
 

 

 

 令和 3年度（2021年度） 

事 業 計 画 書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人グロー（ＧＬＯＷ） 

～生きることが光になる～  



 

 

Nｏ 目 次 ページ 

１  法人事務局 １ 

２ 養護老人ホームきぬがさ ９ 

３ 老人ホームながはま １３ 

４ 特別養護老人ホームふくら １６ 

５ ひのたに園 ２０ 

６ 滋賀県立むれやま荘 ２２ 

７ 滋賀県立信楽学園 ２４ 

８ 東近江障害施設群 ２６ 

９ オープンスペースれがーと ２８ 

１０ 

滋賀県発達障害者支援センター 

滋賀県地域生活定着支援センター 

滋賀県高次脳機能障害支援センター 

３０ 

１１ 品川区南品川障害児者相談支援センター ３５ 

 

 

 



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 法人事務局 
 

法人理念の達成を目指し、持続可能な法人運営の確立を図るため、「法人本部」を「法人

事務局」に名称変更するとともに、下記のとおり新たな執行体制に移行し、経営方針に則

った法人運営を行います。加えて、令和３年度の法人重点項目を下記のとおり定め着実に

実行します。 

 
 

（1）法人事務局 新体制への移行 

これまでの法人本部を「法人事務局」に改め、「経営管理部」「福祉経営部」「企画事業部」の

３部体制から、「総務部」「福祉事業部」「芸術文化部」の３部体制に再編します。 

 

＜令和 2年度法人本部体制＞ 

経営管理部       福祉経営部       企画事業部 

 

 

＜令和 3年度法人事務局体制＞ 

         総 務 部         福祉事業部          芸術文化部         

          総務課           事業企画課           地域共創課 

          財務課           ケアシステム推進課     芸術文化課 

     

◇ 広報活動は上記３部の部長により構成した企画会議により HP・法人広報誌をはじめ 

として各事業所の情報を含め積極的に発信します。 

     

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

○ 「総務部」は持続可能な法人経営と働く職員の福祉の向上を進めます。 

「総務課」「財務課」を置き、職員の就業環境の整備にあたります。また総務課には「コ

ンプライアンス推進室」を置いて専任担当者を配置し法令を遵守した事業運営を推進

します。 

  

○ 「福祉事業部」は地域で暮らす人が安心して生活できる事業の運営及び創出、人材育 

成を行います。 

「事業企画課」と「ケアシステム推進課」を置き、「事業企画課」では、法人が取り組む事    

業の推進やサポート、利用者支援への IOTの取り入れや ICTを活用した業務の省力 

化など新しい課題の取り組みを進めます。「ケアシステム推進課」では、滋賀県におけ 

る相談支援に係る人材育成体制の確立を推進します。また、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を推進します。 

 

○ 「芸術文化部」は誰もがその人らしく生き自分を表現できる社会の創造を、芸術や文    

化のフィールドと福祉力で推進します。 

「地域共創課」「芸術文化課」を置き、「地域共創課」では、障害のある人の芸術鑑賞を 

はじめとしたアクセシビリティに関する研究、実践による合理的配慮の進展を、「芸術 

文化課」では障害のある人の美術や舞台芸術等の魅力発信とこれら表現活動への障 

害当事者の参加を促進します。 
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（2）法人重点項目 

 

重点項目１ 第３期中期経営計画の策定（令和４年度～令和 6年度の 3カ年） 

今年度は第 2期中期経営計画の最終年として各事業拠点において現計画の進捗状況と 

達成状況の総括を行い、次期中期経営計画の策定を行う。 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

第３期中期 

経営計画の策定 

（スケジュール） 

４～6月 ○法人事務局において次期計画の考え方・方向性を検討する。 

○各事業所においては第２期計画の進捗状況を検証し、次期計 

画に盛り込む内容の項目を検討する。 

※新規事業など次年度事業で予算措置を伴う事業については、 

７月末を目処に事業内容・予算の検討を進める。 

7～１２月 ○第３期計画の柱を定めて、３年間の事業（実施）計画・収支計 

画を検討する。 

○各事業拠点において次期計画の策定を進める。 

※ １２月臨時理事会に第３期計画を提案し検討。 

※ １２月開催の法人研究フォーラムで概要を発表。 

１～  ３月 ○事業計画内容を精査して次年度計画に反映する事業を盛り 

込んだ令和 4年度事業計画・予算を策定し、３月理事会・評 

議員会に諮る。 

 

重点項目２ 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 
今後の法人の経営状況を精査し、計画していた改築整備の時期・計画内容を 

再度検討する。 

 

 

重点項目３ コンプライアンス推進室の設置 

働きやすい職場への環境整備や法人としてのコンプライアンスのさらなる強化に向けて、  

専門部署を設置します。 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

コンプライアンス

推進室の設置 

法令を遵守した法人の運営を行う。 

これまで以上にコンプライアンスを意識して事業運営にあたるため、コンプラ 

イアンス推進室を設置し、専任の職員を配置して法人の体制を強化する。 

 

① ハラスメント対策委員会の活動継続に加え、相談体制マニュアルの整備、周知・啓発パンフレット

の作成、全職員を対象としたハラスメント防止に関する研修の実施。 

② 職員同士で共に考え、作り上げる「（仮）風通しの良い職場づくりプロジェクト」の検討。 

③ リスクマネジメント体制の整備。 
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総  務  部 

福祉事業部 
 

① 法人の経営戦略の検討 （事業企画課） 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

法人事業の 

将来構想の検討 

新型コロナウイルス感染症の影響をはじめ、法人の経営環境に変化の兆

しがある。法人経営の現状分析を行い、課題を整理して経営の適正化に

必要な事業目標を定め、その行程表を策定する。 

以下のプロジェクト（以下 「 PJ 」 という。）を置き、第３期中期経営計画と

連動して経営戦略の検討を行う。 

 

○ 将来構想 PJ（第 3期中期経営計画策定を軸とする） 

・各事業所の計画と連動して法人の令和 4年度～令和 6年度の 3カ年計画を策定。 

・分野別に高齢事業・障害事業・救護事業・芸術文化事業から PJチームを編成して検討を行う。 

・福祉事業部：事業企画課に事務局を置いて実施。 
 

○ 県立 2施設（むれやま荘・信楽学園）指定管理事業検討 PJ 

・県立 2施設の指定管理期間が 3年に短縮されたことを受け、３年後を見越した事業計画の策 

定が必要。 

・法人の収支状況への寄与率が高い指定管理事業であるため、両施設の施設長と総務課長を中 

心とした PJチームを編成して検討を行う。 

・むれやま荘では第２期計画にも盛り込んでいる高次脳機能障害を対象としたグループホーム 

の新設、信楽学園では、卒園生のアフターケアの拠点整備も含めた検討を行う。 

 

