標） 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

交通事故件数 交通事故０件 交通事故０件 交通事故０件 

交通安全研修 １回 １回 ２回 

交通安全情報の活用 随時閲覧 随時閲覧 交通安全意識の向上 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．職員に対し、心身の状況を把握し、業務や時間に余裕をもってより安全な行動ができるよう 

啓発を行う。 

２．公用車、私有車とも、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、研

修への参加、伝達研修を実施する。 

３．全職員に対して、講習を通して交通ルールやマナーを遵守し、安全運転・事故防止に関する

講習や書面により注意喚起と周知徹底を図る。 

 

Ⅱ．能力開発目標 

（１）独自目標 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

専門研修等への参加 外部研修 ３回 外部研修 ３回 外部研修 ６回 

内部研修及び 

復命研修 

内部研修 ２回 

復命研修 ３回 

内部研修 ２回 

復命研修 ３回 

内部研修 ４回 

復命研修 ６回 

報連相の徹底 
サービス提供時・ 

業務遂行時 

サービス提供時・ 

業務遂行時 

チーム支援による 

実務力・技術力の 

向上をはかる 

エリア内交流と 

OJT 実践と 

体制の構築 

エリアミーティング

１回/月 

エリアミーティング

１回/月 

東近江障害施設群 

全体の情報共有と 

協働体制の構築を図る 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．専門研修等への参加 

・個々の利用者の特性理解、支援にかかる考え方やスキルの習得にかかる研修参加を積極的に

奨励する。 

   ・具体的には、発達障害、精神障害、高齢知的障害、高次脳機能障害等の障害を中心にする。 

   ・支援者（世話人、宿直員）に対し、圏域内で実施する世話人研修への参加を促す。 

２．内部研修および復命研修 

 ・人権研修、接遇研修、仕事の基本研修等、基本的な研修を実施する。 

 ・外部講師を招き、支援に関する専門研修等も実施する。 

・復命研修の実施により、外部研修で学んだことを自分の言葉で、他の職員に伝えることで、

全職員の技術力や実務力の向上を図る。 

３．報連相の徹底 
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・ホーム支援室・じょいなすの正規職員と地域限定職員については、職場内メーリングリスト

の活用により、サービス提供時や業務遂行時、業務報告等を実施し、情報共有とチーム支援

体制の強化を図る。 

   ・じょいなすでは、利用者児童の送迎終了後に日々の振り返りを当日勤務職員で実施し、翌日

以降の支援に反映させていく。 

４．エリア内交流と OJT 実践と体制の構築 

 ・東近江障害施設群のエリア内事業所間の情報共有や支援協働等を行うため、エリアミーティ

ングを毎月実施する。 

 ・事業所間連携の視点でエリア内職員が相互の事業所の業務や OJTを通じて支援の幅の拡充 

を図る。その都度、既存の業務マニュアルの新規整備や見直しを行う。 

  ・個々の職員のレベルアップを図ることで、事業所全体、東近江エリア全体のレベルアップ  

につながるように、OJT等の充実を図る。 

  ・エリア内施設の職員のスキルアップのため、エリア内施設での研修を実施し施設間交流を図

る。 

  ・お互いの施設を知ることで、エリア内の事業所間理解につなげる。 
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（１１）-１ れがーとケアホーム 事業計画 

 

Ⅰ．経営参画目標  

（１）独自目標 

①個別ニーズへの対応 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

日中ケアを含めた 

支援体制の見直し 

再アセスメントと 

ケア内容の修正 
支援体制の見直し 

統一したケア提供と 

職員のスキルアップ 

地域生活継続期間の

個別見極め 
生活機能の観察継続 周辺環境の整理 

求められる生活環境の

具体的準備開始 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．個々の課題整理（身体機能の変化等）を行い、ケアを見直すことで支援のマッチングを図る

と共に、緊急時（家族の体調不良等）にも柔軟に受け入れられる体制を取る。 

２．重度高齢化に伴う個々のADLの低下が見受けられるため、個々の身体的・金銭的側面から

地域生活の持続可能期間を個別に検討・協議を行い、適切な生活環境の提案をする。 

 

②ICT・IoT 技術の活用 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

個別記録の 

デジタル化 
フォーマットの作成 

デジタル様式への 

移行 
完全実用化 

タブレット端末の 

導入 

利用候補者選定 

機器とのマッチング 

実用化に向けての 

試験運用 
完全実用化 

IoT 技術の導入の 

可能性を探る 

課題整理 

可能性の模索 

実用化に向けての 

試験運用 
プロトタイプの確立 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．現在のサービス提供記録は「紙様式」に手書記入しており、過去の情報を検索する際には、

手間と時間がかかる。また、紙の経年劣化や、膨大な量になった記録類の保存場所確保も課

題となる。これらの情報をデータ保存（デジタル化）することで、正確且つスピーディーに

必要な情報検索、および事務時間の短縮と書類整理に有効活用する。 

２．言語表出の難しい利用者との、新たなコミュニケーションツールとしてタブレット機器の導

入に取り組む。本人の思いや伝えたい情報を視覚的、且つ単純な操作で誰とでも円滑なコミ

ュニケーションを図ることを目指す。文字・絵など利用者によりその意味を理解することに

差異が生じるため、使用者の理解度に合わせたオーダーメイド的な機能を組み込む。 

３．IoT 分野では、ウェアラブルデバイスなどを用いて、バイタルの測定・記録・管理を一元的

に行う。リアルタイムの健康状態把握や、体調不良の前兆などを事前に支援者が知ることに

より、予防や早期対応に繋げる。 

まずは支援現場での課題を整理、抽出し「IoT 導入」の可能性を模索する。 
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（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 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

共同生活援助 １４,１９５ １４,１９４ ２８,３８９ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．収入増 

・夜間支援体制加算の堅守を継続し、医療連携体制加算については、看護師配置を検討する。 

２．支出減 

・光熱水費など利用者自身への意識付けを行いながら、支援に支障がない範囲で支出削減に努

める。 

・長期休業時の当直体制は、利用者や管理体制に支障のない範囲で１個所に集約する。 

 

②利用率（稼働率）・サービス提供時間 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

共同生活援助 ２,０８０人・７６％ ２,０８０人・７６％ ４,１６０人・７６％ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．病気・怪我・入院等で長期療養にならないよう、日常の健康・安全管理に努め、利用減少に  

繋がらないように努める。 

２．日割り利用者の利用増を図り、利用率を上げる。 

 

③サービスの質の向上に向けた取り組み（リスクマネジメントを含む） 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

健康診断 ８月実施 ３月実施 計２回 

ホーム会議の開催 奇数月開催 奇数月開催 計６回 

マニュアル随時更新 リスクの共有 マニュアルの更新 最新版の設定（常時） 

定例運営会議の活用と 

リスクマネジメント体制 

確立への準備 

報告と検証・分析 

推進方法の検討 

報告と検証・分析 

ＰＤＣＡの活用 

年間１２回 

リスクマネージャーの 

試行 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．診断結果を個別配布し、再検査等が必要な場合は受診を促す。また、必要に応じ医療機関と

の連携をとりながら、身体メンテナンス・健康管理への意識を高める。 

２．当直者と業務内容や対応方法の確認・見直しを行うことを通して、日常支援の中に潜んでい

るリスクを導き、各ホームの世話人と情報共有することで支援スキルの向上とリスク管理に

繋げる。 

３．緊急時や災害時に備えた事項を付記したマニュアルになるように、随時更新する。 

４．定例運営会議での報告と検証を継続。また、事業所やエリアとしてのリスクマネジメント体

制確立に向けた試行と準備を行う。 
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④交通事故防止策（交通事故ゼロ目標） 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

世話人会議の活用 自己意識の向上 自己意識の向上 事故件数ゼロ目標 

定例運営会議の活用 
事故報告を基にした

安全運転の検証 

事故報告を基にした

安全運転の検証 
計１２回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．世話人会議で、安全運転を定期的議題にし自己意識の向上から事故件数ゼロを目指す。 

