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法人理念 
 

 

私たちは次の 2つの言葉を胸に、この地域に生きる全ての人の、安心な暮

らしが保障され、尊厳を持ってその人らしく生きることができる社会を創

っていきます。 

 

「生きることが光になる」 
全ての人は自らの命を通して、人に生きることの尊さを知らせるものであ

ると考えます。 

 

「ほほえむちから」 
ほほえむちからを、人は誰でも持っています。 向かい合う人に対するほほ

えむちから、向かい合う人のほほえむちからを大切にします。 

 

 

経営方針 
 

 

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 
さまざまな要因により生きづらい状況の下に生きている人たちを、排除し

ない社会を目指すにとどまらず、誰一人として見逃さない社会を創る。そ

の担い手であるという矜持を持ち、実現のためにたゆまぬ努力をします。 

 

新しい社会的価値の創出と発信 
介護や支援を通して、職員が成長しているという事実があります。アー

ル・ブリュット等、障害のある人たちの表現から多くの感動が生まれてい

るという事実があります。現場で起きているつぶさな事実を私たちなりの

言葉で表し、発言することによって、新たな社会的価値を生み出します。 

 

社会性・事業性・革新性のある福祉経営 
その時代における狭間の課題を顕在化させ、社会の認知につなげる経営を

行います。また、日々提供している福祉サービスの中にこそ革新性がある

ことを心に留め、「思考し、議論し、実践する」を循環します。 
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１ 経営管理部 
 
 

① 特別養護老人ホームふくら改築整備 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

改築工事概要 ・改築工事スケジュールにより実施する。 

県土地協議開始 ・令和 2年 4月から県と土地の貸借について協議をはじめる。 

 
 

② 安定した法人経営を行うための人材確保と職員定着 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

人材確保の取組 

①人材確保計画の立案・施行 

・年間スケジュールを立案し、計画に沿ってすすめていく。 

・職員年齢構成や退職者数を鑑み、「今後３年間で大卒５０名採用」

を目指す。 

②人材確保プロジェクト 

・本部、法人内の若手職員で構成するプロジェクトチームを発足

 させる。 

・効果的な広報の手法の検討。 

・就職情報サイトの活用。 

・看護師等の専門職確保の方法について、法人内の現職を交えて

 勉強会を開催する。 

・積極的に大学等へ訪問しＰＲ活動を行う。 

・若手ＯＢＯＧによる大学教員および学生との関係づくり。 

・法人独自の説明会の開催。 

・内定者フォローにより入職辞退者を減らす。 

③人材確保イベント等への参画 

・「FACE to FUKUSHI」や県社協主催の「ふく楽 Café」等に参

加。若手職員により「法人と福祉の魅力」を伝え、学生が安心

して応募できる雰囲気をつくる。 

・参加学生に対する就職に関するアドバイス等フォローアップを

 実施する。 
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④大学・高校との関係構築 

・訪問を重ね滋賀京都の大学就職課との関係を構築する。意見交

換会等を開催し、学生の現状を把握する。 

・大学教員とのパイプを作り、学生確保につなげる。 

・高校福祉科教員との意見交換会の実施。 

⑤研修に特化した法人パンフレットの作成 

・求職者が求める「人材育成に関する情報」を効果的に伝えられ

る内容にする。 

⑥ＳＮＳを活用した法人情報発信 

・ホームページ随時更新、Facebook等の活用によりタイムリーな

情報発信を行い、人材確保につなげる。 

職員定着の取組 

（離職率の低下・改善

を目指す） 

①さらなる職員定着に向けた施設間交流の促進 

 ・自由な雰囲気の職員交流会を定期的に行い横のつながりを深く

する。（若手職員の会、中堅職員の会等） 

 ・クラブ活動を法人内に周知する。 

 ・Facebook等を活用しクラブ活動の参加を他の法人にも呼びか

け、仲間づくりを推進する。 

②年金制度や福利厚生の周知 

 ・全事協年金や福祉医療機構退職金の制度理解を促進するため、

各事業所で説明会を実施する。 

 
 

③ リスクマネジメントのＰＤＣＡサイクルによる職員の資質向上 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

リスクマネジ 

メント委員会 

・法人リスクマネジメント委員会の開催（年 2回開催） 

リスクマネジメントに関する課題、事故・ヒヤリハット事象を 

法人内で共有し、事故削減目標を達成するために取り組む。 

・リスクマネジメントの課題やヒヤリハット事象について 

再発防止対策・各施設のマニュアル整備等について検討する。 

ヒヤリハット 

・事故報告書 

・KY（危険予知）活動を推進し、ヒヤリハット報告書の提出を前年

 比約 1割増やし事故防止に努める。 

・事故（報告書）については前年比約 1割減少させる。 
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④ 法人の収支差額率の目標を達成する。 

項目 事業活動による収入額等（単位:千円） 

収支差額率 ▲０．２％ 

事業活動計算書の収支差額 ▲５，５５１  

資金収支計算書の収支差額 ９７，８５３  

ふくら改築整備積立額 ５０，０００  

  

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

収入目標の達成 

・きぬがさの一般型特定施設への移行により収入増加 

・随時、稼働率低迷に対しては改善策を施設と本部で策定 

・加算の請求漏れ防止のためチェック作業を支援  

人件費の適正化 
・各施設の収支状況等を勘案しながら、それに見合う配置 

人数の合意形成をはかる。 

事業費の節減 
・水道光熱使用量前年比△1%達成のため、毎月報告と定 

期的情報共有 

 
 

⑤ 関係団体の支援 

各団体の活動を積極的に支援する。 

・公益財団法人糸賀一雄記念財団 

・共生社会を創る愛の基金 

・一般社団法人全国地域生活定着支援センター協議会 

・一般社団法人全国居住支援法人協議会 

・滋賀の縁創造実践センター 
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グローにおける研修の推進 

 

１．グローLOVE研修センター 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

人権研修 

職階別研修および人権教育推進委員会において研修を実施し、同

和問題をはじめとする人権教育を推進する。職員自身の気づきや

人権感覚を高め、差別のない共生社会の実現を目指す 

スタートアップ研修 

フォローアップ研修 

次世代交流セミナー 

新規採用者および採用後 5年目までの職員に対して、年次ごとに

業務遂行および働きやすさ・働きがいの視点で研修を行う 

職  階  別  研  修 

職責基準表に示す一般職・中等職・副主任職・主任職・指導職・ 

監督職・管理職の職責と役割を遂行するための研修カリキュラム 

および人権研修を実施する・地域限定/短時間雇用職員研修を行う 

専   門   研   修 看護師研修・食品衛生管理研修を実施する 

研修レポートの発行 
職階別研修をはじめとした研修事業を法人職員に共有するため 

発行する 

業務上必要資格の計 

画的取得の推奨確認 

法人内有資格者を確保するためサービス管理責任者・認知症対応

型サービス事業管理者・認知症介護実践者研修の受講を推奨する 

 

２．施設等が行う研修及び事業 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

分 野 協 働 研 修 
高齢 3施設協働研修等、各分野における総合的な支援力を高める

研修を開催する 

施 設 等 内 部 研 修 各施設等において専門性を高めるための研修や学習会を行う 

 

３．グロー研究発表フォーラム 

法人内各施設等の実践研究の成果を発表する研究発表フォーラムを開催する。 

 

４．海外派遣研修 

タイ・カオディン村、マレーシア・ボルネオ島などへ派遣する 

 

５．アメニティーフォーラム 

アメニティーフォーラム実行委員会と NPO法人全国地域生活支援ネットワークが主催する   

アメニティーフォーラムに参画する。 
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２ 企画事業部 
 

① 滋賀県における相談支援に係る人材育成体制の確立 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

滋賀県の研修への

組み込みとプログ

ラムの効果検証、

国への提言 

2018年度に研究事業で作成した研修プログラムを、滋賀県主任相談支

援専門員研修プログラムに反映させ実施する。（１２月） 

更に効果検証と精査を行い、新たな人材育成プログラムとして厚生労

働省へ提案する。（年度内） 

  