○ セーフティーネット事業検討 PJ 

・コロナ禍において生活困窮に陥る人が増加している。生活保護受給者も増加し救護施設（ひ 

のたに）や養護老人ホーム（きぬがさ・ながはま）が担う「セーフティーネット機能」への期待が 

高まっている。行政からの「措置」施設である運営の難しさもあるが生活の最後の砦としての 

機能を託されている「強み」を活かして事業展開の可能性を探る。 

・併せて信楽学園や児童養護施設の卒業者で社会適応が難しい人への支援事業（施策例：自立 

 支援ホームなど）も検討する。 

 

② 安定した法人経営を行うための適正な配置および採用活動の推進（総務課・事業企画課） 
各施設の事業の執行状況および収支状況等を勘案しながら、それに見合う配置人数について 

適正な人員配置および採用活動を推進する。 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

採用活動の取組 

① 採用計画の立案・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、効果的な採用活動を進める。 

② ＳＮＳを活用した法人・各事業所の魅力発信 

ホームページ随時更新、Facebook等の活用により、職員定着の 

取組も含めた魅力発信を行う。 
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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 

（「（仮）風通しの良い職場づくりプロジェクト」と連携） 

・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める。 

（若手職員の会、中堅職員の会等） 

・クラブ活動・サークル活動を法人内に周知する。また、Facebook 

等を活用し、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 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（ケアシステム推進課） 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

東近江地域において

中核機関を担う 

中核機関を中心とした意思決定支援システムの在り方を調査および 

研究し、その成果を県および東近江圏域２市２町に提案する。（年度内） 

 

④ 滋賀県における相談支援に係る人材育成体制の確立（ケアシステム推進課） 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

基幹相談支援センター

等との連携による、滋

賀県の相談支援体制

と人材育成プログラム

のブラッシュアップに

取り組む 

・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) 

・基幹相談支援センター等との連携による人材育成に関する研修会 

（2か所・年度内）や主任相談支援専門員研修等の運営による人材 

育成に寄与する。 

 
⑤ 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（総務課） 

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） 

事故・ヒヤリハット事象を法人内共有し、事故削減目標を達成するた 

めに取り組む。 

・再発防止対策・マニュアル整備・ＢＣＰの策定等、テーマごとにワーキ 

ングチームを立ち上げて推進する。 

・「ヒヤリハット・事故報告書から学ぶ」事例集の作成および研修プロ 

グラムを作成する。 

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については 

前年比約 1割増やし事故防止に努める。事故については約 1割減少 

を目標とする。 

・「ひやっとＮＥＷＳ」を定期的に発行し、各施設等に報告数・インシデ 

ント・啓発資料等を共有し、リスク啓発に努める。 
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権利擁護委員会 

・気づきの報告書 

・利用者の権利を擁護するため、強化月間を設定し各事業所において 

意識醸成の為の取り組みを実施する。 

・権利擁護委員会の開催（年３回開催） 

・利用者のエンパワメントの向上等、権利擁護に対する支援の好事例 

や修正事例を提出することで、日常の支援に活かす。 

 

⑥ 法人の収支差額率の目標を達成する。（財務課） 

項目 事業活動による収入額等（単位:千円） 

収支差額率 △２．２%（※事業活動収支による） 

事業活動収支 △59，881千円 

資金収支 ３３，２３７千円 

  

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る収入増加 

・ むれやま荘生活介護の開始による収入増加 

・ 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 

・ 水道光熱使用量を節減するため、毎月報告と定期的情報 

共有 

・ 感染症防止対応による旅費交通費、賃借料等の削減 

 

⑦ 社会貢献事業 

  法人の掲げる理念の実現に連動する団体の活動に対して積極的に参加し支援を行う 

・ 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 

・ 日本博を契機とした障害者の文化芸術フェスティバルに向けた全国会議 

（事務局：一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会） 

 

⑧ 合理的配慮のある社会の実現にむけた啓発事業の実施 

・ 目的：合理的配慮の取り組みの現状や課題、方向性を検証し、文化芸術活動等多様な視点を 

もって、合理的配慮のある新たな社会の実現に寄与することを目的に啓発事業を実施する。 

・ 内容：（１） 外部有識者等を講師に招いた勉強会等の実施 

（２） 啓発書籍等の制作及び情報発信 
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芸術文化部 
 

① 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（芸術文化課） 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

滋賀における共生 

フェスティバルの開催 

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東北ブ

ロック（９月）、関東・甲信ブロック（１０月）、近畿ブロック兼グラン

ドフィナーレ（２月）が円滑に実施され、３年間の取り組みがレガシ

ーとして残り、継承されるよう、これまでのノウハウをもって、全

国事務局の全国手をつなぐ育成会連合会を補佐する。また、滋賀

県が実施する共生フェスティバル（年度内複数月開催）への全面

協力をする。 

 

② 文化芸術を通じたアクセシビリティの研究と実践、普及（地域共創課） 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

NO－MA以外において 

障害のある人との 

芸術鑑賞会を実施する 

NO-MA の企画展を活用した障害のある人との芸術鑑賞会及び

関係団体との共働による「食」「音楽」のワークショップを実施す

ることで、障害のある人のアクセシビリティの向上（社会参加のし

やすさ）について、実践研究を行う。これらの成果を報告書として

まとめる。（年度内） 

 

③ ボーダレス・アートミュージアム NO－MAパンフレット（芸術文化課） 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

ポルトガル語版を 

作成する 

ポルトガル語を母語とする県内在住者の協力を得て、NO-MA

パンフレットのポルトガル語版を作成する（年度内）。作成したパ

ンフレットは、ポルトガル語を使う人の手元に届くよう、各市町の

国際交流協会のほか、ブラジル人学校等に配布する。 

 

④ 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・シンポ

ジウムへの登壇、執筆す

る正職員数９０％キープ 

外部主催及び外部向け自主企画の講演会や研修会、授業の講師

やパネリストを務める正規職員、また、外部からの依頼による寄

稿及び外部向けの当法人発行物に論考を執筆（レポートや紹介文

は除く）する正規職員を９０％とする（年度内）。 
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研修事業・研究活動の推進 