２．事故事例（報告）を基に、季節・時間帯・曜日・地域などからハイリスク帯を導き、全員が

共通の意識を持つことで、交通事故発生ゼロを目指す。 

 

Ⅱ．能力開発目標 ＜エリア目標として＞  

（１）独自目標 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

人材育成と展開力の 

アップ 

多機能な働き方の

OJT トレーニング 

多機能な働き方の

OJT トレーニング 
新人職員の養成 

ケアスキルの向上 
外部研修等の活用 

介護技術の基礎反復 

国家資格受験 

介護技術の基礎反復 

資格の取得 

介護スキルの向上 

総合力を高める 所属外の事業理解 
法人理念と経営方針

の再認識 

人間力・技術力・実務力 

の向上 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．新規採用職員・経験の浅い職員を中心に、施設介護および居宅介護業務を兼務させることに

より、幅広い介護力を身に付け、将来的に多機能な働き方ができるよう育成する。 

２．受験資格のある職員には、国家資格取得に向けた支援を行う。また、介護技術の基礎反復と

して、理学療法士等による研修の機会を数多く設ける。 

３．エリア全職員が法人理念と経営方針を再学習し、目標参画システムと連動させることで、よ

り効果的に人間力・実務力・技術力の向上を図り、最終的には職員個々のスキルアップに繋

げる。 

４．高齢・障害の分野に関わらず、利用者やその家族が抱える事柄を理解し、暮らし辛さやスト

レス感に寄り添える感性を磨くことで、「思考し、議論し、実践する」集団形成を目指す。 
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（１１）-２ サービスセンターれがーと 事業計画 

 

Ⅰ．経営参画目標  

（１）独自目標 

①各ヘルパー個人の能力向上 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

介護技術の向上 自発的勉強会の開催 
介護マニュアル見直し

（個別マニュアル） 
介護技術の平準化 

知識量の向上 
各種研修の受講 

専門書の閲読 
知識の入力・出力 

研修などで得た知識

を還元する 

発信力・提案力の向上 
センター会議での 

発言 
議題の提供・提案 

課題・議題を提供する

力を付ける 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．個々の職員が、身体の能力を理解した上でボディメカニクスの原則を徹底し、腰痛予防や介

護事故の防止に努める。また、日々成長していく利用者の体型や体格に合わせ、必要に応じ

て介護マニュアル（個別対応マニュアル）を見直す。 

２．先輩職員や上司などから教わる知識だけでなく、各種専門的研修や専門書などから知識を得

ることで、現場に還元する。 

３．聞くだけの「受け身」の会議では無く、新人職員や経験の浅い職員が発言する機会を意図的

に設定し、自分で考え、発信する力を養う。 

 

②組織力の向上 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

業務遂行力の向上 業務の効率化 
ＰＤＣＡサイクルの

活用 
事務作業の平準化 

情報共有の徹底 
報告・連絡・相談 

の理解 

報告・連絡・相談 

の実施 

全職員が基本理解をし、

実行する 

ランチミーティングの

開催 
奇数月に開催 奇数月に開催 計６回実施 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．ムリ・ムダ・ムラを省くことで業務の効率化を図る。また事務作業については職員それぞれ

の長所短所を見極め、適材適所の業務分担を設定する。 

２．報告・連絡・相談の重要性を再度学習理解し、情報共有を図ると共に組織力を強化させる。 

３．センター会議後にコミュニケーション向上の一環としてランチミーティングを開催する。 
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③ICT・IoT 技術の活用 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

個別記録の 

デジタル化 
フォーマットの作成 

デジタル様式への 

移行 
完全実用化 

タブレット端末の 

導入 

利用候補者選定 

機器とのマッチング 

実用化に向けての 

試験運用 
完全実用化 

IoT 技術の導入の 

可能性を探る 

課題整理 

可能性の模索 

実用化に向けての 

試験運用 
プロトタイプの確立 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．現在のサービス提供記録は「紙様式」に手書記入しており、過去の情報を検索する際には、

手間と時間がかかる。また、紙の経年劣化や、膨大な量になった記録類の保存場所確保も

課題となる。これらの情報をデータ保存（デジタル化）することで、正確且つスピーディ

ーに必要な情報検索、および事務時間の短縮と書類整理に有効活用する。 

２．言語表出の難しい利用者との、新たなコミュニケーションツールとしてタブレット機器の

導入に取り組む。本人の思いや伝えたい情報を視覚的、且つ単純な操作で誰とでも円滑な

コミュニケーションを図ることを目指す。文字・絵など利用者によりその意味を理解する

ことに差異が生じるため、使用者の理解度に合わせたオーダーメイド的な機能を組み込む。 

３．IoT 分野では、ウェアラブルデバイスなどを用いて、バイタルの測定・記録・管理を一元

的に行う。リアルタイムの健康状態把握や、体調不良の前兆などを事前に支援者が知るこ

とにより、予防や早期対応に繋げる。 

まずは支援現場での課題を整理、抽出し「IoT 導入」の可能性を模索する。 

 

（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 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

居宅介護 １６,６７９ １６,６７９ ３３,３５８ 

行動援護 ４,１０８ ４,１０８ ８,２１６ 

移動支援 ８４ ８４ １６８ 

ナイトケア ５４０ ５４０ １,０８０ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．収入増 

・土日祝日など、繁忙日に合わせた職員配置を重点的に行う。 

・新任職員は、７月末からの繁忙期までに、単独でサービスが出来るように育成する。 

２．支出減 

・変形時間労働制のため、１日当たりのサービス時間が短い日は勤務時間を短くし、土日祝日

などの繁忙日に勤務時間が長くなっても週単位で勤務時間調整をすることで、支出を抑える。 

・利用者支援で支障のない範囲で日常経費（電気・ガス・水道）を抑制する。また車両送迎は

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。 
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②利用率（稼働率）・サービス提供時間 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

サービス提供率の 

向上 
前年比＋３％ 前年比＋３％ 前年比＋３％ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．サービス依頼に合わせてヘルパーを配置する。特に土日祝日は学校や他の福祉サービス事業

所が休みであり、児童・成人とも利用者の依頼が増加するため、ヘルパー配置を特に手厚く

する。 

２．緊急時の依頼は可能な限り受け入れが出来るよう、勤務を臨機応変に組み替え対応する。 

 

③サービスの質の向上に向けた取り組み（リスクマネジメントを含む） 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

各種専門研修の受講 外部・内部研修の受講 外部・内部研修の受講 資格の取得 

ＯＪＴによる研修 
マンツーマン 

レクチャー（３ヶ月間） 
ヒアリングの実施 

職責に合わせた 

基準まで達する 

利用者情報の更新 緊急時対応の更新 緊急時対応の更新 全利用者情報の更新 

定例運営会議の活用と 

リスクマネジメント 

体制確立への準備 

報告と検証・分析 

推進方法の検討 

報告と検証・分析 

ＰＤＣＡの活用 

年間１２回 

リスクマネージャー

の試行 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．新規採用職員については新人職員研修（滋賀県社会福祉協議会主催）の受講をさせる。行動

援護サービスを提供するために受講必須の研修として「行動援護従業者養成研修」、または「強

度行動障害支援者養成研修」が未講習の職員について受講させる。 

２．未経験のスタッフはサービス提供責任者が必ず同行し、介助方法、危険予測等をレクチャー

する。圏域の養護学校が夏期休暇となる７月末からの繁忙期までに、単独でサービスが出来

るように積み上げる。 

3．介護計画書の更新（年２回）に合わせて、緊急時対応シートの更新を実施する。服薬状況や

通院歴・発作時の対応など、毎年変化する利用者の情報を得ることでサービスの質の向上に

繋げる。 

４．定例運営会議での報告と検証を継続。また、事業所やエリアとしてのリスクマネジメント体

制確立に向けた試行と準備を行う。 
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   ④交通事故防止策（交通事故ゼロ目標） 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