② 2020東京大会の文化プログラム、大会後のレガシーとしてのアール・ブリュット 

展や舞台芸術祭等の国内外での開催 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

国内における障害

者の文化芸術フェ

スティバルの開催

及び滋賀における

共生フェスティバ

ルの準備 

・東京２０２０大会・日本博を契機とした障害者の文化芸術フェスティ

バルの全国展開を図る。九州ブロック（５月）、東海・北越ブロック 

（８月）、中国・四国ブロック（９月）、北海道ブロック（１０月）。 

・２０２１年度に実施する関東・甲信ブロック、東北ブロック、近畿

ブロック（グランドフィナーレ 滋賀県）の開催準備を進める。グラ

ンドフィナーレについては、滋賀県が主導して開催を計画する共生フ

ェスティバルとの連動を視野に入れて準備を進める。（通年） 

・実施にあたっては、全国の社会福祉法人や地方自治体、また、２０

２０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など、分野を超えた団体や個人が連携

を図り共働体制を構築する。また、全ブロックにおいて、障害者が文

化芸術活動に参加・鑑賞するための、アクセシビリティ環境の提供等

に努める。 

  

③ 東近江地域をモデルとした意思決定支援システムの構築 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

体制整備協議会に

おける中核機関の

在り方検討と、市町

への提案 

市町に対して、中核機関を中心とした意思決定支援システムについて

の提案を行う。２０２１年度の開設に向けて、事業内容について協議

を行う。（６月～８月） 
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④ 文化芸術を通じたアクセシビリティの研究と実践、普及 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

芸術鑑賞会の研究

とプログラム化、

実践の継続 

・昨年度、実施した芸術鑑賞会の参加者アンケート結果を基に、関係者

と意見交換を実施し、ブラッシュアップさせる。（4月～6月実施） 

・障害のある方との芸術鑑賞会を実施し、アクセシビリティの向上に

つなげる。（NO-MA企画展の開催に併せて 3回実施） 

・鑑賞会を通じて様々な障害への合理的配慮について検証し、その他

様々な場所への汎用性について可能性を探る。 

・研究成果をプログラムとして冊子にまとめ発信する。（3月末） 

  

⑤ ボーダレス・アートミュージアム NO－MAパンフレット 

 項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

パンフレットの 

多言語化 
簡易な表現の「わかりやすい版」を作成する。 

 

⑥ 自分たちの事業を自分たちの言葉でわかりやすく伝えられる職員を目指し、外部

における講演やシンポジウムへの登壇、または執筆する 

 項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

外部における講演

やシンポジウム 

への登壇、執筆 

外部における講演やシンポジウムに登壇または執筆する正職員数 9０％

をキープする。 

 

⑦ 社会福祉研究センターにおける、法人全体の各事業に関連した福祉事業に関する  

研究と提言 

 項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

法人全体の 

各事業に関連した 

福祉事業に関する

研究と提言 

罪を犯した障害者・高齢者に関する研究及び救護施設に関する研究 

（年 3回）及び提言。（社会保障審議会、障害者政策委員会等） 
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３ 養護老人ホームきぬがさ 
 

①  きぬがさ、ながはま、ふくらの協働による総合的な支援力を底上げ化するための 

「高齢 3施設協働研修」 

〇令和元年度より高齢 3施設の協働で創設した研修を継続実施する 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

職員研修の継続実施 

 

＊令和元年度に創設

した協働研修の 

継続実施 

・特養にも養護にも必要とされる介護技術・相談援助等を習得し、

高齢者支援における総合的な支援力を高めるため、高齢３施設協

働で研修を企画する 

●ステップ研修(5月、10月) 

初任者～３年目を対象に、介

護技術・相談援助技術の向上を

テーマに実施する 

『介護技術』『福祉制度の理解』 

『具体的事例における相談援助

技術と福祉制度の活用』 

『事業所間現場実習』 など 

＊他に、現在各事業所が実施し

ている職場内研修において外

部参加を積極的に活用し「テ

ーマ別選択研修」を実施する 

●リーダー研修(5月) 

中等職、副主任職、主任職を対

象に、職員育成に対する指導力

の向上をテーマに実施する 

『指導力の向上』 

『新任職員への OJT』 

                   など 

実践発表会開催 高齢３施設合同で１回開催する 

研究発表会への参加 社会福祉学会等外部発表を 1回実施する 

 

② 高齢者支援における専門性の高いケアの実現 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

認知症介護基礎研修の受講（２名） 通期・年次計画より２名受講する 

認知症介護実践者研修の受講（１名） 通期・年次計画より１名受講する 

看取り介護の職場内研修 通期・職場内研修の実施 

介護福祉士の資格取得 通期・1名取得する 

 

③ 職務ガイドラインを活用した支援力の定期的評価を実施 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

チェックリスト 

全項目の 80％達成 

7月 全職員を対象に評価を行い現状把握する 

８月 評価結果のまとめ・分析する 

⇒改善計画の作成 

10月 改善計画の実施   
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④ 地域向け訪問介護の充実と運営の安定化 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

ヘルパー職員数 

の確保 

通期・地域訪問可能なヘルパー職員を常に 8人確保する 

 ・重度高齢者や精神障害高齢者への支援を向上させるために、 

年１回以上の専門研修を実施する 

目標提供時間 

の達成 

通期・毎月、居宅介護支援事業所も訪問し連携を深めることによ

り、訪問提供時間を達成する 

（4～7月 月平均 107時間、8～3月 月平均 201時間） 

 

⑤ 虐待ケースの緊急受入対応と被虐待高齢者の支援の質を高める 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

緊急ケースを 

積極的に受け入れる 

4月・緊急一時保護事業の受託実施 

通期・居室空き状況や緊急ケースに対する情報共有など、常に市町 

との連携を強化していく 

 

⑥ 地域生活への移行を目標とした支援の質を高める 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

地域生活移行者 

1名（入所） 

通期・本人希望による移行プランを作成し、市町と連携のもと支援 

する 

円滑な地域復帰に向け

た支援３名（生管） 

通期・本人希望による移行プランを作成し、市町と連携のもと支援 

する 

 

⑦ 利用者も参加する子ども食堂の実施 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

てんびんの里みなみ

（子ども食堂） 

参加利用者（５人） 

通期・運営委員会のメンバーで下記の会議を開催する 

① 開催前に事前打ち合わせを行う 

② 終了後開催の振り返り、次回の開催確認を行う 

③ 2～3か月に 1回運営委員会会議を行う 

④ 年 1回全体会議を行う 

・運営委員会のメンバー（地区社協・市社協・民生児童委員・社会

福祉法人六心会・養護老人ホームきぬがさ） 

・通期・きぬがさ利用者が参加する（食事準備、食事も一緒に摂る） 

⑤ 夏休み等の長期休暇に特色のあるプログラムを企画する 
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⑧ 職員企画・参加型ワーキングチーム（WT）による業務改善の遂行 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

職場改善に 

向けた課題提議 

（１０件以上） 

７月・利用者サービスの向上や職場改善に向けたアンケートを実施 

する 

８月・年度前半に実施した各種の調査結果をまとめ  

⇒課題提議をする ⇒①職場改善アンケート ⇒②職務ガイ 

ドラインの評価結果 ⇒③利用者満足度調査結果の結果 

WTによる課題 

解決達成数（５件） 

９月 課題の中から優先度も考慮のうえ、短期で解決可能な身近な 

課題に対して、WTを組織して取組む 

 

⑨ リスクマネジメントの視点に立った具体的な行動マニュアルの作成 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

マニュアルの 

点検・更新・作成 

「感染症対策」 

４月・新任着任者研修を実施する 

７月・感染症対策委員会にてマニュアルの点検、全体研修を実施する 

11月・マスク等物品の在庫確認、全体研修を実施する 

「ヒヤリハット事例の分析対策」   

通  期 毎月の職員会議にてすべての報告を情報共有する 

上・下期 事故予防対策委員会にて報告の中から具体的な対応を 

検討・実施する 

「火災対策」 

４月・新任着任者に消防設備の説明 

5月・避難訓練のマニュアルの見直し、及び訓練の実施 

「地震対策」 

・減災（震災対策編）のマニュアルの見直をする 

「風水害対策」 

・マニュアルの作成 高齢３施設合同でマニュアル点検を実施する 

 

⑩ OJT体制の推進と人材育成体制の充実 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

新任着任者 OJT 

１００％達成 

４月 ・新採職員に対して、各々ＯＪＴ担当をつけ実施する 

５月 ・１ヶ月後の振返りを実施する 

６月 ・２ヶ月後、実施結果をまとめる 

〇中途採用職員についても同様に行う 

OJT指導ができる 

職員数（7人） 

６月 ・主任者会議にて、実施結果のまとめにより、OJT全般、 

指導者の評価を実施する 
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⑪ 支援の視野を拡げるための地域貢献事業の実施 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