 
① グロー社会福祉研究センター 

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） 

罪を犯した障害者・高齢

者に関する研究および

救護施設に関する研究 

国の審議会や政策委員会への提言のための研究は一定の役割を

終えたため、法人の特定課題について、理事長命のもと研究する 

こととする。 

 

② グロー研修センター 

（１） 重点研修 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

人 権 研 修 
 

・ ハラスメント研修 

・ 部落差別問題研修 

・ 複合的差別の視点 

による研修等   

・様々な人権課題について、ハラスメント防止の観点・複合的差別

の視点による人権研修を通して、人権を大切にする職場づくり、

法人および職員一人ひとりの人権意識向上を図る。特に今年度

は人権にかかる全体研修を実施する。（６月頃予定） 
 

・ハラスメントに関すること、部落差別問題に関すること等から学

び、職員自身の気づきをもとに、正しい人権感覚を身につけるた

め学習を積み重ね、リマインド・意識向上の機会とする。 

 

（２） 各種研修事業 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

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 年目までの職員を対象に、働きやす

さ・働きがいの視点を大切にした研修を行う。 
 

・各々の実践や取り組みから互いに学び、つながり合える研修や

交流セミナーになるよう工夫し、そこで得た様々な視点から自身

の仕事について立ち返る機会を設ける。 

職  階  別  研  修 

・職責基準表に示す各職階の「職責・役割・求められる職員像」に基 

づいた、人権課題およびハラスメント防止にかかる研修を実施す 

る（※再掲：重点的に取り組む研修） 
 

・役員、 管理職、 監督職を対象としたコンプライアンス研修を実施 

する。 

専   門   研   修 感染症対策研修、食品衛生管理研修を実施する。 

研修レポートの発行 講義内容やフィードバックしたこと等、法人内で共有する。 
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（３） 施設等で取り組む研修および事業 

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 
高齢施設協働研修等、各分野において総合的な支援力を高める 

研修開催のためのバックアップを行う。 

施 設 等 内 部 研 修 

および人権研修 

各施設等において専門性を高めるための研修や学習会に併せて、 

働きやすい職場となるよう人権課題およびハラスメント防止に 

かかる研修を実施する（※再掲：重点的に取り組む研修） 

業務上必要資格の 

計画的取得の推奨 

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 

介護実践者研修等の受講を推奨し、法人内の有資格職員を確保 

する。 

 

（4） 法人全体で行う研修および事業 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

研究発表フォーラム 
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。開催方法についてはオンラインも含め検討する。 

アメニティーフォーラム 

（※リニューアル） 

２４年間続けてきたアメニティーフォーラムがコロナ禍の影響で中 

止になったことを前向きに捉え、新しい発想で広く福祉の課題を

発信できるようリニューアル企画をたて開催する。 

（2月開催予定） 
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２ 養護老人ホームきぬがさ 

 

① 一般型特定施設への移行 

養護老人ホーム利用者の増加する介護ニーズに対応するため、本年度より介護保険サービス 

における「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護」から「特定施設入居者生活介護」 

（一般型）に変更し、サービスの充実を図る。 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

特定施設入居者 

生活介護事業の開始 

・医療的ケアの充実を図るため看護師を配置 

・介護職員の配置増によるケア体制の充実および夜勤体制の導入 

・福祉用具の整備 

 

②  きぬがさ、ながはま、ふくらの協働による総合的な支援力の底上げ化 

 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」の継続実施 

「高齢 3施設協働研修」 

〇平成 31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。 

・新型コロナの感染状況を見据えながら実施する。状況によりＷＥＢ

等を活用する。 

●ステップ研修（６～１０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(６月～１０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。 

・新型コロナの感染状況を見据えながら実施する。状況によりＷＥＢ

等を活用する。 

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。 
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③ 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） 

認知症基礎研修 ・通期 年次計画より２名受講する 

認知症介護実践者研修 ・通期 年次計画より１名受講する 

看取り介護研修 ・通期 職場内研修を実施する 

介護福祉士の資格取得 ・通期 １名取得する 

  

④ 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 85％達成 

・ ８月 自己評価結果のまとめ・分析する ⇒ 改善計画の作成 

・１２月 改善計画の実施   

  

⑤ 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） 

単独事業としての 

運営の安定化 

・４月から特定施設の一般型移行により単独事業となるため、人材確

保と育成を重点的に取り組む。 

・施設サービスと在宅サービスの相乗効果で総合的な支援力を高める。 

目標提供時間の達成 

・通期 積極的に契約者数や提供時間を増やして運営の安定を図る。 

訪問提供時間 ４月～ ７月 月平均 ５５時間 

８月～１１月 月平均１２５時間 

１２月～ ３月 月平均２６５時間 

 

⑥ 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。 

 

⑦ 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 

に向けた支援 

・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。（入所利用者から１名） 

円滑な地域復帰 

に向けた支援 

・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。（生活管理指導短期宿泊事業利用者から３名） 
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⑧ 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） 

・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) 

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。 

⑥ 利用者は調理で参加する。 

 

⑨ 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） 

・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。 

・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実施 ⇒ ②自己評価結果 

  ⇒ 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） 

・課題の中から優先度も考慮のうえ、職員自らが、ワーキングチーム

による活動を通して、主体的に取り組み成果を示す。 

 

⑩ 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 

マニュアルの点検・更新・作成 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

感染症対策 

・４月 新任着任者研修を実施する。 

 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。 

・通年 マスク等物品の在庫確認、全体研修を実施する。 

   感染対策委員会の実施。 

ヒヤリハット事例 

の分析と対策 

・通期 毎月の職員会議にてすべての報告を情報共有する。 

・上期/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

検討し、実施する。 

火災対策 ・年２回夜間時の火災対応を確実に行なえるように重点をおく。 

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。 

土砂災害 
・東近江市五個荘川並地区との協議･訓練を行う中で、土砂災害対策計

画の点検と見直しを行う。 
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⑪ 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） 

新任者・着任者に 

対するＯＪＴ実施 

実施率１００％達成する（途中採用職員についても同様に行う。） 

・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。 

ＯＪＴ指導ができる 

職員数の育成 

 育成目標７名 

・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。 

 

⑫ 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」に 

参加する。 

・通期 利用者を中心に地域清掃活動を計画的に実施する。 

 