車両運転技術の確認 運転技術の確認 運転技術の確認 計２回実施（夏・冬） 

交通安全運転 

管理者協会研修 

若年運転者交通安全

運転研修受講 
なし 計１回 

交通安全情報の活用 全職員が閲覧 全職員が閲覧 交通安全意識の向上 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．新任職員は車両運転技術の見極め後、利用者を乗せての単独での運転業務を行う。 

２．マンスリーレポートなどの情報を、全職員が閲覧することで意識の向上を図る。 

３．運転に不安がある職員については交通安全講習を活用する。（安全運転管理者協会研修） 

 

Ⅱ．能力開発目標 ＜エリア目標として＞  

（１）独自目標 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

人材育成と展開力の

アップ 

多機能な働き方の

OJT トレーニング 

多機能な働き方の

OJT トレーニング 
新人職員の養成 

ケアスキルの向上 
外部研修等の活用 

介護技術の基礎反復 

国家資格受験 

介護技術の基礎反復 

資格の取得 

介護スキルの向上 

総合力を高める 所属外の事業理解 
法人理念と経営方針

の再認識 

人間力・技術力・実務力 

の向上 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．新規採用職員・経験の浅い職員を中心に、施設介護および居宅介護業務を兼務させることに

より、幅広い介護力を身に付け、将来的に多機能な働き方ができるよう育成する。 

２．受験資格のある職員には、国家資格取得に向けた支援を行う。また、介護技術の基礎反復と

して、理学療法士等による研修の機会を数多く設ける。 

３．エリア全職員が法人理念と経営方針を再学習し、目標参画システムと連動させることで、よ

り効果的に人間力・実務力・技術力の向上を図り、最終的には職員個々のスキルアップに繋

げる。 

４．高齢・障害の分野に関わらず、利用者やその家族が抱える事柄を理解し、暮らし辛さやスト

レス感に寄り添える感性を磨くことで、「思考し、議論し、実践する」集団形成を目指す。 
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（１１）-３ バンバン 事業計画 

 

Ⅰ．経営参画目標  

（１）独自目標 

①重度高齢化への準備と活動内容・編成の見直し 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

重度高齢化への準備 
活動量と介護量の 

供給限界の見極め 

次年度受入準備と 

共生型サービスの検討 

第Ⅱ期 

中期経営計画の確定 

日中活動の再編成 
介護視点の拡張と 

再編案の立案 
再編案の検討 新編成の提案と試行 

要医療者対応 
医療的ケアの 

理解を深める 
活動環境の整理 

安心できる 

日中活動の確立 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．対応の難しいケース・行動障害・重心対応などを基軸に、活動と介護の両面から支援の量的

な限界は何処にあるのかを見極める。また、共生型サービスの展開も視野に入れ、今後の経

営運営の根拠を見つけ出す。 

２．重度者の働く喜び・社会参加を見失わないよう、また「革新的な生活介護とは」について職

員間で思考し、議論を積み上げ、形作る。 

３．医療的ケアの必要な利用者が増加することを想定し、活動空間を抜本的に見直す。また、職

員の介護技術力アップのため、基本に立ち返り重度心身障害者施設の見学や、PT を招いた

専門的な学習研修の機会を用意する。 

 

②ICT・IoT 技術の活用 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

個別記録の 

デジタル化 
フォーマットの作成 

デジタル様式への 

移行 
完全実用化 

タブレット端末の 

導入 

利用候補者選定 

機器とのマッチング 

実用化に向けての 

試験運用 
完全実用化 

IoT 技術の導入の 

可能性を探る 

課題整理 

可能性の模索 

実用化に向けての 

試験運用 
プロトタイプの確立 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．現在のサービス提供記録は「紙様式」に手書記入しており、過去の情報を検索する際には、

手間と時間がかかる。また、紙の経年劣化や、膨大な量になった記録類の保存場所確保も課

題となる。これらの情報をデータ保存（デジタル化）することで、正確且つスピーディーに

必要な情報検索、および事務時間の短縮と書類整理に有効活用する。 

２．言語表出の難しい利用者との、新たなコミュニケーションツールとしてタブレット機器の導

入に取り組む。本人の思いや伝えたい情報を視覚的、且つ単純な操作で誰とでも円滑なコミ

ュニケーションを図ることを目指す。文字・絵など利用者によりその意味を理解することに

差異が生じるため、使用者の理解度に合わせたオーダーメイド的な機能を組み込む。 
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３．IoT 分野では、ウェアラブルデバイスなどを用いて、バイタルの測定・記録・管理を一元的

に行う。リアルタイムの健康状態把握や、体調不良の前兆などを事前に支援者が知ることに

より、予防や早期対応に繋げる。 

まずは支援現場での課題を整理、抽出し「IoT 導入」の可能性を模索する。 

 

（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 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

生活介護 ４８,１１９ ４８,１１８ ９６,２３７ 

地域活動支援センター ４,９２２ ４,９２２ ９,８４４ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．収入増 

・新たに 2名と契約を行い、基本報酬の増額を計る。また、可能な限り介護給付加算で収入増

を目指す。 

２．支出減 

・日常経費支出において、利用者支援に支障のない範囲で支出抑制を行う。 

・細かな勤務シフト調整と兼務を工夫する。 

 

②利用率（稼働率）・サービス提供時間 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

生活介護 ９０％・４,３２０人 ９０％・４,３２０人 ９０％・８,６４０人 

地域活動支援センター ７５６人 ７５６人 １,５１２人 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．月次暦に対する基準通りの開設を行う。また、冬期の感染症などに充分留意し出勤率を落と

さないよう配慮を継続することで、利用率９０％を堅持する。（定員増のため稼働率低下） 

２．地域活動支援センターの稼働率は前年度ベースで推移させる。 

 

③サービスの質の向上に向けた取り組み（リスクマネジメントを含む） 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

定例運営会議の活用と 

リスクマネジメント 

体制確立への準備 

月１回 

報告と検証・分析 

推進方法の検討 

月１回 

報告と検証・分析 

PDCAの活用 

年間１２回 

リスクマネージャーの 

試行 

業務マニュアルの更新 見直しと改善 見直しと改善 常時更新 

積極的な社会参加 

（交流体験の機会増） 
毎月１回 毎月１回 年間１２回 

健康診断および 

嘱託医検診 

８月実施 

隔月実施 

３月実施 

隔月実施 

計２回 

計６回 

給食嗜好調査 １回 １回 計２回 
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＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．定例運営会議での報告と検証を継続。また、事業所やエリアとしてのリスクマネジメント体

制確立に向けた試行と準備を行う。 

２．既存マニュアルを見直し、利用者や職員体制の現状に添うよう修正を行い、常時最新の物が

準備されているように整える。 

３． 施設内活動のみで完結することなく、職員や家族以外の人たちとの接点を意図的に創り出し、

ほほえむちからを発揮できる場面設定を、意識して取り組む。 

４．診断結果は個別配布し、再検査等の必要な方は受診を促すと共に結果報告を求め、身体メン

テナンス・健康管理意識を高める。また、嘱託医検診では家族参加（希望者）で状態や状況

の共有を行う。 

５．嗜好調査を行い、給食委員会で協議し食事提供内容の充実を図る。 

 

   ④交通事故防止策（交通事故ゼロ目標） 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

定例運営会議の活用 
事故報告を基にした 

安全運転の検証 

事故報告を基にした 

安全運転の検証 
計１２回 

交通安全運転 

管理者協会研修 

若年運転者交通安全 

運転研修受講 

管理者講習受講 

副管理者講習受講 
計３回受講 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．事故事例（報告）を基に、季節・曜日・時間帯・地域などからハイリスク帯を導き、全員が

共通意識を持つことで、交通事故発生ゼロを目指す。 

２．外部研修の活用、マンスリーレポート等の交通安全情報を全職員が閲覧することで、交通安

全運転に対する意識向上・技術向上を目指す。 

 

