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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 法人事務局 
 

 
令和3年度は、法人本部を改組し、法人事務局として総務部、福祉事業部、芸術文化部の3

部体制としてこれまで取り組んできた事業の継続と現在法人が抱える諸課題に向き合うこと

とした。ハラスメント対策を含め働きやすい職場づくりや同和問題など権利擁護についての

研修を進めた。また 6 月には理事・評議員の改選が行われ、新しい理事・評議員を迎えて法人

運営に取り組んだ。 
 

令和 4 年度はこの体制を維持しながら、第 2 期中期経営計画の総括と次期計画の策定に

取り組む。特に令和 3 年度に重点取り組み事項としていたふくら改築や能登川作業所移転課

題などについて今後の道筋を検討すること、新型コロナウイルスの感染拡大によって明らか

になってきている社会的な貧困問題など法人が担うべき諸課題について将来構想推進室を

設置して検討を進める。またこの間取り組んできた文化芸術活動に対する合理的配慮や地域

の多様な構成員の参画を踏まえた地域共生事業への取り組みに着手する。 

 

① 働きやすい職場と質の高い支援のための ICTの積極的な導入・活用の推進 

項目 具体的取り組み 

情報共有の意識 

連絡調整の方法 

の抜本的な改革 

・情報共有をリアルタイムで開かれたものとするため、法人事務局・管理

職を中心に活用しているクラウド業務プラットフォーム「ガルーン」につ

いて正規職員へのアカウント付与範囲を拡大する。 
 

・法人内での効率的な情報管理を図るため、ホームページ（および職員専

用ページ）、研修等の案内、Go コミュニケる、等で取り扱う情報をでき

るだけ一元化する。 
 

・ＩＣＴの導入・活用について 

①システムの導入意義、操作方法、注意事項を研修等で周知し、導入 

後も活用方法の点検・改善に努める。 

②ケアコラボ、ラインワークス等、各事業所でのＩＣＴの活用状況を把握 

しながら、より質の高い支援や、働きやすい職場づくりに向けた各 

事業所での ICT導入のサポートを行う。 

 

② 将来構想推進室による法人の中長期を見据えた経営戦略の検討 

項目 具体的取り組み 

（仮）将来構想推進室

の設置 

法人事業の将来構想の検討を図るため、（仮）将来構想推進室を設置し、

次世代を中心に検討を行う場として位置付ける。 

具体的検討事項 

① 特別養護老人ホームふくら新築整備の推進 

② 能登川作業所移転計画の推進 

③ 県立２施設の次期指定管理の検討 

④ 障害と食のプロジェクト事業の推進 

⑤ セーフティーネット事業の基盤整備 
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③  合理的配慮のある社会の実現にむけた事業の推進 （仮）地域共生事業推進室  

項目 具体的取り組み 

（仮）地域共生 

事業推進室  

合理的配慮のある社会の実現にむけた事業の推進のため、（仮）地域共

生事業推進室を設置し、滋賀県社会福祉協議会および全国の関係団体

等と連携した事業展開を推進する。 

啓発事業の実施 

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。 
 

・外部有識者等を講師に招いた勉強会等の実施 

・啓発書籍等の制作及び情報発信 

・関係団体との連携および共同事業の実施 

 

 

総務部 
 

① 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 

項目 具体的取り組み 

採用活動の取組 

・採用にかかる年間スケジュールを立案し、計画に沿って進めていく。年 

齢構成や退職者数を鑑み、効果的な採用活動を進める。ＳＮＳ等の活用 

や、ホームページを随時更新し、職員定着の取組も含めた法人・各事業 

所の魅力を発信する。 
 

・資格取得の実習に加え、他学部学生等と出会い採用に繋げるため、滋

賀県主催のインターンシップ等の参画を重ね、法人独自の制度創設へ繋

げる。 
 

・採用にかかる応募書類の提出、選考のオンライン化を進め、手続きを簡

略化する。内定者に対しては、チャットツールをはじめとした ICT を積

極的に活用し、内定前後の個別相談を気軽かつ活発にする。 

職員定着の取組 

（離職率の低下・改善） 

・育児・介護による職員の離職を防ぎ、誰もが可能な限り、仕事と家庭等

を両立できるよう雇用環境の整備や育児・介護休業等の取得の促進な

ど制度の周知を図る。 

 