⑬ 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 

１４９，１４１ 月平均 特定者数５７名 

６，５０２ 

４月～ ７月 月平均 ５５時間 

８月～１１月 月平均１２５時間 

１２月～ ３月 月平均２６５時間 

老人福祉事業 

２１６，１６１ 稼働率９８％ 

３，３７８ 生管利用日数３６５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 ＩＣＴ（情報通信技術）活用の検討 
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３ 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の底上げ化 

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」の継続実施 

〇平成 31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。 

・新型コロナの感染状況を見据えながら実施する。状況によりＷＥＢ等を

活用する。 

●ステップ研修（６～１０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（６～１０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 

・新型コロナの感染状況を見据えながら実施する。状況によりＷＥＢ等を

活用する。 

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。  （2020年度末 13名受講済） 

・認知症介護実践者研修会に１名、参加する。 （2020年度末 10名受講済） 

・認知症介護リーダー研修会に１名、参加する。（2020年度末  1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。 

・看取りケアの振り返りを実施する。 
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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８５％とする。 

・内部研修を実施し、業務内容を理解する。 

 

 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醸成する。 

・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、コロナ禍で

の開催に向けて検討する。 

・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マニュアルとＯＪＴチェックシ

ートの見直しを行う。 

・ＯＪＴマニュアルが正しく機能しているか新規職員がチェックでき

る体制を整える。 

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。特に必要な

研修は、対象者に伝達研修を実施し研修内容の習得を図る。 

・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 

・コロナ禍であっても笑いと温もりのある生活の場を提供するため

に、誕生会（毎月）・おやつ作り（月２回程度）を開催する。 

・長谷川式簡易知能評価スケールを使用し、認知症の程度を測定、評

価の結果を基に内服薬自己管理に向けた取り組みを行う。 

ケアプラン 

の充実 

・ケアプランの目標を「意欲の維持・向上」になるべく特化したもの

で、具体的な目標となるようにする。 

・サービス会議は、時間に制約があることから事前に関係者の意見を

集約し、検討項目を明確化し、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。 
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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（３．９／前年比＋０．１）、食事満足

度調査（３．８／前年同比）を年２回実施し、評価、改善を行う。 

・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 

・「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 １５６，６９５ 
在籍率（入院者含む）９７．０％ 

在籍率（入院者除く）９５．０％ 

（一般型）特定施設 １０４，４８３ 特定施設契約者数   ４２名 

通所介護 ３２，７２９ 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：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。 

通所介護事業 

の見える化 

・とよしまの年間事業計画を作成する。 

・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。 

・新型コロナウイルス感染症対策の徹底を図る。 

交通事故ゼロ ・交通事故防止意識の強化を図り、送迎車の適正管理を行う。 

労働災害ゼロ ・毎月開催される衛生委員会で労働災害防止の徹底を図る。 
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４ 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の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 

・新型コロナの感染状況を見据えながら実施する。状況によりＷ

ＥＢ等を活用する 

●ステップ研修（６～１０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（６～１０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施設協働で１回開催する。 

・新型コロナ感染状況を見据えながら実施する。状況によりＷＥ

Ｂ等を活用する。 

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。 

・新型コロナ感染状況を見据えながら実施する。状況によりＷＥ

Ｂ等を活用する。 

 

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 

達成目標：７５％  下半期に 1回実施。 

評価結果を職員育成に反映できるよう、到達度の可視化を図り支

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

の実践の定着を図る 

看取りケアの振り返り      

・自己評価             ３．８（/５．０段階） 

・多職種評価（相互評価）       ３．７（/５．０段階） 
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・入居時から看取りま

で「ふくらケアの６

つのはしら」が定着

し、看取りケアの質

の向上を図る 
 

・看取りケアを伝える

立場になる人材を育

成する 

・家族アンケート（質の評価）     ９０％（/１００％） 

・職員研修（メンタルヘルス）         １回 

・内部・外部での看取りケア実践発表      １回 

・高齢３施設合同実践発表会での発表      １回 

・「ふくらケアの６つのはしら」の研修会    １回 

 

◎ ふくらケアの６つのはしら 

はしら 1【おもてなしの心でするケアが支援となる】…基本ケアを土台とし相手に寄り添う 

はしら 2【人生のリュックをひもとく】…本人・その人を良く知る人に聞いた「寄り添いシート」 

の情報から豊かな暮らしに繋げる 

はしら 3【キーワードに沿ったケア】…その人らしさを最期まで大切にすること 

はしら 4【チームや多職種で支え合う】…嬉しいことも不安なことも協力し合いチーム力を高める 

はしら 5【医療は暮らしの道具】…今の暮らしを継続するために医療を使う 

はしら 6【振り返りを次の支援に活かす】…その人を偲び気持を整理し次のケアに向き合う 

  ※ 新型コロナ感染対策で面会制限が続く際には家族との情報交換ツールを工夫して行う 

 

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） 

「ふくら広場」の開催 

が地域サロンに定着 

している（５回） 

・内容の充実によりニーズに応える 

（認知症関連・フレイル予防・介護保険制度等） 

・看取りケアの実践紹介 

・人生会議（ＡＣＰ）について 

・開催については新型コロナ感染状況を見て実施する 

公開講座の開催 新型コロナ感染状況を見て開催を検討する 

 

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 ２０２０ ２０２１ ３年計 累計 

認知症介護基礎研修  ４名 ０名 ３名 ７名 １８名 

認知症介護実践者研修 ２名 １名 ３名 ６名 ２２名 

認知症介護実践リーダー研修 １名 １名 １名 ３名 ７名 

認知症介護事例発表（内・外） １事例 １事例 １事例 ３事例 ― 

認知症介護実践リーダーフォローアップ研修 0 名 0 名 1 名 (1 名)  

 

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」活動を継続し、課題の抽出、

解決策を講じ、働きやすい職場環境の整備に活かす 

・コロナ禍でのストレス解消に努め、リフレッシュ活動も工夫しな

がら行う 
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職員間で年度の取り組

みを振り返り、互いに認

めあることでモチベー

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とモチベーションアップ

に繋げる（なお、新型コロナ感染状況により録画放映等で実施

する） 

・ケア向上委員会を継続し、「ふくらケアの６つの柱」を基準と

したケアの質の保持に努める 

・認知症介護実践リーダー研修修了者を中心としてコーチングマ

ニュアルを作成し人材育成に活かす 

・リーダー対象のアサーション研修の実施 

 （具体的支援：指導力、サポート力、アドバイス力他） 

 