地域貢献事業 

の実施 

通期 ・依頼時、川並地区において「出前講座」を実施する 

通期 ・年数回、開催される 「ごかしょう安心サポート委員会」へ 

参加する 

通期 ・毎月１回以上、元気利用者を中心に地域清掃活動を実施する 

 

⑫ 適正な収益による事業の継続を図る財務の視点を盛り込んだ目標 

項目 事業活動による収入額（単位:千円） 利用率（稼働率）・サービス提供時間 

介護保険 

事  業 

（一般型）特定施設 １４０，１１４ 
（一般型）移行後 

月平均 特定契約者 62名 

訪問介護（地域向） ８，３９２ 月平均１４０時間 

訪問介護（ホーム） ４９，９８６ 
（一般型）移行まで 

月平均 特定契約者 58名 

老人福祉 

事  業 

養護老人ホーム ２１６，３３２ 
在籍率（入院者含む）９８．０%  

在籍率（入院者除く）９６．０%  

生活管理短期入所 ３，３７8 生管利用日数 750日  

 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

労働時間 

の効率化 
通期 ・一般型特定施設移行に伴う業務の見直し 

 

 

 



11 

 

４ 老人ホームながはま 
 

①  きぬがさ、ながはま、ふくらの協働による総合的な支援力を底上げ化するための 

「高齢 3施設協働研修」 

〇令和元年度より高齢 3施設の協働で創設した研修を継続実施する 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

職員研修の継続実施 

 

＊令和元年度に創設

した協働研修の 

継続実施 

・特養にも養護にも必要とされる介護技術・相談援助等を習得し、

高齢者支援における総合的な支援力を高めるため、高齢３施設協

働で研修を企画する 

●ステップ研修(5月、10月) 

初任者～３年目を対象に、介

護技術・相談援助技術の向上を

テーマに実施する 

『介護技術』『福祉制度の理解』 

『具体的事例における相談援助

技術と福祉制度の活用』 

『事業所間現場実習』 など 

＊他に、現在各事業所が実施し

ている職場内研修において外

部参加を積極的に活用し「テ

ーマ別選択研修」を実施する 

●リーダー研修(5月) 

中等職、副主任職、主任職を対

象に、職員育成に対する指導力

の向上をテーマに実施する 

『指導力の向上』 

『新任職員への OJT』 

                   など 

実践発表会開催 高齢３施設合同で１回開催する 

研究発表会への参加 社会福祉学会等外部発表を 1回実施する 

 

② 高齢者支援力と専門性の高いケアの実現 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

認知症高齢者の尊厳

を支えるケアを行う 

・認知症介護基礎研修会に２名、参加する。（2019年度末５名  

受講済） 

・認知症介護実践者研修会に１名、参加する。（2019年度末５名受

講済） 

尊厳を大切にした 

看取りケアを行う 

・看取りケア職場内研修を１回、実施する。 

・看取りケア外部研修に２名、参加する。 

  

③ 職務ガイドラインを活用した支援力の定期的評価を全職員に実施 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

定期的な評価を実施 

・法人職務ガイドラインチェックリストを全職員対象に１回、実施する。 

・チェックリストの達成目標をチェックリスト全項目の８０％とする。 

・内部研修を実施し、業務内容を理解する。 
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 ④ 社会性・事業性・革新性のある福祉経営の実践 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

仕事にきゃんせ 

・若年性認知症や軽度認知症の方が地域で安心して過ごせるよう事業

を継続し、若年認知症の基礎的な知識やケアを蓄積する。 

・毎週金曜日、１３：００～１６：００に実施する。 

ながはま子ども食堂 

・「子ども食堂」の発展と安定した事業の継続をめざし、学生ボラン

ティア、地域ボランティア、食材ボランティアの定着を図るととも

に、保護者、地域の方の参加を募る。 

・毎月、第三水曜日、１６：３０～１９：００に実施する。 

  

⑤ 入所者の多様なニーズに対応するため、より多くのスキルを身につける。 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

ＯＪＴチェック 

シートの作成 

・働きがいの視点を大切にしたＯＪＴチェックシートを作成する。 

・チェックシートを活用し、未達の項目については、優先的に到達の

機会を持つ。 

職場内実践発表会 ・高齢３施設で実践発表会を行うことから、事前に施設内で開催する。 

施設内研修 
・施設内研修を月１回実施し、参加率７０％を維持する。 

・基礎介護（食事、入浴、排泄等）に関する研修会を開催する。 

自立支援に向けた 

ケアの実践 

・自立支援に向けたケアを実践するためアセスメント研修会を開催す

る。 

・自立支援の目標を設定し、ケアプランの充実を図る。 

業務改善委員会 ・定期的に開催し、業務の改善を提案する。 

満足度調査、家族

アンケートの実施 

・利用者サービス満足度調査（4.0／前年比＋0.1）、食事満足度 調

査（3.6／前年比＋0.1）を年２回実施し、評価、改善を行う。 Ｒ１

前期実績（利）3.9，（食）3.5 

・家族アンケートを年１回実施し、施設運営に活かす。 

資格取得 

・介護福祉士実務者研修の受講１名  

・介護福祉士の資格取得   １名 

・介護支援専門員の資格取得 １名 

 

⑥ リスクマネジメントの視点に立った具体的な行動マニュアルの作成及び点検・更新 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

マニュアルの 

点検・更新・訓練 

・「感染症対策」  10月末までに点検・更新 

・「火災対策」   10月末までに点検・更新・訓練 
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・「地震対策」   10月末までに点検・更新・訓練 

・「風水害対策」  10月末までに点検・更新・訓練 

・「ヒヤリハット事例の分析対策」  10月末までに点検・更新 

 

⑦ 適正な収益による事業の継続を図る財務の視点を盛り込んだ目標 

項目 事業活動による収入額（単位:千円） 利用率（稼働率） 

養護老人ホーム １５６，２１５ 

在籍率（入院者含む）９７．０％ 

（Ｒ１年度見込み ９７．４%） 

在籍率（入院者除く）９５．０％ 

（Ｒ１年度見込み ９２．９%） 

（一般型）特定施設 １０２，４２７ 特定施設契約者数   42名 

通所介護 ３３，０１９ 稼働率７８．０％ 

  

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

90床満床 

・施設の空き情報を各措置機関に提供し、広域的に積極的に受け入れる。 

・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。 

特定施設の各種加算 ・特定契約者数による職員配置を適正に行い、加算を取得する。 

通所介護新規契約者

数を増やす 

・毎月の新規契約者数、１名以上 

・広報誌の発行、年４回以上 

支出減の取り組み ・光熱水費、前年度比１％の削減を行う。 

感染症ゼロ 

・感染症及び食中毒の予防及びまん延防止に対する正しい知識を習得

する。 

・職員一人ひとりが感染症予防に向けた取り組みを提案し、全職員で

実施する。 

交通事故ゼロ ・事故防止意識の強化を図り、送迎車の適正管理を行う。 
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５ 特別養護老人ホームふくら 
 

①  きぬがさ、ながはま、ふくらの協働による総合的な支援力を底上げ化するための 

「高齢 3施設協働研修」 

〇令和元年度より高齢 3施設の協働で創設した研修を継続実施する 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

職員研修の継続実施 

 

＊令和元年度に創設

した協働研修の 

継続実施 

・特養にも養護にも必要とされる介護技術・相談援助等を習得し、

高齢者支援における総合的な支援力を高めるため、高齢３施設協

働で研修を企画する 

●ステップ研修(5月、10月) 

初任者～３年目を対象に、介

護技術・相談援助技術の向上を

テーマに実施する 

『介護技術』『福祉制度の理解』 

『具体的事例における相談援助

技術と福祉制度の活用』 

『事業所間現場実習』 など 

＊他に、現在各事業所が実施し

ている職場内研修において外

部参加を積極的に活用し「テ

ーマ別選択研修」を実施する 

●リーダー研修(5月) 

中等職、副主任職、主任職を対

象に、職員育成に対する指導力

の向上をテーマに実施する 

『指導力の向上』 

『新任職員への OJT』 

                   など 

実践発表会開催 高齢３施設合同で１回開催する 

研究発表会への参加 社会福祉学会等外部発表を 1回実施する 

 

② 職務ガイドラインを活用した支援力の定期的評価を全職員に実施 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