・研修センターと連携し、入職３年目までの若手職員等を対象に、自由な

雰囲気で職員交流会を定期的に行い横のつながりを深める。（フォロー

アップゼミ、若手職員交流会等） 

 

・年金制度や福利厚生の周知を図り、全事協年金や福祉医療機構退職金

等の制度理解の促進、個人の資産形成に役に立つ小額投資非課税制度

や個人型確定拠出年金などについても情報発信に努める。 

運営基準上必要な 

資格の計画的取得 

資格取得および保持にかかる研修等について、各施設事業所の現状を

把握し、その上で受講を推奨し、有資格職員を確保する。 

 



3 

 

② ハラスメント防止の取り組みとコンプライアンスの推進 

項目 具体的取り組み 

ハラスメント防止 

の取り組み 

・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、相談体制の強化など、ハラスメント

のない働きやすい職場づくりに向けた環境の整備を推進する。 

コンプライアンス 

推進室 

・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、法令・法
人諸規程等の遵守はもとより、社会規範・社会的良識に則した誠実かつ

公正な事業の推進を図る。  

 

③ 法人の収支差額率の目標の達成 

項目 事業活動による収入額等（単位:千円） 

収支差額率 △２．8%（※事業活動収支による） 

事業活動収支 △75，365千円 

資金収支 18，194千円 

  

項目 具体的取り組み 

収入目標の達成 
・ 事業ごとの収入額を全国平均等と比較、また加算の取得状況を把握

することで収入の適正化をはかる。  

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。 
 

・ 現状の人件費や職員構成を分析し、今後の人件費の見込みについて 

の検討を継続して行う。  

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  

 

 

福祉事業部 

 

① 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 

リスクマネジメント 

委員会の開催と 

報告書等の活用 

・リスクマネジメント委員会を開催する。（前期・後期 年２回） 
 

・事故/ヒヤリハットについて「ガルーン」を活用し、各施設等に事例・報告

数・インシデント・啓発資料等を共有し、リスク低減に努める。 
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権利擁護委員会 

虐待防止委員会 

・権利擁護・虐待防止委員会を開催する。（年３回） 
 

・気づき報告書を活用し、権利擁護月間の取り組みにつなげる。 
 

・虐待防止にかかる取り組みを推進する。 

(指針の作成、改善計画、発生後の検証、再発防止策、研修の実施等) 

 

② 地域共生社会の実現にむけた社会貢献事業 

項目 具体的取り組み 

法人の掲げる理念の

実現に連動する団体

の活動に対する支援 

連動する団体の活動に対する積極的支援 

・ 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） 
 

職員による講義および講演会等を通して、大学等と連携し、福祉専攻以

外の学生を含めた共生社会の理念の普及に向けた取り組みを進める。 

 

③ 法人全体で行う事業および研修センター所管事業 

項目 具体的取り組み 

研究発表フォーラム 

各施設等における実践および研究の成果を発表し、受講・参加を通した

職員の研修・研鑽の場として位置付け開催する。 
 

・開催方法は会場/オンライン等ハイブリッド形式を含め検討する。 

・参加者投票やフォトコンテストを同時開催し、参加意欲を喚起する。 

・研究・研修活動をまとめた（仮）研究報告書の作成を検討する。 

アメニティーフォーラム 

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。（令和４年５月、令和５年２月

の開催を予定） 

重点研修 

人権研修を礎とした

職階別研修 

（研修センター） 

・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

員一人ひとりの意識向上を図る。加えて人権教育推進委員会等にお

ける啓発等により、施設等における内部研修について推進を図る。 
 

・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 

 た研修、併せて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。役員、 管理職、 監督職等についてはコンプライアンス研修を

実施する。 
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スタートアップ研修

フォローアップ研修

（研修センター） 

・上掲職階別研修に左記の研修を位置づけ、新規採用者および入職５年

目までの職員を対象に、働きやすさ・働きがいの視点や、対人支援職と

して身に付けておくべき幅広い視点を重視した研修を行う。 
 

・法人内で学び合い、教え合い、つながり合える仲間づくりをサポートで 

きるよう、次世代交流セミナー、フォローアップゼミ等、方法を工夫して 

開催する。各々の実践や取り組みから互いに学び、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。 

専門研修および 

分野協働研修 

（研修センター） 

・各施設等において開催される研修や学習会に積極的に参加し、法人の

職員として身に付けるべき専門的スキル・知識は何かを整理し、令和５

年度より効果的な研修実施ができるよう、研修の在り方について検討

をする。 
 

・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。 
 

・障害福祉分野においてはサービス管理責任者・児童発達支援管理責任

者等の役割に従事する職員を対象とした研修など、施設単位で開催し

にくい職種別、役割別研修等の企画・開催に関わっていく。 

研修レポートの発行 

（研修センター） 

誰もが気軽に学びを深めることができる環境を整えることを目的に、紙 

媒体での「研修レポート」に代わって、実施した研修内容や、その場で交 

わされた議論などを「ガルーン」等を活用し法人内で逐次共有する。 

 