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 

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 

・感染症対策：年１回マニュアル点検・更新 

・緊急時の対応：上半期研修度に点検・更新 

・火災対策：５月,１１月に訓練実施後点検・更新 

・地震対策：５月に訓練実施後点検・更新 

・風水害対策：引き続き高齢３施設合同でマニュアル点検を実施

する 
 

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 ３４８，７７０ ９８．５％ 

短 期 ２６，６７８ １０５．６％ 

入所＋短期 ３７５，４４８ ９９．０％ 

通 所（介護） ４８，３９４ ８１．０％ 

通 所（予防） １，３４３ ３３．０％ 

居 宅（介護） ９，７８１ ９７．０％ 

居 宅（予防） ７４７ ８５．５％ 

さくら番場 ３，３７５ ７６．０％ 

合 計 ４３９，０８８  

  

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できるだけ７日以内にする 

・入所前状況把握としてＷＥＢを積極的に活用する 

・困難ケース（措置入所）は十分な感染対策を行って受け入れる 

短 期 

・感染症対策としてショートエリア内のみで受け入れを行うため、

入院、退居から入居までの空床があっても１床のみ稼動する 

・緊急ショートは、静養室が空床時のみ受け入れる 

入所＋短期 入居とショートで８６ベッドの稼動を調整する 



 

19 

 

通 所 

（介護・予防） 

・感染症対策を講じて、新規利用者の受け入れを行い登録者増に

つなげる 

・家族への情報ツールとして通所たより「ふくふく」を２カ月毎

に発行する 

・ケアマネ事業所に「心と身体を元気にするデイ」をコンセプト

にした月ごとの生活リハビリ予定表を発信する 

居 宅 

（介護・予防） 

・感染症対策を講じて柔軟にサービスを調整する 

・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 

・積極的に加算を算定する 

・ふくら、とよしまのサービスに繋げる 

さくら番場 

・感染症対策を講じて、新規利用者の受け入れを行い登録者増につ

なげる 

・パンフレットを作成し、ケアマネ事業所への営業を積極的に行う 

・コロナ禍での地域交流の在り方を検討する 

・ヒヤリハットの意識を高める 

感染症ゼロ 
・標準予防策を徹底し、発生を防止する意識を高める 

・発生時には初期対応を適切に行い蔓延（クラスター）を防止する 

交通事故ゼロ 

・交通事故防止の意識を強化する 

・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 

・敷地内での危険箇所を可視化する 

 

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 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％ 

家族カンファレンスの 

開催（感染対策を講じる） 
１０ケース １０ケース ２０ケース 

専門資格の取得 

・介護福祉士資格取得 

・介護支援専門員資格取得                       

・介護職員喀痰吸引特定行為業務従事者                       

・介護福祉士喀痰吸引特定行為業務従事者資格             

１名 

１名 

１名 

３名 

新型コロナウイルス 

感染症対策 

・新型コロナウイルス感染対策会議の開催 

ＢＣＰ更新、地域状況の把握、マニュアルの更新、 

感染時のシミュレーション等 

・利用者支援 ＱＯＬの向上を図る 
 

 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 

 コロナ禍において入浴配置の一律の減員（週２４時間減）は難しく、週１２時間減を維持する。 
 

⑪ ふくらの改築整備  
改築整備の実現に向けて、法人事務局と共に必要な準備を進める。 
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５ 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）の運営 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

ひのたに園 

社会復帰棟の運営 

滋賀県、日野町と協議の結果、法人が令和３年４月から令和９年３月

まで、土地を借用することとなったため、中期経営計画に掲げた社会

復帰棟は移転せず、引き続きひのたに園社会復帰棟として活用する。 

芸術活動の実施 
民間助成金を活用し、社会復帰棟内において芸術活動（アトリエ・セ

ラミカ）を月２回程度（年２４回程度）開催する。 

 

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 

新型コロナウイルス感染症の影響により１年間延期としたため、１０

月にわたむきホール虹を会場に創立 50周年記念式典を開催する。 

展覧会の開催 
記念式典と同会場において、芸術活動によって生まれた作品や園の活

動を紹介するパネル等を展示する展覧会を開催する。 

 

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 

プログラムの作成 

３月までに、自立度の高い利用者及び介護を必要とする利用者等すべ

ての状態像を類型化し、地域移行や他法施設への移行の手順や支援内

容を整理した地域移行（施設移行）プログラムを作成する。 

 

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） 

認定就労支援事業 

一時生活支援事業 

の実施 

自立相談支援機関から依頼があれば、対応できる体制を維持する。 

目標：認定就労支援事業 1人     （前年度０人） 

   一時生活支援事業 1人（５日間）（前年度１人３日間） 

 

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） 

居住支援の実施 
入所者及び地域の関係機関からの相談に応じ、居住支援を継続的に実

施する（３月までに実人数２０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） 

聞き書きの実施 利用者のこれまでの人生を聞き書きし、広報等で発信する。（８人） 

（再掲） 

展覧会の開催 

記念式典と同会場において、芸術活動によって生まれた作品や園の活

動を紹介するパネル等を展示する展覧会を開催する。 
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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

利用の促進を試みる。 

・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）など 

現状と課題の整

理と国への提案 

・令和４年度の法改正に向け、救護施設の役割と報酬の在り方について、 

ひのたに園の実践を基に整理し、全国救護施設協議会や滋賀県等を通し

て、国への提案を行う。 
 

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（９月、２月）実施し、満足度の低い項目の向

上に向けた取り組み提案書を職員から提出してもらい、実践につなげる。 

支援記録等の 

デジタル化 

５月からケア記録システム「ケアコラボ」を導入し、情報共有の迅速化、

記録業務の効率化を図り、サービスの質の向上を目指す。 

業務改善、工夫

の仕組みを作る 

権利擁護事業の「気づきの報告書」を活用し、月１回のペースでサービス

の質の向上、業務改善に向けた検討を行い、具体の業務に反映する仕組み

を作る。 
 

⑨ リスクマネジメントの視点に立った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） 

感染症対策 

・４月 新任着任者研修を行い、施設の感染症対策について研修する。 

・９月 衛生委員会にてマニュアルの点検を行い、修正後のマニュアルを

職員全体へ周知する。 

火災対策 

・４月 新任着任者へ消防設備に関する研修を行う。 

・９月 衛生委員会にて消防マニュアルの点検を行い、修正後のマニュ 

アルを職員全体へ周知する。 

風水害対策 
・７月までに風水害対策に関する行動マニュアルを作成し、職員へ周知 

する。 

地震対策 ・９月までに地震対策に関する行動マニュアルを作成し、職員へ周知する。 
 

⑩ 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。 
 

⑪  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） 

措置費収入等 ２６３，９４５ ９３％（前年度目標９１%） 
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６ 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 