Ⅱ．能力開発目標 ＜エリア目標として＞  

（１）独自目標 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

人材育成と展開力の 

アップ 

多機能な働き方の 

OJT トレーニング 

多機能な働き方の 

OJT トレーニング 
新人職員の養成 

ケアスキルの向上 
外部研修等の活用 

介護技術の基礎反復 

国家資格受験 

介護技術の基礎反復 

資格の取得 

介護スキルの向上 

総合力を高める 所属外の事業理解 
法人理念と経営方針 

の再認識 

人間力・技術力・実務力

の向上 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．新規採用職員・経験の浅い職員を中心に、施設介護および居宅介護業務を兼務させることに

より、幅広い介護力を身に付け、将来的に多機能な働き方ができるよう育成する。 

２．受験資格のある職員には、国家資格取得に向けた支援を行う。また、介護技術の基礎反復と

して、理学療法士等による研修の機会を数多く設ける。 
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３．エリア全職員が法人理念と経営方針を再学習し、目標参画システムと連動させることで、よ

り効果的に人間力・実務力・技術力の向上を図り、最終的には職員個々のスキルアップに繋

げる。 

４．高齢・障害の分野に関わらず、利用者やその家族が抱える事柄を理解し、暮らし辛さやスト

レス感に寄り添える感性を磨くことで、「思考し、議論し、実践する」集団形成を目指す。 
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（１１）-４ NBB Neo バンバン 事業計画 

 

Ⅰ．経営参画目標  

（１）独自目標 

①効率的作業請負と損益分岐点の見極め 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

３年後の 

事業運営を考える 
実習生の受け入れ 

実習受け入れと 

契約の見極め 

満床時の 

シミュレーション 

営業活動と 

損益分岐の見極め 

職員体制と 

ユニットの再整理 

請負作業の 

量的限界の見極め 

効率的な請負作業に 

絞り込む 

企業就労への準備 
面接会の経験と 

企業現場の見学 

面接会の経験と 

企業現場の見学 

利用者個人が 

目標を設定する 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．３年先までの養護学校卒業生進路希望情報の収集と、実習時の能力見極め。 

２．効率的な作業巡回ができるよう、請負作業量・質・納期の見極めと、利潤の高い請負作業獲

得に向けた営業を行う。（質と量の損益分岐・契約件数の上限等） 

３． ハローワーク他、関係機関の開催する就職面接会などに積極的に参加し、就職意識を高める。

また、利用者が自分自身の就職目標が設定できるように支援する。 

 

（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 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

就労継続 B 型 ９,１６９ ９,１６９ １８,３３８ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．収入増 

・契約利用者の出勤率（稼働率）９０％を目指し、可能な限り基本報酬額を落とさないように

する。（バンバン B型利用者の移籍含め） 

・現ユニットの職員シフトを工夫し、施設外就労加算を最大限確保し収入増に繋げる。 

２．支出減 

・利用者の体調に支障がない範囲で、事業所の空調管理等を適切におこなうことで、光熱水費

の削減を意識する。 

 

②利用率（稼働率）・サービス提供時間 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

就労継続 B 型 ６０％・１,４４０人 ６０％・１,４４０人 ６０％・２,８８０人 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．月次暦に対する基準通りの開設と、繁忙期（夏秋）の土曜開所調整を継続する。 

２．欠席が目立つ利用者との面談を増やし、コンスタントに出勤できるようアプローチする。 
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③サービスの質の向上に向けた取り組み（リスクマネジメントを含む） 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

ユニット別 

マニュアルの更新 

企業仕様書との 

再突合と更新作業 

企業仕様書との 

再突合と更新作業 

ユニットマニュアル

の常時更新 

利用者ミーティングの

活用 

『本日のリスク予測』

の継続（意識向上） 

『本日のリスク予測』

の継続（意識向上） 
事故予測意識の向上 

健康診断 ８月実施 ３月実施 計２回 

定例運営会議の活用と

リスクマネジメント 

体制確立への準備 

月１回 

報告と検証・分析 

推進方法の検討 

月１回 

報告と検証・分析 

ＰＤＣＡの活用 

年間１２回 

リスクマネージャー

の試行 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．現状行程と企業仕様書を再度突合させ、不具合の有り様や企業が求める作業提供が出来てい

るかを点検し、常に更新していく。 

２．作業遂行時や移動時に予測される「リスク」を利用者本人が発言することで、危険度に対す

る意識を高め、理解度を深める。 

３．診断結果は個別配布し、再検査等の必要な方は受診を促すと共に結果報告を求め、身体メン

テナンス・健康管理意識を高める。 

４．定例運営会議での報告と検証を継続。また、事業所やエリアとしてのリスクマネジメント体

制確立に向けた試行と準備を行う。 

 

   ④交通事故防止策（交通事故ゼロ目標） 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

定例運営会議の活用 
事故報告を基にした 

安全運転の検証 

事故報告を基にした 

安全運転の検証 
計１２回 

朝礼終礼・利用者 

ミーティングの活用 

出勤退勤時の交通安全 

要注意区域の把握 

出勤退勤時の交通安全 

要注意区域の把握 
事故件数ゼロ 

リスクマネジメント

との連動 

ヒヤリハットケースの

共有 

ヒヤリハットケースの

共有 
交通事故ゼロ 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．事故事例（報告）を基に、季節・曜日・時間帯・地域などからハイリスク帯を導き、全員共

通の意識を持つことで、交通事故発生ゼロを目指す。 

２．利用者からの「交通安全ヒヤリハット発言」が出来る雰囲気や環境を作り出す。 
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Ⅱ．能力開発目標 ＜エリア目標として＞  

（１）独自目標 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

人材育成と展開力の 

アップ 

多機能な働き方の 

OJT トレーニング 

多機能な働き方の 

OJT トレーニング 
新人職員の養成 

ケアスキルの向上 
外部研修等の活用 

介護技術の基礎反復 

国家資格受験 

介護技術の基礎反復 

資格の取得 

介護スキルの向上 

総合力を高める 所属外の事業理解 
法人理念と経営方針 

の再認識 

人間力・技術力・実務

力の向上 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．新規採用職員・経験の浅い職員を中心に、施設介護および居宅介護業務を兼務させることに

より、幅広い介護力を身に付け、将来的に多機能な働き方ができるよう育成する。 

２．受験資格のある職員には、国家資格取得に向けた支援を行う。また、介護技術の基礎反復と

して、理学療法士等による研修の機会を数多く設ける。 

３．エリア全職員が法人理念と経営方針を再学習し、目標参画システムと連動させることで、よ

り効果的に人間力・実務力・技術力の向上を図り、最終的には職員個々のスキルアップに繋

げる。 

４．高齢・障害の分野に関わらず、利用者やその家族が抱える事柄を理解し、暮らし辛さやスト

レス感に寄り添える感性を磨くことで、「思考し、議論し、実践する」集団形成を目指す。 
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（１１）-５ 品川事業開設室 事業計画 

 

Ⅰ．経営参画目標 

（１）独自目標 

①新施設開設に向けた運営体制の整理（フリーユニティー＝グロー、愛成会、ゆうゆう、日精看） 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

開設準備経費の 

執行 

備品リストの 

見直しと決定 

備品管理および 

購入ルールの確定 

新施設への 

備品搬入・設置完了 

人員配置と 

職員確保 

平成３１年度事業の 

人員配置の確定 

平成３１年度事業の 

職員確保 

新施設の 

人員体制完了 

新施設の 

具体的運営体制 

新施設運営方法確定と 

４法人間協定締結 

指定管理契約と 

区との協定締結 

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。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．運営事業者会議（愛成会、ゆうゆう、日本精神科看護協会、朝日エル）を月に１回、代表者

会議を月に１回、人材確保ワーキングを随時実施し、常に情報を共有する中で、各法人で作

業する内容の確認を行います。 

２．区との運営会議を月に１回実施し、区と運営事業者の意向の擦り合わせを常に行います。 

 