④ 【受託事業】 成年後見制度利用促進に係る東近江圏域中核機関として意思決定支援を 

基盤とした権利擁護支援体制の構築 

項目 具体的取り組み 

権利擁護支援力の 

向上にかかる取組 

・相談支援機関のアセスメント力の向上：相談支援機関に対する助言およ

び求めに応じて意思決定への配慮を重点とした課題整理を行う。 
 

・権利擁護支援検討会の運営：相談支援機関からの事例に対して、必要

な支援についての検討会を月１回程度開催する。結果、成年後見制度の

利用が適切であると判断される場合は、本人にふさわしい制度利用へ

の支援を行う。 

権利擁護支援力の 

向上にかかる取組 

・専門職団体との連携および調整：定期的に各団体と情報交換等を行

い、連携強化に努める。 
 

・相談支援機関等の意思決定に配慮した権利擁護支援のスキルアップが

図られるよう、事例検討等を含む研修会を年１回以上実施する。 

成年後見制度の申立て

および 

成年後見人等の支援 

・ 成年後見制度の申立てを行う者等からの求めに応じ、適切に申立手続

きが完了するよう、手順や書類作成の助言を行う。また求めに応じて、

申立ての代行業務を行う専門職能団体の紹介等を行う。 
 

・ 成年後見人等からの求めに応じて、被後見人等の意思決定に配慮した

後見活動となるよう支援を行う。必要に応じて支援チームの再編成を

支援する。 
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東近江圏域における 

中核機関運営委員会 

および 

権利擁護協議会開催 

・ 中核機関運営委員会：事業の方針や進捗について圏域の市町担当者と

協議するため、年３回開催する。 
 

・ 権利擁護協議会：圏域の権利擁護に関する地域課題や意思決定に配慮

した支援体制の構築について検討するため、年１回開催する。 

成年後見制度の啓発 

および調査・研究 

・ 成年後見制度の適切な利用が促進されるよう、制度及び中核機関の役

割について周知啓発を行う。 
 

・ 成年後見制度の利用状況や利用ニーズについて実態を調査する。 
 

・ 制度の適切な利用促進及び人材育成のあり方について研究を行う。 

 

⑤ 【受託事業】 各地域における相談支援体制の充実・強化に向けた滋賀県障害者自立支援 

協議会の運営および地域支援体制強化事業の効果的な実施 

項目 具体的取り組み 

事業実施者として 

選定される 

 令和４年４月に県が実施する事業者選定のためのプロポーザルで、こ

れまでの県協議会事務局業務および地域ケアシステム推進事業を実施

してきたノウハウを活用し、効果的な事業実施計画を作成し提案する。 

各種会議の 

効果的な実施 

 県協議会事務局が直接運営する会議（委員会、事業部会、基幹相談支

援センター・地域自立支援協議会ネットワーク部会）について、開催にあ

たり委員から事前に集めた資料を集約し、協議内容を整理した上で効

果的かつ効率的に各会議を運営する。 
 

 県協議会事務局が間接的に運営を支援する相談支援ネットワーク部会

については、運営会議において各部会世話役からの報告への助言等を

行うとともに、可能な限り各会議に出席し助言および地域課題の把握

を行う。 
 

 プロジェクト会議の運営 

➀ 強度行動障害を呈する人への支援において医療と福祉の連携を高

めるためのプロジェクト会議：令和４年５月をめどに中間とりまとめを

行い、６月以降にモデル的取組を開始、９月中に最終とりまとめを実施

することにより令和５年度の滋賀県予算編成への提言を行う。 

各種会議の 

効果的な実施 

② 人材確保に関するプロジェクト会議：令和３年度に引き続いて実施

し、障害分野における人材確保の取組について情報共有・協議すると

ともに、県内各事業者にそれらを還元するための取組を県行政と協働

で実施する。 

地域協議会および 

相談支援事業者への

効果的な支援の実施 

 各地域協議会の事務局からの依頼に応じて、運営会議への参加、事務

局への訪問支援等を行い、協議会の運営支援を行うと共に事務局の育

成を行う。また、定例会議に可能な限り参加することにより、協議会が

円滑に進むための助言等を行う。 
 

 各地域における相談支援従事者連絡会等に依頼に応じて参画し、相談

支援を実施する上での助言、人材育成のための取組への支援を行う。 
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各種研修の 