「生活介護事業の開始と安定した運営」（通年） 

・通所利用者を対象とした高次脳機能障害等に対するサービスを強化し、

地域移行を見据え一定の期間を定めた有期限サービスとしての展開（ニ

ーズに合わせて利用期間を柔軟に設定する。） 

・高次脳機能障害プログラムの確立：社会的リハビリを目的とした生活ア

セスメントの強化 

 

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の創設 

（高次脳機能障

害のある人） 

「ＧＨの開設と開所後の検証」（通年） 

・対象者の特性にあった生活空間を担保できるＧＨを開設する。 

（条件にあった既存住宅の改修または新設の一括借り上げを検討中） 

・現行入所者または地域から地域移行に必要なスキルの獲得のためＧＨの 

利用が適当な人に利用を促し、生活のアセスメントを中心に地域移行の 

プロセスを検証する。 

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との協働による支援マ

ニュアルの作成と、地域生活での支援体制整備の実施 

指定管理者継続 
「指定管理施設の安定運営」（通年） 

・信頼される施設づくり（２０２１年～２０２３年：３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 

および利用者 

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：３．７/５．０） 

○利用者食事満足度調査 （２回/年、目標値：３．７/５．０） 

○ボランティア満足度調査（１回/年、目標値：３．７/５．０） 

・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） 

・気づく視点を養い、数多くのヒヤリハット事象を（職員朝礼等に） 

報告・共有することで、同事象の繰り返しを防止し、事故につなげ 

ないようにする。 
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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 （定員） 事業活動による収入額（単位:千円） 利用率（稼働率） 

入所支援 （４０名） １４６，４４１  ８３．９％ 

機能訓練 （２８名） ４７，４３２  ７６．８％ 

生活訓練 （１６名） ２１，１８５  ６１．６％ 

就労移行支援 （１０名） ７，４６５  ４４．８％ 

生活介護 （ ６ 名） １５，５６０  ５０．０％ 

短期入所 （空床利用） ８，２６９  ６００人 

   

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） 

「サービス説明会の開催（ＷＥＢ等）」（３回以上/年） 

「外部へのサービス機能啓発活動」（通年） 

「回復期病院や地域包括等への訪問活動」（通年） 

・当荘の役割やサービスを外部に啓発し、利用者増を目指す。 

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 

節約を周知し、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、安全運転啓発活動および研修を 

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（特に新型コロナウイルス）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、荘内の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等）を講じることで、利用者にと

っての不利益（サービス継続の停止等）や無駄な支出の削減に努める。 
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７ 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は 3年間の指定管理期間である。「信楽学

園のあり方検討会議」（以下「あり方会議」という。）の結果

報告および前回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 

フォローアップの充実を目指し体制を組んでいく。発達障害者

支援拠点としての機能を検討してきたが、現在の児童を取り巻

く状況を鑑み、何らかの課題を抱えている児童に対しての支援

の方向をより検討し、他の児童福祉施設及び県の関係部署との

協議を行い、時代に適した児童福祉施設の役割を検討してい

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 

生活場面、日中活動について、これまでの信楽学園の取り組

みと今の時代および児童に適した取組みを上半期で協議、取

り組み、下半期には具体的に実践していく。 

 

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 

卒園後につながる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。 

経営方針 

・ソーシャルインクルー

ジョンの推進 

・新しい社会的価値の 

創出・発信 

・社会性・事業性・革新  

 性のある福祉経営 

「あり方会議」の結果報告に基づき、具体的な取り組みを協議 

していく。 

・児童分野（障害児、社会的養護）を一体的に捉え、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、滋賀県児童福祉入所施設協議会をはじめとし

た場で行っていく。 

・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） 

心理担当職員および 

ジョブコーチの配置 

による取り組み 

令和３年度より配置する。上半期にそれぞれの専門的な役割を

検討し、下半期以降に具体的な取り組みを行っていく。 

地域移行にかかる支援 

およびフォローアップ 

支援の充実 

「地域移行支援担当」を軸に対応していく。各地域の関係機関

との連絡および情報共有を密にしていき、支援機関につなが 

らない卒園生たちへの支援を地域の関係機関と協議しながら、

学園としての役割を担っていく。 

社会体験プロジェクト 

の充実 

新型コロナウイルス感染症の状況次第ではあるが、可能な限

り取り組みを充実させていく。 

 

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 

多様化している児童の課題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。 

数年先を見越した 

人材育成 

研修センターの取り組みと連動しつつ、職責やキャリアを見 

越した育成計画を立てて、職員個人に適した研修を検討する。 

  

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）等 

障害児入所（定員４０名） １７７，６１５  ６７．５％ 

短期入所（空床利用） １９９  ２４床 

  

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 

「あり方会議」の結果報告を受けて、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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８ 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。 

・回数 年３回 

・構成 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 室長・サビ管 

指定特定相談支援事

業の立ち上げ 

東近江障害施設群の利用者支援を考えたとき、計画相談は欠かせ

ないものである。将来的に相談支援事業所を立ち上げ運営してい

く方向で検討していたが、東近江市からの要請もあり、今年度か

ら事業を実施する。 
 

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・ゆるカレ

事業の充実による発達

障害者の受け入れ拡大 

・ジョブカレ事業の中で、新たな事業として開設した「ゆるカレ」

の支援プログラムの検討と開発を行う。 

・支援の質の向上のため、職員に対して研修会を実施する。じょい 

なす・発達障害者支援センターとの連携をしていく。 

・発達障害関係の外部研修会への参加。 

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確保をおこない、ジョブカ

レ、発達障害者支援センターと連携し、職員研修を実施し資質向 

上を図る。 

・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回の実施を継続する。 

・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。 
 

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 ・エリア内の相互理解を図るため、エリア内実習を行う。 
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相互理解に対する取り

組み 

（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を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 １１，０４７ ５５％ 