職務ガイドラインチ

ェックリスト達成率 

2020年度 達成目標：７３％ 

下半期に 1回実施し職員育成に反映し支援力の底上げ化に繋げる 

 

③ 尊厳を大事にした豊かな看取りケアの実現 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

 

・「安楽」をベース

にした「豊か」な看

取りケアを実践する 

 

 

看取りケアの振り返り自己評価及びチーム評価を行う 

・看取り後のチーム評価 ：３．７（５段階） 

チームの支援員が、利用者の立場に立った視点で評価する 

・チーム間の相互評価（他者評価）：３．６（５段階） 

多職種での評価を行う。ただし、評価項目は再検討する 

・看取りケアの質の評価として家族満足度アンケートを実施する 
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・看取りケアの「６

つの柱」が定着し強

みは維持し弱みは強

化する 

満足度目標：９０％ 

・職員の 気持ちの安全を図るため、上期にメンタルヘルス研修を

１回実施する 

・内部、外部での看取りケア実践発表を下期に１回行う 

・高齢３施設合同実践発表を下期に１回開催する 

 

④ 新しい社会的価値の創出・発信 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

・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 

・ニーズを収集し、メ

ニューに取り入れる 

・認知症予防、理解・啓発等 

５回 
・看取りケアの実践事例紹介 

・ACP＝人生会議について 

・公開講座（研修会）の開催 １回 

 

⑤ 社会性・事業性・革新性のある福祉経営 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

専門研修の受講によ

る認知症ケアの質の

向上を図る 

研修名 2019年度 2020年度 

認知症介護基礎研修 4名  3名 

認知症介護実践者研修 2名   ２名 

認知症介護実践リーダー研修 1名  1名 

認知症介護事例発表（内部・外部） 1事例 １事例 

 

⑥ 働きやすさと働きがい 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

職員の意見を取り入れ

風通しの良い職場環境

を実現し、職員の定着

を図る 

各事業所の「職場環境改善委員会」活動を継続する 

・マニュアルの更新を行い、OJTのツールとして活用する 

・リフレッシュ活動（軽スポーツ大会、映画鑑賞会他）を行う 

・「ケア向上委員会」活動を継続し、質のいいケアの提供を図る 

職員間で年度の取り組 

みを振り返り、互いに 

認めあうことでモチベ

ーションアップに繋げ

る 

・「ふくら学会」の開催を継続し、内容の充実を図る 

・支援力を高めるための育成者のスキルアップを図る 

 

⑦ リスクマネジメントの視点に立った具体的な行動マニュアルの作成 
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項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

具体的な行動マニュア

ルの作成・点検・更新 

感染症マニュアル：年 1回点検を行い必要に応じて更新 

緊急時対応マニュアル：上期に研修を実施し、必要に応じて更新 

火災対策：5月、11月にマニュアルに基づき避難訓練を実施し必要に

応じて更新 

地震対策：5月にマニュアルに基づき地震想定の訓練を行い、必要に

応じて更新 

火災・地震・風水害対策：引き続き 3施設合同で更新 

 

⑧ 適正な収益による事業の継続を図る財務の視点を盛り込んだ目標 

項目 事業活動による収入額（単位:千円） 利用率（稼働率） 

入     所 ３４８，３５９  ９８．５％ 

短     期 ２８，５４３ １１２．８％   

入 所＋短 期 ３７６，９０２  ９９．５％ 

通 所（介護） 
４８，０５４  

８１．０％ 

通 所（予防） ３３．０％ 

居 宅（介護） 
１０，５７８  

９７．０％ 

居 宅（予防） ８５．５％ 

さ く ら 番 場 ３４，６６８  ７６．０％ 

合     計 ４７０，２０２   

 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

入     所 退居から入居までの期間を 7日以内にする 

短     期 
入・退居間、入院等空床ベッドを積極的に稼動し、緊急ショートの

受け入れも柔軟に行う 

入 所＋短 期 ８６ベッドを有効に稼動できるよう、空床が出たら速やかに対応する 

通     所 

通所だより「ふくふく」を月 1回発行し、ふくらデイのコンセプト

「心と身体を元気にするデイ」をケアマネ、家族に発信し、新規利

用者増＝登録者増に繋げる 

居     宅 
市、地域包括との関係を密にし、困難ケースも柔軟に受け入れる。

ふくらのサービスに繋げる 

さ く ら 番 場 
「さくら番場のケア紹介パンフレット」を、ケアマネや地域へ発信

し、新規利用者増＝登録者増に繋げる 

ふ く ら 全 体 各事業所において、加算の算定を積極的に行い収入増に繋げる 

感染症ゼロ ・標準予防策を徹底し、発生を防止する 
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・発生時には、初期対応を適切に行い、蔓延を防止する 

交通事故ゼロ 
・全職員対象に交通事故防止について啓発を行う 

・業務委託の通所の運転手を対象に研修会を 1回実施する 

 

 ⑨ サービスの質を向上するための取り組み 

区分 上期目標 下期目標 R２年度通期目標 

利用者満足度（5段階） ４．２ ４．２ ４．２ 

家族満足度（5段階） ４．２ ４．２ ４．２ 

食事満足度（嗜好調査） ４．２ ４．２ ４．２ 

施設内研修参加率 ７５％ ７５％ ７５％ 

家族参加 

カンファレンス開催 
１０ケース １０ケース ２０ケース 

福祉の専門資格取得 
・介護福祉士資格取得   1名 

・介護支援専門員資格取得 1名 

 

⑩ 業務改善により、高齢 3施設の労働時間において、週 60時間の効率化を図る 

「入浴日の配置人員を 7人から６．５人に減らし、４時間×６日、週２４時間の効率化を図る」 

については、引き続き実施し検証する 

 

⑪ ふくらの改築整備 

・実施基本設計がスムーズに行えるよう設計事務所と法人本部と連携を密にする 

  ・改築後のケアについて、「ケア委員会」を中心に、設備、機器、福祉用具、IT化等を検討し、 

改築前に取り入れられることは実行していく 

・利用者の生活の視点と支援者としての視点を盛り込み、現場の声をまとめ活かせるように 

する  
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６ ひのたに園 
 

① サテライト型救護施設（ひのたに園社会復帰棟）の見直しと社会復帰棟の拠点移転 
 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

サテライト型救

護施設の見直し

と社会復帰棟の 

拠点移転 

・旧さつき荘の維持管理にかかるコスト等を勘案し、社会復帰棟を移転す

る方向だが、その時期については、滋賀県、日野町、地元自治会等への 

配慮も伴うため、滋賀県及び日野町との協議の進捗に合わせて設定する。 

・滋賀県及び日野町との協議については、法人本部と協働して行う。 

 

② 創立５0周年記念事業の開催 
 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

50周年記念 

式典の開催 

ひのたに園開設 50周年を記念して、記念式典を開催し、12月までに記念

誌を発行する。 

 

③ 救護施設を利用する多様な状態像の利用者それぞれの特性やニーズに応じた 

支援を提供できる体制を確立する 
 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

地域移行 

プログラムの 

検討と実践 

介護や支援を必要とする高齢者や障害者について、障害福祉サービスや介

護保険サービスの利活用について事例を通して検討し、3月までその活用

方法についてまとめる。 

居宅生活訓練 

事業の実施 

入所者が一定の訓練期間を経験して計画的に地域移行できる支援を継続。

(利用人数 3人)また、居住支援事業と連携した退所後のフォローアップを

行う。 

 

④ 日野町やその周辺に暮らす生活保護受給者及び生活困窮者の支援拠点となる 
 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

認定就労訓練 

事業の充実 

認定就労訓練事業として農業活動や施設内清掃等に取り組む体制を整え

る。（10月まで） 

 

⑤ 施設機能やノウハウを活用し、安心して暮らせる街づくりに貢献する 

 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

退所者等の 

居住支援 

退所者等へ定期的な訪問支援等のフォローアップを行う。（年度末までに

10人） 

 

⑥ 救護施設利用者と社会の接点を創出する 

 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

展覧会の開催 
助成金を活用し、日野町内において展覧会を開催する。（６月） 

展覧会では、アトリエ活動での作品等を展示する。 
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聞き書き 

の実施 

利用者のこれまでの人生を聞き書きする。（10人） 

聞き書きした内容を 50周年記念誌及び園の広報で社会へ発信する。 

 

⑦ 地域の実情（景気の動向、他法サービスの実施状況）に応じた救護施設の経営 

モデルの検討と実践 

 