②相談支援事業の実施 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

計画相談支援の実施 

（指定特定相談支援） 

平成３１年度に向け

て、各センターの対象 

（障害分野、児者）を

協議できる。 

計画相談における相

談員の対応数（作成

数）について、品川区

内での整理ができる。 

H29から継続 ８0名 

新規     ５0名 

年間対象者数 1３0 名 

（計画対象外７０名） 

区委託事業・地域拠点 

相談支援センターの 

受託 

品川区内での相談支

援体制について、他の

センターおよび区と

協議を行う。 

品川区における相談

支援の平成３１年度

体制について確定す

る。 

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。 

区委託事業・地域生活 

支援拠点事業の受託 

各センターと地域生

活拠点マネージャー

の役割について整理

する。 

平成３１年度に向け

て、短期入所の緊急対

応についての申し合

わせを協議する。 

平成３１年度に向け

て、品川区における地

域生活支援拠点のあり

方が整理される。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．品川区障害者生活支援センター、福栄会障害者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。 
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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。 

 

（２）各施設等共通目標 

①サービスの質の向上に向けた取り組み（リスクマネジメントを含む） 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

１．相談支援事業での 

リスクの理解 

甲賀地域相談センター 

とマニュアル作成に 

関する協議を実施。 

甲賀地域相談センター 

とマニュアル作成に 

関する協議を実施。 

マニュアルの完成 

２．ヒヤリハット報告 一人５件の報告 一人５件の報告 合計４０件の報告 

３．事故報告 
事業所全体の 

事故報告３件以内 

事業所全体の 

事故報告３件以内 

事業所全体の 

事故報告５件以内 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．同じ事業を実施する甲賀地域相談センターと半年に１回、協議を行います。事業所内で、半

年に１回、相談支援における“リスク”について意見交換を行います。 

２．ヒヤリハット報告欄を日誌に設け、職員が常に確認できるようにします。半年に１回、事業

所内で生じたヒヤリハット報告の振り返りを行います。 

３．相談活動が一人仕事にならないよう始業、終業時の「報・連・相」を徹底し、事故の予防を

図ります。 

 

   ②交通事故防止策（交通事故ゼロ目標） 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

事故ゼロ意識の継続 交通事故０件 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＞ 

１．地域（東京）の状況により、自転車での移動が多くなるため、自転車の乗り方、交通ルール

の遵守を徹底します。 

２．地域（東京）の状況により、公共交通機関での移動が多くなるため、遅延等の影響を考慮し、

余裕を持ったスケジュール管理に努めていきます。 
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Ⅱ．能力開発目標 

（１）独自目標 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

関係機関との関係性 

（ネットワーク）の 

構築 

・区内サービス提供事

業所訪問件数 

全員で延べ１００回 

・名刺交換数 

全員で合計１００枚 

・区内サービス提供事

業所訪問件数 

全員で延べ１００回 

・名刺交換数 

全員で合計１００枚 

・区内サービス提供事

業所数７０％に訪問 

・担当エリア内サービ

ス提供事業所数の全

てに訪問 

研修参加 一人２回 一人２回 一人４回 

相談スキルの向上 

上位職とのケース 

調整の振り返り機会、

毎月１回 

上位職とのケース 

調整の振り返り機会、 

毎月１回 

年に４回、事業所内で

事例学習会を実施 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．ケース調整の有無に関わらず、相談支援事業所として積極的に区内事業所訪問を行います。 

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。 

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、職員全員で事例を通した学習の機会を年

４回実施します。 

 

Ⅲ．事業に関する計画 

（１）基本方針 

相談支援事業を展開する中で区内の状況を把握し、平成３１年４月に新規開設する（仮称）品川

区立障害児者総合支援施設を支援対象者がうまく活用できるように、繋げていきます。 

また、品川区の障害福祉施策の状況を把握していく中で、課題に対しては、滋賀県で積み重ねて

きた法人グロー（ＧＬＯＷ）における相談支援の実践を活かし、積極的に課題解決に向けた提案を

行っていきます。 

 

（２）事業内容 

①品川区地域拠点相談支援センター事業の受託運営 

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。 

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。 

３．基幹相談センター（区障害者福祉課）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。 

４．基幹相談センター（区障害者福祉課）と連携し、計画相談支援の定着化を図ります。 

５．担当エリア（大井第１～第３、八潮）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。 

 

②品川区地域生活支援拠点事業の運営 
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１．障害児者の地域生活を支援するため、総合的かつ柔軟に対応するための調整および資源の確

保を行います。 

２．障害児者の地域生活を支援するため、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。 

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。 

 

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 

１．サービス利用の支援として、上記（１）で定められた担当エリア内で、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。 

２．継続的なサービス利用の支援として、上記ア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

直しを実施したり、福祉サービス事業所等との再調整を行います。 
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（１２） 甲賀地域相談センター 事業計画 

 

Ⅰ．経営参画目標 

（１）独自目標 

①相談支援業務の安定と強化 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

相談支援体制の 

安定化 

①計画相談移管事業

の継続促進 

②平成２８年度以降

開設特定相談支援事

業所に対するフォロ

ーアップ。 

年間計画に基づき人

材育成研修の企画と

学習会の定期開催を

継続実施。 

基幹相談支援センタ

ーを中心に、標準的な

地域における相談体

制の在り方の案を提

案する。 

幅広い相談対応力の 

獲得 

センター会議を中心

に事例の検証作業を

する。 

日頃の相談業務の中

から学び取った事柄

について自主的に学

習し、月間会議を通じ

て報告を議題化する。 

センター会議を中心

に事例の検証作業を

する。 

日頃の相談業務の中

から学び取った事柄

について自主的に学

習し、月間会議を通じ

て報告を議題化する。 

月２回のセンター会

議を実施。 

月間会議を必須開催

し年間４回の研修場

面を取り入れる。 

三次機能各相談支援 

センターとのケースの 

積極協働を通じて交流 

①研修を通じて人事

交流を図る。 

②交流会等コミュニ

ケーション場面を準

備する。 

①リスクマネジメン

ト等について協働作

成し検証作業を行う。 

②交流会を実施する。 

相談支援事業におけ

るリスクケースにつ

いて共有し、マネジメ

ント手法を検証する。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

【基幹相談支援について】 

１．平成３０年度以降の法改正を意識し（２市（甲賀市、湖南市）との協議を継続しながら）基

幹相談支援センター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の構想化を

継続する。 

 ⇒隔月年間６回の両市との協議の場面を開催。 

２．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。 

 ⇒特定相談支援事業所に出向相談し、フォローアップ体制を定着させる。 

３．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県相談業務の標準化を

図る。 

⇒ネットワーク部会の毎月開催。年間２回は相談業務についての議題提起をする。 

【計画相談事業】 

１．平成３０年度改正を意識して計画相談の各ケースについてプラン変更をかけていく。 

⇒現在受け持ちの 310件全件数について点検作業を行う。 
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２．モニタリングを確実に実施し、改正後のモニタリングに基づく支援強化策について実践する。 

⇒モニタリング頻度について全ケースについて再提案し、確実に実施する。 

【委託相談相事業】 

１．センター内会議（センター会議・月間会議）を通じて事例の点検と検証作業を実施し相談支

援スキルついて相互に研鑽する。 

⇒月間２回のセンター会議の開催。年間１２回の月間会議の開催。 

２．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（地域資源共通ガイドブッ

クや共通のアセスメントシート）を整え、相談スキルの標準化を図る。 

⇒年間１２回の月間会議の中で必須議題に位置付ける。半期毎に取りまとめを行い、相談支

援ツールの共有化と標準化を試行する。 

 

（２）各施設等共通目標 

①サービスの質の向上に向けた取り組み（リスクマネジメントを含む） 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