就労継続Ｂ型 ４４，９９０ ９５％ 

自立訓練 
３０，１６５ 

５０％ 

宿泊型自立訓練 ５０％ 

能登川作業所 
就労継続Ｂ型 １９，９１３ ９５％ 

生活介護 ３１，００２ ９５％ 

マイルド五個荘 生活介護 ３９，９７６ ８５％ 

ホーム支援室 

ホームきたまちや ２４，２８３ ９５％ 

ホームたいこうじ １１，４５８ ９５％ 

ドリームハイツ １５，６９１ ９３％ 

グループホームむげん ６，３３１ ８０％ 

じょいなす 放課後等デイサービス ２３，０９４ ７０％ 

  
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・施設外就労加算・有資格職員の

配置による福祉専門職加算の獲得 

・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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９ 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） 

再編事業の検証 

居宅介護事業の継続可否を協議し、次期経営計画に繋げる。（現

状の職員構成および圏域のサービス需給バランスを見極めなが

ら、定例協議を行いエリア事業再編成の結論を導く。）（通年） 

 

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） 

「実践する」から「包括的な 

地域福祉拠点」として 

・若年認知症のある人への取り組みを継続する（高齢・障害支援

事業合同で）地域特産品である弥平唐辛子の収穫補助作業（指

定月） 

・圏域(甲賀市・湖南市)の地域生活支援拠点等事業に参画し、 

緊急対応を中心に地域ニーズと向かい合うことで、福祉職員

としての自覚意識を向上させる。（随時） 

 

③④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） 

リスクマネジメント活動の 

見直し改善を行う 

・軌道に乗り始めたリスクマネジメント推進委員会の内容を更に 

 充実させる。(サブ担当等の設置による浸透化) 

・リスクの背景を読み取る力を付ける。(通年) 

れがーと独自の研修 

内容を充実させる 

・エリア内各事業所の弱点を見極め、強化できる研修プログラム

を提案し実行する。（報連相強化・セルフマネジメントなど） 

エリア連絡会議の充実 
・エリア連絡会議（旧：運営会議）で、サービス向上に関する定例

協議を行う。（月 1回定例開催） 

※上記３項目の三位一体を目指し、全職員の資質向上の基盤と位置づけ、組織構成員としての 

総合力を高める。 
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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）・ 

サービス提供時間 

らく通所介護 ３６，６７６ ８２％ 

らく認知症対応型 ２６，５５６ ７０％ 

日常生活総合事業 １，９３０ ５０％ 

バンバン生活介護 １０４，３６２ ９８％ 

NBB Neoバンバン Ｂ型 １９，９５３ ５０％ 

ＧＨ 共同生活援助 ２６，１３４ ６５％ 

地域活動支援センター ８，０８４ １００％ 

れがーと居宅介護 ２７，５８５ ９０％（５００ｈ/月） 

れがーと行動援護 ０ 事業休止 

れがーと移動支援 １０２ ９５％ 

れがーと 他事業 ３６０ ９５％ 

計画相談支援 ６，７５０ ９５％ 

地域相談支援 ０ 対応変動 

児童相談支援 １，９９２ ９５％ 

委託相談支援 ３２，５５３ １００％ 

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） 

障害分野事業 
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

系サービスの利用動向を把握し、利用増へ繋げる。（通年） 

高齢分野事業 
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

らくが提供するサービスに合致する利用者を増やす。（通年） 
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滋賀県発達障害者支援センター 

１０ 滋賀県地域生活定着支援センター 

          滋賀県高次脳機能障害支援センター 
 

①県委託の各相談支援事業において 3次機能が果たせる専門性及び研ぎ澄まされた 

権利擁護の感覚を磨く 

項目 具体的取り組み 

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確保す

るための職員研修を実施する。 

相談支援に必要な職員研修を実

施する。（基礎・専門） 

各センター 

３回以上 

現場感覚と創造力や気づきのある

相談支援を実施する。 

甲賀地域ネット相談サポートセ

ンター及び関連する事業所等の

見学・体験を実施する。 

各センター 

１施設 

権利擁護気づきシートの提出を 

促進する情報交換の場をつくる。 
年間３回 

 

◎②発達障害・高次脳機能障害・認知症等に由来する生きづらさ（生活障害）を抱える 

人も、地域社会において相互に人格と個性を尊重しあえる圏域体制づくりを目指す 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

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。 

発達 
認証ケアマネージャーとの連携

体制を強化する。 

関係機関支援で 

連携を５圏域実施 

定着 
支援対象者のいる圏域自立支援

協議会の部会等へ参加する。 
３圏域 

高次脳 
広域調整強化事業を展開する。 

（７圏域うち６圏域実施済） 

１圏域 

（湖南圏域） 

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。 

発達 
連携を強化すべき関係機関との

情報交換会を実施する。 
５機関 

定着 
社会的支援協力事業所部会の登

録事業所を増やす。 
５事業所 

高次脳 
家族会（脳損傷友の会）等との連

携会議を開催する。 
３回以上 

 

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） 

相談支援事業の中から

見える課題を整理し、デ

ーター分析等の調査・研

究を実施する。 

発達 
圏域及び市町ごとの相談支援に

関する課題を分析する。 

新たに 1 圏域ないし

１市町に関する課題

分析をまとめる。 

定着 

本体事業に県モデル事業の支援

ケースの支援における効果測定

の指標を活用する。 

地域の支援者の活用

を促す資料集の作成 
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高次脳 
厚生労働省科学研究へ参加す

る。 

支援マニュアルの実

践と啓発を行う。 

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。 

発達 

圏域の認証ケアマネと連携し、

市町行政や発達支援センター等

と情報交換の機会をつくる。 

課題分析等の成果物 

を市町向けにプレゼ 

ンテーションする。 

定着 
関連する分野の基幹・団体に向

けて事業の実践報告をする。 
１人 1回以上 

高次脳 

・高次脳機能障害支援法施行に

向けての取り組みを行う。 

・むれやま荘グループホーム 

創設に向けた支援をする。 

・支援法制定に向け 

た情報提供を行う。 

・自立に向けた移行 

への支援マニュア 

ルを作成する。 

 

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えて、 

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。 

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。 

就業規則を見直して、県委託専

門相談を実施するための適切な

就業環境を整える。 

・時間外労働の目標値設定 

（1人１５時間以内） 

・職場の安全衛生懇談会の実施 

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

ログラムに基づく面談を実施す

る。 

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を行う。 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