項 目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

救護施設の 

経営モデルの 

検討と実践 

・稼働率を注視しながら、病院や福祉事務所等への事業説明や訪問を行い

利用促進を目指す。 

・その際、過去の入所経緯などを分析し、救護施設の機能を求めていると

思われる機関の訪問に力を入れ、効果的な訪問活動とする。 

【想定する訪問先】湖東記念病院(脳外科)、彦根市立病院（脳外科）、 

長浜赤十字病院（精神科）、豊郷病院（精神科）、滋賀八幡病院（精神 

科）、東近江総合医療センター（内分泌科）等 

 

⑧ サービスの質の向上及び業務改善 

 

項 目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

満足度調査の 

実施と改善の 

提案 

利用者満足度調査を年 2回実施（9月、2月）し、満足度の低い項目の向

上に向けた取り組み提案書を正規職員から提出してもらう 

研修の実施 
効率的な仕事の進め方をテーマとした研修会に職員を派遣し、職員全体で

伝達研修を行う。（8月） 

 

⑨ 職員の資質向上 

 

項 目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

個人目標達成 

プログラムの 

活用 

・個人目標達成支援プログラムを用い、職員個々が年間の目標を立て、 

それが実現できるように支援を行う。 

・達成に向けた支援及び評価のため年 3回（７月、12月、2月）に個別面

談を行う。 

 

⑩ 適正な収益による事業の継続を図る財務の視点を盛り込んだ目標  

 

項目 事業活動による収入額（単位:千円） 利用率（稼働率）・サービス提供時間 

措置費収入等 ２５７，６０９ 
９１．０％ 

（令和元年度目標稼働率 90.0％） 

 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

加算維持、獲得 

に向けた取組 

入退所が合わせて延べ約 120人という状況の中において、事務費加算の維持、

獲得を目指し、利用者の障害者手帳所持状況や介助の要否について、月例報告

にて報告し、その割合の把握に努めるとともに、現入所者の手帳の取得に取り

組む。 
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７ 滋賀県立むれやま荘 
 

① 社会参加に向けた段階的な社会的リハビリ（体験・アセスメント）が行える 

機能の設置 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

拠点機能の充実

及び利用定員の

見直し 

「生活介護事業の創設のための準備」（通年） 

・高次脳機能障害プログラムの確立：高次脳機能障害者等の社会的リハビ

リを目的とした生活介護事業の準備（生活介護事業申請〈障害福祉課との

指定管理者募集要項変更等に係る協議〉） 

・デイルーム（高次脳機能障害中重度利用者の生活拠点）の充実 

・利用者定員等の事業枠組変更に向けて県障害福祉課との意見交換の継続 

 

② 地域ニーズに応える施設運営 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

ＧＨ（グループ

ホーム）の創設 

「ＧＨの運営開始」（下期） 

※上期：開所準備期間として、地域住民の意向を汲みながらソフトラン 

ディングをはかる。 

・ＧＨ（対象：高次脳機能障害者）をむれやま荘単独事業として運営実施 

支援センター 

との協働 

「ＧＨ開設のため協働体制の構築」（通年） 

・GH開所後、滋賀県高次脳機能障害支援センター職員による利用者への

予防的介入（定期的なカンファレンス等）の実施 

指定管理者 

の受託 

「指定管理者の受託（指定申請の実施）」 

・指定管理者制度による次期指定管理（2021年～2025年：5ヶ年） 

 

③ より豊かな社会参加ができるための支援サービスの提供（利用者満足の向上） 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

支援サービス及

び利用者満足度

の向上 

「アンケート調査等の実施」 

○利用者満足度調査（2回/年、目標値：3.7） 

○利用者食事満足度調査（2回/年、目標値：3.7） 

○ボランティア満足度調査（1回/年、目標値：3.7） 

・調査結果の分析等を行い、サービス改善やサービス向上につなげること

で利用者満足度の向上を目指す。 

「ヒヤリハット事象の報告」（通年、目標値：100件以上） 

・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（職員朝

礼等）共有することで、同事象の繰り返し防止及び事故につなげない。 
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④ グロー（ＧＬＯＷ）で１番働きたい・働きやすい施設づくり 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

ボトムＵＰによ

る職場の活性化 

「業務の可視化」（通年） 

・職員からの業務改善案及び気づきに関する報告等に対し、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し、働きたい働きやすい

環境を目指す。（評価：荘内運営会議にて決定） 

  

⑤ 適正な収益による事業の継続を図る財務の視点を盛り込んだ目標（利用者確保） 

項目 事業活動による収入額（単位:千円） 利用率（稼働率） 

入所支援    （60名） １４９，７６１  ５５．０％ 

機能訓練    （30名） ４３，１８９  ６５．０％ 

生活訓練    （18名） ２５，１２６  ６５．０％ 

就労移行支援（12名） ７，９６１  注 1）４０．０％       

短期入所（空床利用） １３，２３２  ９６０人 

  注 1）就労移行支援稼働率：利用者傾向予測から、稼働率は縮小予想 
 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

施設（啓発）の

見学・訪問活動

による利用者増 

「新規利用者の確保」（2名以上/月） 

「サービス機能説明会の開催」（3回以上/年） 

「外部へのサービス機能啓発活動」（通年） 

「回復期病院等への訪問活動」（通年） 

・当荘の役割や機能を外部に啓発することで、利用者の増加を目指す。 

支出減の 

取り組み 

「経費等の削減」（通年） 

※利用者の日常生活に影響がでない範囲とする。 

・施設の水道光熱費等の固定経費の削減及び消耗品等の使用制限による 

節約を周知することで、無駄な支出の削減に努める。 

「交通事故ゼロ目標」（通年） 

※通勤途上及び業務時等の運転 

・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を実施し、 

交通事故等を起こさないことで、無駄な支出の削減に努める。 

「感染症発生ゼロ目標」（通年） 

※対象者：利用者及び職員 

・利用者が健康な状態の下で訓練や生活が送れるよう感染予防対策（早期

発見）を実施し、荘内感染予防及び蔓延防止に万全の対策（感染症研

修、ノロ蔓延防止対策ボックスの設置）を講じることで、無駄な支出の

削減に努める。 
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８ 滋賀県立信楽学園 
 

① 第２期中期経営計画到達目標 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

次期指定管理に

向けた信楽学園

の将来像の検討

と協議 

・今期の指定管理期間の最終年度。「信楽学園のあり方検討会議」の結果

を受けて、次期指定管理に向けての検討を行う。具体的な検討を県と一

緒に検討していく。 

・また、５年間の指定管理期間の総括を行い、総務及び支援についての整

理整頓を行う。 

卒園後の支援体

制について新規

事業の検討を進

め発達障害者支

援拠点としての

機能を提案する 

・卒園後のアフタフォローについて、計画的にフォローを実施していくと

ともに、地域の関係機関との情報共有を密にし、対応していく。個別な

ケースとなるため、必要に応じて連携していく。関係機関との役割分担

を明確にしつつ、対応していく。 

・発達障害者支援拠点については、「あり方検討会議」の結果に基づき検

討していく。 

自立支援に向け

た段階的な支援

環境の見直しに

向けた取り組み 

・令和元年度に実施した２寮体制について、在籍児童の状況及び職員の支

援に関して、振り返りを行った結果、居場所としての生活空間での支援

を一番にと考え、３寮体制を復活させる。また朝日寮を復活させるにあ

たり、従来の３年目＝朝日寮ではなく、児童個々の状況や背景に即して

の児童配置を検討して行く。そのため、朝日寮の宿直を復活させ、夜間

３名体制とし、消灯後の時間の児童との関わりを充実させる。 

・はばたき棟については、従来の体験入園、大学実習生等のゲストハウス

として使用する。→ まず本部との協議を行う。 

 

② 法人理念、経営方針を実現するため３年先の具体的な目標 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

法人理念 

「生きることが光になる」 

「ほほえむちから」 

学園卒園後も見据えての取り組みを実践する。卒園後のフォローアップに 

ついて、県内の福祉資源としての役割を再度明確に示すことができるよう 

に、関係機関と協議を継続して行っていく。 

ソーシャルイン

クルージョンの

推進 

「信楽学園のあり方検討会議」の結果に基づき、次期の指定管理施設とし

ての役割を明確にし、県の方向性（機能整理）に沿って具体的な取り組み

を協議していく。 

新しい 

社会的価値の 

創出・発信 

「あり方検討会議」の結果を受けて、引き続き、児童分野（障害児、社会

的養護）を一体的にとらえて、障害の有無に関わらず、「児童」という視

点に特化して、考えていけるような議論を、滋児協をはじめとした場で行

っていく。 

社会性・事業

性・革新性のあ

る福祉経営 

全国的にも例のない施設であることから、「あり方検討会議」の結果を受

けて、県が示している「機能整理」に対して、より実現可能な方法を検討

し、現場の意見を発信していく。 
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③ サービス向上、利用者満足等サービスの視点を盛り込んだ目標 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