三次機能各相談支援 

センターとのケースの

積極協働を通じて交流 

①研修を通じて人事

交流を図る。 

②交流会等コミュニ

ケーション場面を準

備する。 

①リスクマネジメン

ト等について協働作

成し検証作業を行う。 

②交流会を実施する。 

相談支援事業におけ

るリスクケースにつ

いて共有し、マネジメ

ント手法を検証する。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．「甲賀相談センター」（相談サポートセンター・基幹相談センター）「県委託相談（３センター）」

より委員を選出し『リスクマネジメント委員会』を結成し、相談事業の視点でリスクケース

を検証し、年度内の作成を目指して作成作業を協働する。 

※品川相談支援センターとも情報交換をはかる。 

 

②交通事故防止策（交通事故ゼロ目標） 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

交通安全運転 

管理者協会研修 
なし 副管理者講習受講 計１回受講 

センター会議の活用 
事故報告を基にした 

安全運転の検証 

事故報告を基にした 

安全運転の検証。 
計１２回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．交通事故のリスクの最も多い業務であることを日々肝銘し、「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を組んでいるか」をセンター会議において都度振返る。 

   ⇒センター会議にて必須議題とし確認作業を行う。【センター会議は月間２回開催する】 

 

 

 

 

 



81 

Ⅱ．能力開発目標  

（１）独自目標 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

相談力の向上 

各相談員に研究テーマ

を問い、何について学

び、何を伝えたいかを

聞き取る。テーマの訂

正を求めることせず、

自ら設問したテーマに

ついて自由に研究を進

めてもらう。 

ケースワークや事例の

点検・検証については

センター会議中心に進

める。 

研究課題の報告場面を

月間会議を通じて設定

する。 

（年間最低 4 回） 

自由に学び自由に問え

る職場環境を作る。 

各相談員の「学び」を

尊重し、人に対して寛

容な姿勢とケースに関

する柔軟な対応力を目

指す。 

ネットワーク 

構築力の向上 

ケースワークや事例の

点検を通じ、担当相談

員として対応すること

と構成支援チームにつ

いて確認し、「どこ」と

協働するかではなく

「誰と」協働するかに

ついて検証する。 

ケースワークや事例の

点検を通じ、担当相談

員として対応すること

と構成支援チームにつ

いて確認し、「どこ」と

協働するかではなく

「誰と」協働するかに

ついて検証する。 

「福祉と行政」、「福祉

と教育」、「福祉と医療」

等大義名分じみた曖昧

な連携感ではなく、個

別ケースを通じた支援

者同士の連帯と協働関

係を意識する。 

活動報告力の向上 
各自で事業計画を作成

する。 

各自で中間報告と後期

計画の作成。 

取り組みの成果を報告

する。 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．センター会議の開催を心掛け、事例の検証とケースワークを実施する。【月間２回】 

２．各相談員の自由研究と報告研修の設定。（月間会議にて）【年間４回】 

 

Ⅲ．事業に関する計画  

（１）基本方針  

◎平成３０年度改正以後の相談支援事業の行方について注視する。 

  ⇒『委託相談支援事業』『基幹相談支援事業』の役割を再認識。 

○サービス調整会議（専門部会）の事務局活動を積極的に継続し、今後の制度動向について身近

に把握していく。 

○『地域相談支援事業』の積極活用と委託相談支援事業との結びつきについて検討する。 

○高齢分野・介護保険事業との協働と連携を促進する。 

 

（２）事業内容  

【障害分野相談支援事業】 

三障害（知的・身体・精神）の統合のみならず、障害・高齢・児童分野の連携と統合に向けて

政策が進んでいる。改正後の地域動向を注視し、相談支援事業の変革に備える。 

◆湖南市・甲賀市委託事業 

①一般的な相談（委託相談）の相談員（コーディネーター） 
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１．ケース移管の促進【継続】 

２．平成３０年度以降の『包括的地域ケアシステム』整備構想に備える【継続】 

計画相談専属相談員配置に見合った件数を意識しケース移管を促進させ、以て委託相談支援

の円滑な対応に可能な支援環境を再構築する。体制が整った上で、計画相談・個別支援計画と

の連帯感を図り個別支援の強化に資する支援体制の形成に尽力する。またサービス調整会議専

門部会の事務局活動について積極的に継続参画し『包括的地域ケアシステム』について高齢分

野との連携も含め、圏域構想についての支援体制の在り方についてイメージする。 

 

 ②地域生活支援事業の相談員（生活支援ワーカー・ケアマネジメント従事者） 

１．ケアマネ従事者業務の現状維持 

ケアマネ従事者が計画相談事務業務と作業スケジュール等事務的作業を兼ね、ケアマネ従事

者業務を相談支援担当と業務進行担当とに分担することにより、業務を維持している。今後も

このやり方を維持し、この事業に対する対象者を増やさない方向感で事業継続させる。 

２．「地域相談支援事業」の積極活用 

平成３０年度以降の相談支援事業を想像したときに、単身生活者や個別支援計画を立てる所

属支援機関のない人たちに対する支援が委託相談支援事業所の主たる役割になってくると予想

している。「生活支援ワーカー」業務の中に『地域相談支援事業』を積極的に取り入れ、対象

となる人たちに対し手厚い支援が行き届くような業務の形成を見通す。 

 

③基幹相談支援センター運営 

計画相談の円滑な進行に寄与するため、指定特定相談事業所（計画相談事業所）新規事業所の

立ちあげ支援、計画作成のノウハウ提供、計画の質の向上を目的とし人材育成に関する事業、研

修を実施する。また甲賀地域障害児・者サービス調整会議（地域自立支援協議会）の事務局を担

うことで地域課題の抽出や課題解決に向け、地域福祉力の向上に寄与する活動を実施する。 

 

④指定特定・一般・障害児相談事業（計画相談） 

基幹相談支援事業の稼働により特定相談支援事業所の開設とそこへのケース移管が進んできて

いる。今年度その動きが促進されることにより計画相談の安定供給が見込まれる。 

課題となっている質の担保に向けて国の報酬改定でも検討されている適切なモニタリングの頻

度の確保と確実な実施及びケース会議の固定化を図り、個別支援の強化と質の向上に向けて取り

組む。 

 

◆滋賀県委託事業 

・地域生活支援ネットワーク事業（圏域アドバイザー） 

滋賀県が圏域の課題を集約し、課題解決に向けて活動するための相談員として配置。甲賀地域障

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

言等を実施し、地域福祉の向上に寄与する。 

・発達障害者ケアマネジメント事業 

滋賀県が養成した認証発達障害者ケアマネージャーを配置。２市の発達障害支援室、県の発達障

害者支援センター、地域の福祉、教育機関等と連携しながら、発達障害でひきこもり状態、就労困

難な状態等生きづらさを抱えている人に丁寧に対応。特に２市で支援の狭間と言われている成人期
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以降の人を中心に相談活動を展開している。成人期の発達障害の人の社会参加が制限されている実

態から必要な活動内容を把握し、活動の場等について、甲賀地域障害児・者サービス調整会議に提

言する。 

 

【児童分野相談支援事業】 

核家族化等により子育てのノウハウや経験を家族で共有することが困難になっている今日、子育

てに対する不安を抱え、悩んでいる母親も少なくない。不安やストレスが虐待につながる事もある。

一人で悩みを抱え込むことなく同じ立場の地域の子育て世代がつどい、互いの悩みや将来を語り合

える交流の機会を作る。また、助産師や子育てアドバイザーによる相談や学習会等を企画し、子育

て支援を実施する。 

◆湖南市委託事業 

・地域子育て支援拠点事業（湖南市つどいの広場すくすく事業） 

子育て環境の多様化から不安を増幅されている母親を対象に、子育て相談や学習会を企画して、

安心して子育てできる環境づくりに寄与する。 
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（１３） 滋賀県発達障害者支援センター 事業計画 

 