予算の執行管理につい

て手続きを可視化する。 

定期的に予算の執行状況につい

ての確認を行い、年度末までの

管理について予算協議・予算に

見合った人員配置を検討する機

会を設ける。 

各センター毎に２回 

各センターの事業内容

について評価し検討す

る場を確保する。 

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、県の主管課を交えた共有や

協議の場をつくる。 

各事業毎に１回以上 
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発達障害者支援センター 
（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、各市町や圏域の行政や関係機関と連携

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

会の中での発達障害のある人についての理解と、理解に基づく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の調整など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【重点】 

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とともに、地域自立支援協議会に参    

画し、圏域の状況に合わせた支援体制づくりのバックアップを行う。 
 

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 

（ア）強度行動障害を伴う方の通所支援の実態と課題に対応し、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。 

（イ）加算終了後の事業所へのコンサルテーションを実施する。 

（ウ）各圏域の認証ケアマネージャーを中心とした地域での事例検討や、行動障害への対応に関す  

る情報交換の場を設定し参画する。 
 

⑥ 発達障害者の家族支援普及事業 

（ア）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。 

・ペアレントメンター養成研修を修了し、登録が完了しているペアレントメンターを対象に、 

フォローアップ研修を実施する。 

・ペアレントメンターと市町の情報交換会を実施する。 

・ペアレントメンターの相談業務を調整・実施する市町行政機関に対し、ペアレントメンター 

アドバイザーを派遣し、ペアレントメンターを効果的に活用できるよう、運営上の助言を実 

施する。 

（イ）県の推進する家族支援普及事業を実施する。【新】 

・市町でペアレントプログラムを実施していけるようにするための業務を実施する。 
 

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 
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地域生活定着支援センター 
 

（１）基本方針  

令和３年度の滋賀県地域生活定着支援センター事業の実施に当たっては、次の基本方針に基づき行

うこととする。  

① 人権の尊重  

対象者の支援にあたる職員は、日々人権の感覚を磨き、被害者の人権に配慮しつつ、支援対 

象者の人として当たり前の権利が保障される支援を行う。 
 

② 本人の主体性の尊重  

支援対象者の意思確認・意思決定支援に関しては、その心身の状態を考慮し慎重かつ丁寧に 

対応しながら、主体性のある生活を側面的に支援する。 
 

③ 地域との連携 

支援対象者にとって適切な居場所が継続的に確保されるように、常に地域の福祉関係機関や 

必要な社会資源との連携を図る。同時に地域の支援者の不安を軽減できるよう努める。 
 

④ 自己啓発  

対象者の支援に当たる職員は、高齢・障害福祉サービスに関する知識に加え、保健・医療・

司法等関連する隣接領域の知識を得て、常に支援技術の向上を目指す。また、人々の多様な

生き方に寄り添える支援力を培うために、文化・芸術等異なる分野についても学ぶなど自己

啓発に努める。 
 

（２）．事業内容 

① コーディネート業務（矯正施設退所予定者の帰住地等調整支援） 

大津保護観察所あるいは、他都道府県地域生活定着支援センターからの支援業務協力依頼を 

受けて、高齢または障害により選定された「特別調整」対象者について、矯正施設内での面 

接を行い立案した「福祉サービス等調整支援計画」に基づき、退所となるまでの期間におい  

て、帰住先および必要な福祉サービスや社会的支援等の調整を行う。また、帰住先のある「一 

般調整」対象者については、大津保護観察所の協力依頼を受けて、退所となるまでの期間に 

おいて、必要な福祉サービスや社会的支援等の調整を行う。 
 

② フォローアップ業務（矯正施設退所者の地域生活移行・定着支援） 

滋賀県内に帰住した「特別調整及び一般調整」対象者が、必要な福祉サービスや社会的支援 

等を適切に受け、地域で安定して生活できるように、本人又はその関係者への側面的支援を 

行う。 
 

③ 相談支援業務 

フォローアップ対象者を除く矯正施設退所者のうち、障害又は高齢により福祉サービスや社 

会的支援等を必要とする本人又はその関係者からの相談に応じて必要な支援を行う。 
 

④ 高齢・障害等被疑者支援業務【新】 

刑事司法手続きの入口段階にある被疑者・被告人等で高齢又は障害により自立した生活を営 

むことが困難な者に対して、 釈放後直ちに福祉サービス等を利用できるように支援を行う。 
 

⑤ 地域支援業務【重点】 

(ア）ネットワーク構築 支援対象者への理解と協力を得られる社会資源を発掘し拡大していく。 

・各種団体等への事業説明（講師派遣）・公開研修会や勉強会の開催 

・社会的支援等協力事業所部会活動 

(イ）連携促進 福祉等関係機関及び司法関係機関との情報交換・連絡会・検討会等を行い恒常的 

連携を確保する。 

・事業推進委員会の運営           ・保護観察所及び矯正施設との連絡協議会への出席  

・自立支援協議会への参加          ・滋賀県医療福祉相談モール構成機関としての活動 

・全国地域生活定着支援センター協議会事業への協力 

(ウ）情報発信  

・パンフレット等の作成及び配布    ・ホームページ更新など 
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高次脳機能障害支援センター 
 

（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、各市町及び圏域の団体や行政、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。 
 

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及び助言を行う。 

（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及び検 

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。初任者研修とフォローアップ研修を隔年で交互に実施し、 

今年度については初任者研修実施年とする。 

（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、湖東圏域での継続的な 

  広域調整機能を確保するとともに、まだ取り組んでいない湖南圏域（未調整強化圏域最終圏） 

の整備促進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プログラムを実施する。 
 

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事業への参画（深津班）２年目/３年 

（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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１１ 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発信し続ける 

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 

・年度内（３月末）に、居宅介護サービスの充実に向けて、区の施策

提案等、区内相談支援事業者等と共通認識の機会を設ける。 

・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を行

う。 

 

② 区立地域拠点相談支援センターとして常に区と課題協議を行うことができる 

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、相談支援活動を通してキャッチした生きたニーズを相談支援

事業者間で共有し、区全体の課題を確認し解決への議論ができるよ

うに働きかけ、課題に則した新たな事業展開の提案を行う。 

 

③ 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） 

相談員の動き、セ

ンターの動き、区

全体の動きが連動

する 

・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。 

・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。 

 

④ 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） 

コロナ禍等にも対

応し、安定した相

談支援活動を行う 

・年間を通し、予定された計画相談・約５００件（更新、モニタリン

グ）を実施する。 

・年度内（３月末）に、通常の相談支援活動ができない場合でも、相

談者の不安に配慮し、臨機応変に対応できるよう事業継続計画を整

備する。 
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