社会体験プロジ

ェクトの充実 

令和元年度と同様に、「社会体験プロジェクト」をより充実させる。より

個別な視点での経験を積んでいき、卒園後に生かせる経験値をあげていく

ように取り組んでいく。個人の具体的な課題をしっかりとアセスメント

し、計画を立てて実践していく。各個別支援計画の項目に当事業を組み入

れ、個々での年間通しての取り組みとしていく。 

地域移行支援 

フォローアップ 

の充実 

令和元年度に引き続き「地域移行支援担当」を軸に対応していく。児童

個々の在園時の状況のまとめについて未整備なため、卒園後の関係機関か

らの情報提供の依頼に応えられるように様式等を統一させる。 

また、引き続き卒園生の情報共有に力を入れていく。 

 

④ 職員の資質向上、働きやすさ・働きがい等、人材・組織の視点を盛り込んだ目標 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

多角的な視野に

よるスキルアッ

プの実践 

今後重要となってくる発達障害のある児童に対しての支援力をアップさせ

るために、職員研修の充実をさらに図る。法人内の県発達障害者支援セン

ター等及び外部機関との連携をして、年間通じての職員の人材育成に位置

付け、研修計画を立てていく。 

数年先を見越し

た人材育成 

令和元年度あまり取り組めなかったために、継続して、職責やキャリアを

見越しての育成計画を立てて、より職員個人に適した研修内容を検討して

いく。 

 

⑤ 適正な収益による事業の継続を図る財務の視点を盛り込んだ目標 

項目 事業活動による収入額（単位:千円） 利用率（稼働率）・サービス提供時間 

入 所  １８６，３５１ ５５．０％ 

短 期      １９９ ２４床 

計 １８６，５５０  

 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

無駄を省き、 

必要な分野 

への投資 

・「あり方検討会議」の結果を受けて、県立施設としての役割を明確に

し、新たな学園構想を県と一緒に検討していく。 

・設備等の修繕等に費用がかさんでいる状況を踏まえて、より県との協議

を深め、将来を見据えて、無駄を省いていけるように、日々の点検を確

実に行っていく。 
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９ 東近江障害施設群 
 

①  東近江障害施設群各施設の機能強化と役割の確認 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

能登川作業所の移

転計画に伴う事業

再編に向けた組織

改編の検討 

現状、能登川作業所の移転計画については不透明な部分があり、その動

向により考えなければならない。しかしながら、移転が現実のものとな

った場合に改めて考えることとする。また、移転が決まった段階でスケ

ジュール調整をし、検討していく。 

既存ホームの整理

とホーム支援室の

あり方について検

討 

・既存のホームの支援の在り方、運営の方法等を検証し、効率よく運営

できる体制を検討する。ホーム支援室の今後の在り方を検討しつつ、

能登川作業所の利用者対応ホームの検討を行う。 

・年 3回東近江管理者・総務課長・能登川作業所・マイルド五個荘の各

所長・サビ管、ホーム支援室の室長・サビ管により検討する。 

 

② 社会性・事業性・革新性のある福祉経営 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

ジョブカレ支援者

の質の向上と受け

入れを行う対象者

を拡大した事業を

実施 

・ジョブカレ職員の資質向上のための研修会を実施する。じょいなす・

発達障害者支援センターとの連携。 

・発達障害関係の外部研修会への参加 

・発達障害者支援学会の滋賀県開催時の協力 

・日中の居場所支援として、あらたな場所の開設。 

その中で行う支援プログラムの検討と開発を行う。 

発達障害に特化し

た、じょいなす２

の開設 

・じょいなす２の立ち上げに向けた職員の資質向上のため、ジョブカレ、 

発達障害者支援センターと連携し、職員研修を実施する。 

・構造化等の発達障害支援のスキルを獲得できる環境を整える。 

 

③ サービスの質の向上、利用者満足度等サービスの視点を盛り込んだ目標設定 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

歯科検診の継続 

実施 

・通所３施設の歯科検診は、市と連携して、年 1回の実施を継続して  

いく。 

・各施設の状況に合わせて実施時期を検討する。 

土日余暇事業の 

強化を図る 

・居宅介護事業の利用ができないことが多い中で、施設利用者の余暇 

支援を行う。 

・各施設での余暇支援を通所施設合同での実施に向けて検討し、年 1 

回の実施を進める。 
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④ 職員の資質向上と事業所間の理解を深めるための取り組み 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

エリア内施設間実

習と相互理解に対

する取り組み 

・エリア内の相互理解を図るため、エリア内実習を行う。 

（各施設１～２名・年 1回） 

・全職員参加による事業報告会を実施し、東近江障害施設群の相互理解

を図る場とする。（年 1回） 

エリア内研修の実

施・外部研修への

派遣 

・定期的な研修を実施し、専門性の獲得、支援の質の向上を行う。 

（年 2回） 

・エリア会議を毎月実施し、エリア内の情報共有を図るとともに、ヒヤ

リハット等の報告から自施設での支援に生かせるようにする。 

 

⑤ 適正な収益による事業の継続を図る財務の視点を盛り込んだ目標 

項目 事業活動による収入額（単位:千円） 利用率（稼働率） 

びわ湖ワークス 

ジョブカレ 

就労移行 １１，５４６  ６０．０％ 

就労継続 B型 ４７，６３６  ９０．０％ 

自立訓練 

３０，９２２  

５５．０％ 

宿泊型自立訓練 ６０．０％ 

能登川作業所 

就労継続 B型 ２０，７９９  ９５．０％ 

生活介護 ３１，００９  ９５．０％ 

マイルド五個荘 生活介護 ３９，８２６  ８５．０％ 

ホーム支援室 

ホームきたまちや ２５，３２８  ９５．０％ 

ホームたいこうじ １１，３２９  ９５．０％ 

ドリームハイツ １６，４９２  ９５．０％ 

グループホームむげん ７，５２５  ９５．０％ 

じょいなす 放課後等デイサービス ２３，０９４  ７３．０％ 
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項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

利用者増・稼働

率 UPのための 

取り組み 

・東近江圏域の事業説明会に参加（年 1回） 

・事業所見学。実習の受け入れ、関係機関の視察研修等の受け入れを 

おこなうことで、新規利用者の獲得促進を図る。 

・多様な作業メニュー・日中活動メニューを用意し、それぞれの能力 

に応じた活動に取り組める体制を整備する。 

・じょいなす卒業生の積極的な受け入れを行う。 

・通所時の健康確認等により、体調不良を理由とした欠席をできる限 

りなくす。 

収入増に 

向けた 

取り組み 

・欠席時の適切な対応による加算の獲得・施設外就労加算の獲得 

・有資格者の職員配置による福祉専門職加算の確保 

・適正で効率的な職員配置・月単位での収支状況の把握とコスト管理 

支出削減に 

向けた取り組み 

・備品の精査、安価な消耗品の選定を行う。 

・光熱水費の使用量を意識し、無駄の削減を図る。 

・安全運転啓発・講習の受講により、交通事故を起こさないことで、 

支出削減に努める。 
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１０ オープンスペースれがーと 
 
 

① エリア人材の特性を考慮し、職員構成に見合った事業の再編を行い、 

適切かつ効率的な事業運営を行う 
 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

相談支援と居宅支援サービス

の共同体制による新たな居宅

支援拠点の立ち上げ 

・甲賀地域ネット相談サポートセンターの拠点移動（４月） 

・共同体制の定例会議・OJT含む（毎月） 

・集団ケアサービス事業開始の検討（上半期） 

集団サービス提供の検討 ・職員配置（バランス）のシミュレーション（上半期） 

計画相談対応の人材育成 ・OJT活用による育成継続（通年） 

高齢通所介護事業の 

必要な改善 

・「大人の学校」継続（通年） 

・提供する介護総量と利用者受入れのバランス調整（通年） 

障害通所・GHの機能整理 

・勤務統合の修正と課題抽出、改善シフトの模索（通年） 

・重心、高齢利用者のサービス利用に関する個別ケース会議

の実施（GH利用者全員：上半期） 

 