Ⅰ．経営参画目標 

（１）独自目標 

①相談支援の専門性と権利擁護の意識の向上を図る 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

連携を強化すべき 

関係機関との見学会、 

事業説明、情報交換の実施 

候補機関の 

リストアップと 

実施１か所以上 

実施２か所以上 ３か所以上 

権利擁護に関する 

気づきの報告書の提出 
１件以上 １件以上 ２件以上 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．相談支援の専門性向上に資する目的で、センターとして連携を強化すべき関係機関との見学

会及び事業説明、情報交換を実施する。 

２．相談支援業務の中で権利擁護につながる実践を明らかにするために、気づき報告書を提出す

る。 

 

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 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

圏域・地域での 

事例検討会出席 
３回以上 ３回以上 ６回以上 

生活施設等の 

見学・体験 
１か所以上 １か所以上 ２か所以上 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．圏域・地域で開催される事例検討会に出席することにより、相談者の生活の状況や課題及び

支援イメージをより具体化させる。 

２．法人内事業所間現場実習等を活用するなどにより、生活施設等の見学・体験を通して相談者

の生活の状況や課題及び支援イメージをより具体化させる。 

 

（２）各施設等共通目標 

①サービスの質の向上に向けた取り組み（リスクマネジメントを含む） 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

全職員が苦情（意見、提案、 

要望、請求、責任追及）を 

キャッチする 

３件以上 ３件以上 

６件以上 

適切な対応について

職員の理解を深める 

災害時に予測される 

リスクや課題についての 

具体的な準備活動の実施 

１回 １回 ２回 
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＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．苦情（意見、提案、要望、請求や責任追及）解決に関する実施要綱に基づく、適切な対応に

ついて職員の理解を深めるため、出来るだけ敏感に苦情をキャッチする。 

２．前年度作成した、災害時におけるセンターの役割についてのマニュアルに基づき、予防・発

生時・予後のうち予防の領域での具体的な準備活動を実施する。 

 

   ②交通事故防止策（交通事故ゼロ目標） 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

出張時における 

相互の声掛けの励行 

朝礼などで、出張者は

出発時刻を共有する。 

出発時は、出張者へ声

掛けを実施する。 
交通事故 0件 

交通安全啓発活動 

及び研修への参加 

春季（４月６日～４月

１５日）の参加１回 

秋季（９月２１日～９

月３０日）の参加１回 
２回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．出張時に余裕をもった行動を促すため、出発時間の確認と相互の声掛けを励行する。 

２．全国交通安全運動に合わせて、安全運転啓発活動及び研修へ参加する。 

 

Ⅱ．能力開発目標 

（１）独自目標 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

基本的知識・技術に 

関する学習会 
６回 ６回 １２回 

効率的なスケジュール調整等の 

あり方を検討の場 
１回 １回 ２回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．センターの職員として身に付けておくべき基本的知識と技術について学習会を実施する。 

２．燃え尽きない仕事のあり方を実現するための働き方改革として、効率的なスケジュール調整

等のあり方を検討する場を設ける。 

 

Ⅲ．事業に関する計画 

（１）基本方針 

当センターは県域全体を対象とする三次の相談機関として、各市町や圏域の団体や行政と連携し、

滋賀県医療福祉相談モール構成機関として今日求められる相談支援ニーズに応えていくとともに、

事業を通して見える課題や支援のあり方について整理、分析、発信していくことにより、社会の中

での合理的配慮を推進する。 

 

（２）事業内容 

①相談支援事業 

発達障害者（児）及びその家族が、居住する身近な自治体の福祉行政や支援機関から発達支援

または就労支援を適切に受けられるよう、関係機関と連携し個別の相談支援を行う。 
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②コンサルテーション事業 

発達障害者（児）を支援・教育する機関、また雇用する企業等からの相談に対して職員を派遣

し、研修の実施や生活環境調整等具体的な支援策を講じることで、各所における発達障害者（児）

支援のスキルアップを図る。 

 

③地域支援事業 

市町行政や市町の発達支援センター等、障害者相談支援事業所と連携し、地域自立支援協議会

に参画する。 

 

④研修事業 

 （ア）滋賀県と協議のうえ、地域で発達障害に関する支援の核となる人材育成研修を実施する。 

 （イ）関係機関等との連携しながら、発達障害に関する必要な研修を企画運営する。 

 （ウ）依頼により、他団体等が主催する研修への講師派遣を行う。 

 

⑤その他 

 （ア）発達障害支援関連の全国組織への参画 

 （イ）滋賀県発達障害者支援センター事業運営にかかる会議の開催 

 （ウ）滋賀県が計画する発達障害に関する事業等への連携協力 

 （エ）滋賀県医療福祉相談モールに構成機関としての活動 

 （オ）その他、発達障害支援に関する必要な活動 
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（１４） 滋賀県地域生活定着支援センター 事業計画 

 

Ⅰ．経営参画目標 

（１）独自目標 

①相談支援の専門性と権利擁護の意識の向上を図る 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

連携を強化すべき 

関係機関との見学会、 

事業説明、情報交換の実施 

候補機関の 

リストアップと 

実施１か所以上 

実施２か所以上 ３か所以上 

権利擁護に関する 

気づきの報告書の提出 
１件以上 １件以上 ２件以上 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．相談支援の専門性向上に資する目的で、センターとして連携を強化すべき関係機関との見学

会及び事業説明、情報交換を実施する。 

２．相談支援業務の中で権利擁護につながる実践を明らかにするために、気づき報告書を提出す

る。 

 

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 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

関連する施設等の 

見学・体験の実施 
２か所以上 ２か所以上 ４か所以上 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．司法関係施設・福祉関係施設等の見学・体験を通して相談者の生活の状況や課題及び支援イ

メージをより具体化させる。 

 

（２）各施設等共通目標 

①サービスの質の向上に向けた取り組み（リスクマネジメントを含む） 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

全職員が苦情（意見、提案、 

要望、請求、責任追及）を 

キャッチする 

２件以上 ２件以上 

４件以上 

適切な対応について 

職員の理解を深める 

災害時に予測される 

リスクや課題についての 

具体的な準備活動の実施 

１回 １回 ２回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．苦情（意見、提案、要望、請求や責任追及）解決に関する実施要綱に基づく、適切な対応に

ついて職員の理解を深めるため、出来るだけ敏感に苦情をキャッチする。 

２．前年度作成した、災害時におけるセンターの役割についてのマニュアルに基づき、予防・発

生時・予後のうち予防の領域での具体的な準備活動を実施する。 
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   ②交通事故防止策（交通事故ゼロ目標） 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

出張時における 

相互の声掛けの励行 

朝礼などで、出張者は

出発時刻を共有する 

出発時は、出張者へ声

掛けを実施する 
交通事故０件 

交通安全啓発活動 

及び研修への参加 

春季（４月６日～４月

１５日）の参加１回 

秋季（９月２１日～９

月３０日）の参加１回 
２回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．出張時に余裕をもった行動を促すため、出発時間の確認と相互の声掛けを励行する。 

２．全国交通安全運動に合わせて、安全運転啓発活動及び研修へ参加する。 

 

Ⅱ．能力開発目標 

（１）独自目標 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

基本的知識・技術に関する 

学習会の実施 
３回 ３回 ６回 

ストレス軽減ミーティングの 

実施 
１回 １回 ２回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．センターの職員として身に付けておくべき基本的知識と技術、リスクアセスメント等につい

て学習会を実施する。 

２．燃え尽きない仕事のあり方を実現するための働き方改革として、相談支援員のストレス軽減

のためのミーティングを実施する。 

 

Ⅲ．事業に関する計画 

（１）基本方針 

当センターは都道府県及び圏域を跨いで相談支援を実施する広域の相談機関であり、滋賀県医療

福祉相談モール構成機関としての機能を生かしながら、生活課題を抱える人々の社会内包摂を推進

する。事業実施に際しては、相談者の同意と意向に基づいて、社会的支援を実施する福祉行政・施

設・機関が、地域での生活が継続できる支援体制が構築できるように側面的な相談援助を行う。 

 