② 福祉が持ち合わせている「誰一人見逃さない社会創り」に立ち返り、 

地域ニーズを受け止める実践に取り組む 
 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

議論することから 

「実践する」段階へ 

・若年認知症のある人への取り組み継続（高齢障害合同） 

弥平唐辛子（地域特産品）の育成収穫補助作業（指定月） 

・子ども食堂の取り組み 

主任スタッフの固定化、ボランティア確保（7月目処） 

固定日固定曜日で開催（8月以降月 1回を目処） 

 

③ ④ ア．リスクマネジメント委員会の設置 

  イ．エリアのサービス向上委員会の設置とエリア独自の研修機関設置 

ウ．サービス向上委員会で情報共有と検討、エリア共通認識をつくる 
 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

利用者満足度調査の実施 ・調査を活用し事業の検証を行う。（9月目途） 

エリア独自の研修機関の稼働 

・サービス向上委員会と研修機関を融合、さらにリスクマネ

ジメント委員会と連動させ、三位一体化させることで、エ

リアで働く職員全員の資質向上を図る（4月開始～通年） 
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⑤ 適正な収益による事業の継続を図る財務の視点を盛り込んだ目標 
 

項目 
事業活動による収入額（単位:千

円） 
利用率（稼働率） 

らく  通所介護 ３５，１５１  ８０．０％ 

らく認知症対応型 ２６，７８３  ７０．０％ 

日常生活総合事業 １，１６３  ３５．０％ 

バンバン生活介護 １０８，１５８  １０５．０％ 

NBB Neoバンバン B型 １８，６１８  ５５．０％ 

GH共同生活援助 ３０，０００  ８０．０％ 

地域活動支援センター ９，９３７  ２５．０％ 

れがーと居宅介護 ２９，５８６  ８５．０％ 

れがーと行動援護 ７，３９６  ８０．０％ 

れがーと移動支援 １３２  ９５．０％ 

れがーと 他事業 ７２０  ８０．０％ 

計画相談支援 ６，７５０  ９５．０％ 

地域相談支援 １５，５８１  ９５．０％ 

児童相談支援 １，９９２  ９５．０％ 

委託相談事業 １６，０００  １００．０％  

子育て支援拠点事業 ２，９４９   

 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

障害事業 
・圏域サービス調整会議への出席により、施設系サービス・居

宅系サービス利用動向を把握し利用増へ繋げる。（通年） 

高齢事業 
・ケアマネ事業所との情報を常に更新し、デイサービスセンタ

ーらくの提供サービスに合致する利用者を増やす。（通年） 
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１１ 滋賀県発達障害者支援センター 

 

①  3次機能が果たせる専門性及び研ぎ澄まされた権利擁護の感覚の獲得・維持 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

ア：各事業における相談支援に必要な基

礎的スキル及び実施する。専門性を獲

得するための職員研修を実施する。 

① 相談支援に必要な職員研修を実施する。 

目標値：各３回以上 

（基礎的研修・専門研修から） 

イ：現場感覚と創造力や気付きのある相

談支援を実施する。 

② 甲賀地域ネット相談サポートセンター及び生

活施設等の見学・体験研修を実施する。 

目標値：１施設 

③ 権利擁護気づきシートの提出を促進する。 

目標値：一人１枚以上 

 

② ソーシャルインクルージョンの推進 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

ア：複合的に生きづらい状況にある人を

支えるために、圏域単位の支援体制がよ

り強化されるような働きかけを行う。 

① 認証ケアマネとの連携体制を強化する。 

目標値：コンサル、巡回の同行新たに２圏域 

イ：圏域単位を越えた広域的・包括的支援

の視点から、滋賀県医療福祉相談モール

を拠点として、県内外の専門機関との連

携を拡充する。 

② 連携を強化すべき関係機関との情報交換を 

実施する。 

  目標値：５事業所 

 

③ 新しい社会的価値の創出・発信 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

ア：相談支援事業の中から見える課題を

整理しデータ分析などの調査・研究を

実施する。 

① 圏域および市町毎の相談支援に関する課題を 

分析する。 

目標値：新たに１圏域あるいは１市町に関す 

る課題分析をまとめる。 

イ：専門的ノウハウの蓄積によりサービ

スの創出などの政策提言につながる取

り組みを行う。 

② 圏域の認証ケアマネを、市町行政や発達支援 

センター等との情報交換の機会を作る。 

目標値：①の成果物を市町向けにプレゼンテ 

ーションする。 
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④ 職員一人ひとりのワークライフバランスを考慮した、働きやすい環境を整備 

（仕事へのモチベーションを安定して維持できる職場をつくる）：合同 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

ア：メンタルヘルスの向上と職員の時間

管理の意識を高める。 

① 就業規則を見直して、県委託相談を実施する 

ための適切な就業環境を整える。 

目標値：変更した就業形態での業務分析 

職場の安全衛生懇談会の実施（1回/年） 

イ：センターにおける専門性の基準を明

確にし、個別の力量に見合った個別目

標達成プログラムを応援する。 

② OJT も含めた個別目標達成プログラムに基づく

面談を実施する。 

目標値：１人２回以上 

 

⑤ 委託料に見合った、適切で効率的な運営とベースアップに向けた取り組み項目：合同 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

ア：各センターの予算の執行管理につい

て手続きを可視化する。 

① 定期的に予算の執行状況について確認を行い、

年度末までの管理について検討する機会を設け

る。目標値：２回 

イ：各センターの事業の内容について評

価し検討する場を確保する。 

② 担当理事及び法人本部との円滑なコミュニケー

ションによって、各センターの業務評価や今後

必要とされる役割機能について、県主管課を交

えた共有や協議の場をつくる。 

目標値：１回以上 

 

⑥ 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強力に推進する。 

 

（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。 

 

  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。 
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  ③ 地域支援事業 

   市町行政や市町の発達支援センターとの連携を強化することに重点をおきつつ、引き続き地

域自立支援協議会に参画する。 

 

  ④ 研修事業 

 （ア）地域で発達障害に関す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 強度行動障害対応専門家チーム巡回事業 

   強度行動障害を伴う方の通所支援の事態と課題に対応し、滋賀県独自の施策である「滋賀県

重度障害者地域包括支援事業」内の「強度行動障害者通所特別支援事業」の特別支援費を受

ける生活介護事業所（以下「加算対象事業所」という。）に対して、専門家チームを派遣し、

個別支援計画の作成、モニタリング、支援方法に関する助言等を行い、加算対象事業所にお

ける行動障害への対応スキルの向上を図る。 

 

  ⑥ 発達障害者の家族支援普及事業 

   発達障害のある子どもの養育経験がある親を発達障害ペアレントメンター（以下「ペアレン

トメンター」）として養成し、その活動を支援することにより、発達障害のある子ども（可能

性のある場合も含む。以下同じ。）の親の社会的および心理的な孤立を予防する体制を整備

する。 

 

 ⑦ 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）滋賀県が実施する発達障害に関する他の事業等への連携協力 

 （エ）滋賀県医療福祉相談モール構成機関としての活動  
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１２ 滋賀県地域生活定着支援センター 
 

① 3次機能が果たせる専門性及び研ぎ澄まされた権利擁護の感覚の獲得・維持 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

ア．各事業における相談支援に必要

な基礎的スキル及び専門性を獲得

するための職員研修を実施する。 

・定例の事例検討会の機会を活用して、高齢者並びに 

障害者の地域生活移行・地域定着支援に関する相談 

支援に必要な職員研修を 3回以上実施する。 

イ．現場感覚と想像力や気付きのあ

る相談支援を実施する。 

・甲賀地域ネット相談サポートセンター及び生活施設 

等の見学・体験を 1施設以上実施する。 

・権利擁護月間までに、権利擁護気づきシートの提出 

を 1人 1枚以上提出する。 

 

② ソーシャルインクルージョンの推進 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

ア．複合的に生きづらい状況にある 

人を支えるために、圏域単位の支 

援体制がより強化されるような働 

きかけを行う。 

・触法行為が加わることにより、支援のアセスメント 

が難しい場合の支援と体制づくりについて、事業所・

行政を含む支援チーム、地域の自立支援協議会、その

他団体を対象とした学習会等を 2圏域で実施する。 

イ．圏域単位を超えた広域的・包括 

的支援の視点から、滋賀県医療福祉 

相談モールを拠点として、県内外の 

専門機関との連携を拡充する。 

・日常的な PR活動により、公開研修会までに、社会 

的支援等協力事業所部会の登録事業所を 5事業所 

に増やす。 

 

③ 新しい社会的価値の創出・発信 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

ア．相談支援事業の中からみえる 

課題を整理し、データ分析等の調 

査・研究を実施する。 

・支援経過の効果測定をもとに、定着支援スキームの 

構築と事例集を作成する。 

イ．専門的ノウハウの蓄積により 

サービスの創出などの政策提言 

・モデル事業の実践報告として関連する分野の機関・ 

団体に向けて 1人 1回以上発信する。 
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④ 職員一人ひとりのワークライフバランスを考慮した、働きやすい環境を整備 

（仕事へのモチベーションを安定して維持できる職場をつくる）：合同 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

ア．メンタルヘルスの向上と職員の 

時間管理の意識を高める。 

① 就業規則を見直して、県委託相談を実施するた 

めの適切な就業環境を整える。 

目標値：変更した就業形態での業務分析 

職場の安全衛生懇談会の実施（１回/年） 

イ．センターにおける専門性の基準を

明確にし、個別の力量に見合った個別

目標達成プログラムを応援する。 

② OJTも含めた個別目標達成プログラムに基づく 

面談を実施する。 

目標値：１人２回以上 

 

⑤ 委託料に見合った適切で効率的な運営と、ベースアップに向けた取り組み：合同 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

ア．各センター予算の執行管理につい

て手続きを可視化する。 

① 定期的に予算の執行状況について確認を行い、 

年度末までの管理について検討する機会を設 

ける。 

目標値：２回 

イ．各センターの事業の内容について

評価し検討する場を確保する。 

② 担当理事及び法人本部との円滑なコミュニケー 

ションによって、各センターの業務評価や今後 

必要とされる役割機能について、県主管課を交 

えた共有や協議の場をつくる。目標値：１回以上 

 

⑥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、相談者の人権に配慮した意思決定プロセスに寄り添いながら、社会 

的支援を実施する福祉行政・施設・機関によって、地域での生活が継続できる或いは再スタ  

ートできるような支援体制の構築を側面的にサポートする。 

 

（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。 
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   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 

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（法務省モデル事業 3年目） 

   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 

の構築或いは地域の支援の継続をサポートする地域システムの構築を行う。 

   ・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 

   ・受刑時支援 

   ・事例集の編集・発行 

 

  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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１３ 滋賀県高次脳機能障害支援センター 
 

① ３次機能が果たせる専門性及び研ぎ澄まされた権利擁護の感覚の獲得・維持 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

基礎スキル及び

専門性の獲得 

「相談支援に必要な職員研修」3回以上（1回/4ヶ月） 

・定例の事例検討会の機会を活用して、相談支援に必要な職員研修を   

実施する。※必須：人権擁護研修（同和問題等も含む） 

現場感覚と想像

力や気付きのあ

る相談支援 

「施設等の見学・体験」１施設（通年） 

・対象施設（法人内施設）：甲賀地域ネット相談サポートセンター 

及び生活施設等 

「気づきシートの提出」１人１枚以上（通年） 

・権利擁護気づきシートを提出することで、気づきの力を養い権利意識を

高める。 

 

② 高次脳機能障害者等、相互において人格と個性を尊重し合える圏域体制づくり 

ソーシャルインクルージョンの推進 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

圏域単位の支援 

体制強化及び県 

内外の専門機関 

との連携 

「広域調整強化事業の展開」湖東圏域への事業調整（通年） 

・地域（圏域）での高次脳機能障害者(児)の受入体制の構築 

「家族会等との連携会議の開催」３回以上（通年） 

・高次脳機能障害サポートネットしが及び県立リハビリセンター等との 

情報交換  

新しい社会的価値の創出・発信 

調査・研究の実 

施及び政策提言 

につながる取り 

組み 

「厚生労働科学研究」等の参加（新規事業） 

・新規事業の対応及び支援マニュアルの啓発 

「高次脳機能障害支援法施行に向けての取組」（通年） 

・支援法制定に向けた情報提供の実施（必要に応じて） 

「むれやま荘 GH創設の支援」（通年） 

・むれやま荘との協働による GH支援の報告（ＧＨ：グループホーム） 
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③ 交通事故防止策（交通事故ゼロ目標） 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

交通事故０件

（ゼロ） 

「相互の声掛けの励行」（通年） 

・出張出発者への注意喚起の声掛けの励行 

「交通安全研修」 

・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の実施 

 

④ 職員一人ひとりのワークライフバランスを考慮した、働きやすい環境整備 

（モチベーションを安定して維持できる職場づくり）:３センター合同 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

メンタルヘルスの向上と職員の時間管

理の意識を高める 

「適切な就業環境の整備」（通年） 

・変更した就業形態での業務分析 

「職場の安全衛生懇談会の実施」（１回/年） 

・３センター主任職員以上での懇談会 

センターにおける専門性の基準を明確

にし、個別の力量に見合った個別目標

達成プログラムを応援する 

OJTも含めた「個別目標達成プログラム面談の実

施」１人２回/年（各 1回/前期・後期） 

・担当理事との面談（正規職員、地域限定職員） 

 

⑤ 委託料に見合った適切で効率的な運営と、ベースアップに向けた取り組み:３センター 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

予算執行管理の

可視化及び評価

検討の場の確保 

「定期的な予算執行状況の確認と検討」２回/年（各 1回/前期・後期） 

・年度末までの管理について検討する機会を設ける。 

「担当理事・法人本部と県主管課との情報共有（協議）」（１回以上/年） 

・業務評価や役割機能について情報共有する。 

 

⑥ 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 

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。 
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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 広域調整強化事業の推進 

（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。 

（イ）今年度は甲賀圏域、東近江圏域、湖北圏域、湖西圏域、大津圏域での継続的な広域調整 

   機能の確保及び強化とともに、まだ取り組んでいない湖東圏域（未調整強化圏域：湖南 

圏域）の事業調整と関係者の人材育成を実施し、県域全体の体制整備の強化を図る。 

 

⑤ 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、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）家族会等との連携会議を定期的に開催する。 

（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。 

 

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  
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１４ 品川区南品川障害児者相談支援センター 
 

① 社会福祉法人グローが培ってきた相談支援のあり方を浸透させる 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

課題への対応が

できるように地

域自立支援協議

会の改善を図る 

・上半期（９月末）までに、地域資源部会の開催強化を図る。 

 居宅介護サービスの充実に向けて、区の独自施策の必要性を協議できる。 

・上半期（９月末）までに、進路調整にかかる協議の場を整理する。 

 区担当者、特別支援学校、相談支援事業者間の連携の土台作りができる。 

 

② 新施設運営に関わる方々にグロー法人理念への共感が得られ糸賀思想が浸透する 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

法人を超えて糸

賀思想の勉強会

を開催 

・上半期（９月末）までに、交流研修を開催するための４法人検討会 

（研修員会）を組織する。 

・下半期（３月末）までに、糸賀思想に関連した研修会を実施する。 

 

③ 区立施設として事業展開に取り込むための協議を常に区と行うことができる 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

区の課題解消に

向けた事業展開

について区と共

同で発案する 

・通年、区障害者福祉課分室と４法人で、新施設運営会議を設置して 

毎月協議を行う。 

・相談支援活動を通してキャッチした生きたニーズを新施設の運営に 

反映できるように事業展開の提案を行うことができる。 

 

④ 報告・連絡・相談を怠らず、相談支援事業者として組織、チームでの活動を 

常に意識して活動する 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

相談員個々の活

動が過剰になら

ぬよう、適正配

置を求めていく 

・毎月、センター会議をとおして、相談支援活動が相談員個人の動きに 

ならないように全体把握に努めることができる。 

・毎月、区担当部署に活動報告を行い、相談支援活動の実態を的確に把 

握していただき、品川区における相談支援体制の充実を図ることがで 

きる。 

 

⑤ 適正な収益による事業の継続を図る財務の視点を盛り込んだ目標 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

人員の充足を図

ると共に事業運

営における役割

整理を図る。 

・第一四半期（６月末）までに人員体制を整理する。 

・年間を通し、予定された計画相談・約４００件（更新、モニタリング）

を実施することができる。 

 