（２）事業内容 

①コーディネート業務：矯正施設等退所予定者の帰住地及び福祉的支援等利用調整 

保護観察所或いは他センターの依頼により、現在矯正施設等に入所中の高齢者または障害者の

うち、帰住先と生活環境調整の必要な「特別調整対象者」又は生活環境の調整が必要な「一般調

整対象者」を支援対象者として、本人の意向に添った帰住先の調整及び福祉サービス・年金等の

手続き支援を行う。 

 

②フォローアップ業務：矯正施設等退所者の地域生活移行・定着支援 
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特別調整対象者の出所時出迎え等を行い、必要な手続きの同行支援を行い、受け入れ先への申

し送り等を行う。また、県内帰住者を対象として、地域での生活が一定安定するまでの間、本人

及び受け入れた施設、事業所の支援者への側面的なサポートを行う。 

 

③相談支援業務：刑事手続きの最中或いは終了後の福祉サービス等利用相談 

矯正施設から退所者又は執行猶予や保護処分を受けた人、逮捕勾留された人のうち、障害又は

高齢により福祉的な支援を必要と定着支援センターが認める場合は、本人又はその関係者からの

相談に応じて必要な支援及び助言等を行う。 

 

④刑事手続段階における高齢者・障害者入口支援事業 

相談支援業務の対象者のうち、刑事手続き段階にある高齢者・障害者について、司法関係機関

と連携しながら地域での安定した生活を目指して、情報収集・アセスメント・支援チームの構築

或いは継続をサポートする。 

・入口支援事前会議 

・調査支援委員会アセスメントチーム 

・調査支援委員会コーディネートチームなど 

 

⑤地域のネットワークの構築と連携促進及び情報発信業務 

（ア）再犯防止ネットワーク事業との連携 

（イ）社会的支援等協力事業所部会研修会の開催 

（ウ）自立支援協議会をはじめとする福祉関係機関との連携会議等への出席 

（エ）司法関係機関との連携会議等へ出席 

（オ）全国地域生活定着支援センター連絡協議会への参画 

（カ）センター事業推進委員会の開催 

（キ）啓発活動及び講師派遣 

（ク）関連する調査研究への協力 
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（１５） 滋賀県高次脳機能障害支援センター 事業計画 

 

Ⅰ．経営参画目標 

（１）独自目標 

①相談支援の専門性と権利擁護の意識の向上を図る 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

相談者の権利擁護 

権利擁護に関する 

気づきの報告書提出 

（件数１件） 

権利擁護に関する 

気づきの報告書提出 

（件数１件） 

権利擁護に関する 

気づきの報告書提出 

（件数２件） 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．相談支援の向上だけにとらわれず、相談者の関わりも含めた擁護の視点を持ち、気づきの力

を養い権利意識を高める。 

 

   ②高次脳機能障害への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 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

高次脳機能障害に関す

る厚生労働科学研究へ 

の参加 

研究内容及び滋賀の

役割を適切に把握し、

付加要素も加えなが

ら先行して取り組む 

今年度の研究成果 

をまとめる 

３ヶ年の研究成果 

をまとめる 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

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する。会議を通して、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。 

 

③出張相談会の実施により、潜在的な高次脳機能障害者等を社会参加につなげるための啓発

強化を図る  

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

出張相談会の開催 相談会のための準備 相談会の告知・実施 開催（1 回以上） 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．県内地域において、来訪困難な脳血管疾患や脳外傷の後遺症で困っておられる方々を対象と

した出張相談会を家族会（脳外傷友の会「しが」）と協働にて開催することで、潜在的な高次

脳機能障害者の社会参加を支援する。 

 

（２）各施設等共通目標 

①サービスの質の向上に向けた取り組み（リスクマネジメントを含む） 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

ヒヤリハット報告提出

の標準化 
１件/職員 １件/職員 ２件/職員 
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＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．センター内会議にて呼びかけ、「気づき」の意思づけと、記入の習慣化を図る。 

 

②交通事故防止策（交通事故ゼロ目標） 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

1．相互の声掛けの励行 
出張出発者への注意

喚起の声掛けの励行 

出張出発者への注意

喚起の声掛けの励行 
交通事故０件 

2．交通安全研修 １回（春季） １回（秋季） ２回 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．センター事務所から出張する際、明確に出発を他の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り、交通事故

件数「０：ゼロ」を目指す。 

２．全国交通安全運動に合わせて、上期（春季は４月６日～４月１５日）、下期（秋季は９月２１

日～９月３０日）には安全運転啓発活動および研修（２回/年）を実施する。 

 

Ⅱ．能力開発目標 

（１）独自目標 

区分 上期目標 下期目標 H30年度通期目標 

1．人権擁護の意識付け 
研修参加 

（０.５回/職員） 

研修参加     

（０.５回/職員） 

研修参加     

（１回/職員） 

２．業務に関する能力の

レベルアップ 

研修でのプレゼン

内容、方法について

議論する 

専門分野に関する 

プレゼンを行う 

専門分野に関する 

プレゼンを行う 

＜目標達成のための取り組み事項＞ 

１．人権擁護の意識付け（人間力） 

・人権感覚の構築のための研修（同和問題も含む）、または社会人としてのマナー（基本的な接

遇の習熟）の研修に参加することで、人権意識の向上と確立を図る。 

２．相談支援力の向上（技術力） 

・自分たちの専門分野におけるプレゼンテーション能力を高めるため、お互いの方法を交換す

るとともに、実践の機会を設ける。 

 

Ⅲ．事業に関する計画 

（１）基本方針 

当センターは県域全体を対象とする三次の相談機関として、各市町や圏域の団体や行政、滋賀県

医療福祉相談モール構成団体と連携し、今日求められる相談支援ニーズに応えていくとともに、当

センターの事業を通して見える課題や支援のあり方について整理する意識を常に持ち、機会を捉え

て発信することを使命とする。 

 

（２）事業内容 

①相談支援事業 

http://ja.wikipedia.org/wiki/4%E6%9C%886%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/4%E6%9C%8815%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/9%E6%9C%8821%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/9%E6%9C%8821%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/9%E6%9C%8830%E6%97%A5
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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し、必要な調整を図

り、関係機関と連携して対応する。 

 

②支援専門チーム事業 

（ア）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。 

 （イ）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。 

 （ウ）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。 

（エ）（ア）から（ウ）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。 

 

③普及啓発事業 

（ア）県内の市町や地域の相談事業所、福祉サービス事業所等各関係機関、地域住民に対し、高次

脳機能障害への理解を深めることを目的に研修会を開催するとともに、講師の派遣等を行う。 

（イ）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。 

（ウ）地域住民（当事者、ご家族・支援者など）を対象とした出張相談会を開催する。 

 

 ④地域支援ネットワークの構築 

（ア）地域での高次脳機能障害者（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。今年度は甲賀圏域、東近

江圏域、湖北圏域での勉強会に加えて他圏域での地域ネットワークの構築を検討する。 

（イ）平成２７年度から甲賀圏域で実施されている圏域体制整備事業を受けて、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と高次脳機能障害の支援の充実を図る。 

 

  ⑤ＳＳＴ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、より効果的な人との関わり行動を身につけることができる場所の提供を行う。 

 

  ⑥家族会との連携 

（ア）家族会の活動への協力を行う 

（イ）家族会との連携会議を定期的（３回/年）に開催する 

（ウ）出張相談会を家族会と協働にて開催する 

（エ）滋賀県高次脳機能障害リハビリテーション講習会に実行委員として参画する 

 

⑦その他 

（ア）高次脳機能障害支援に関する厚生労働科学研究の分担研究者である島田顧問と協働した当該

研究事業への参画 

（イ）全国高次脳機能障害連絡協議会実務者研修への参加 

（ウ）全国高次脳機能障害連絡協議会への参加 

（エ）近畿ブロック連絡協議会への参加 

（オ）その他、高次脳機能障害支援に関する必要な活動 