効果的な実施 

 各研修（相談支援従事者、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任

者、強度行動障害支援者）を効果的に実施できるよう人材育成部会に

おける協議および講師等の育成を行う。 
 

 各研修の定員の増枠、新たな専門コース別研修の実施、安定的な運営

を行うために、講師・ファシリテーターの増員を目指す。 

 

 

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 

項目 具体的取り組み 

文化芸術における 

合理的配慮及び 

共同創造の継承と普及 

日本博を契機とした障害者の文化芸術フェスティバルで培った、文化

芸術における合理的配慮及び共同創造を、NO-MA での展覧会や糸

賀一雄記念賞音楽祭に継承する。また、他団体への普及にも努める。

（芸術文化課） 

 

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 

項目 具体的取り組み 

アクセシビリティを 

重視した芸術文化 

プログラム等の実施 

過去３年間の実績を基に、県内の障害当事者団体や障害福祉サービ

ス事業所のニーズに合わせた内容の、アクセシビリティを重視した芸

術文化プログラム等を実施する。（地域共創課） 

 

③ 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 

NO-MAホームページ 

のウェブアクセシビリ

ティの向上 

NO-MA ホームページのウェブアクセシビリティを向上させるため、

改修する。（芸術文化課） 

 

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 

NO-MAの視察案内、

事業広報・共同先開拓

の実施 

NO-MA の視察案内または、事業広報・共同先開拓のための活動を

全員が実施する（正規職員、地域限定職員。年度内１回以上）。 
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２ 養護老人ホームきぬがさ 

 

① 一般型特定施設である養護老人ホームのサービス体制整備と支援力の向上 

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、昨年度、介護保険サービスにおい

て、特定施設入居者生活介護のサービス類型を「一般型」に変更したが、引き続き体制整備を行い、

養護老人ホーム利用者の多様なニーズに対してサービスの充実を図る。 

項目 具体的取り組み 

特定施設におけるサー

ビス体制の機能向上 

・夜勤体制変更後、各フロアの業務分担・連携などの体制づくり 

・一般型導入後のサービス体制において、より良くかつ効率的な 

サービスを発揮する勤務シフトの検証  

 

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を底上げするための 

「高齢 3施設協働研修」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 

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。（実施方法）新型コロナの感染状況を見据えなが

ら、今年度については各施設の単独研修を基本として実施する。 

●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 

●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。（実施方法）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。（実施方法）新型コロナ

の感染状況を見据えながら実施する。 

 

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 

認知症介護基礎研修 年次計画より２名以上受講する（未受講者対象）。 

認知症介護実践者研修 年次計画より１名以上受講する。 

介護福祉士の資格取得 １名取得あるいは 1名以上の受験資格を取得する。 

人権研修・接遇研修 
職場内研修を 2回以上実施する。 

また、外部研修にも若手職員を中心に参加する。 
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④ ICTを活用した施設の運営 

項目 具体的取り組み 

ICTを活用した 

施設運営と 

支援の向上 

ICTを活用して取り組む内容 

・情報共有の迅速化と効率化…インカムとラインワークスの活用 

・業務の省力化と効率化…記録ソフトの検討 

・データ、エビデンスに基づいた支援…記録ソフトの検討 

・リスクマネジメント（早期対応）…見守り支援ソフトの活用 

  

⑤ 利用者サービスを向上させるための働きやすい職場環境づくり 

 昨年度、労働災害事故が４件、そのうち腰痛による労働災害が２件あったことから、腰痛予

防を重点的に働きやすい職場環境づくりに取り組む。 

項目 具体的取り組み 

腰痛予防 

・介護者に負担のかからない技術研修（年２回以上）を実施する。 

・腰痛予防につながる福祉用具の検討・導入 

・ラジオ体操の参加率の向上 

・衛生委員会で実施状況を確認する。 

整理整頓と 

働きやすい 

職場環境づくり 

・毎週、職場巡視を実施し、その結果に基づき「整理整頓」「労働 

環境」「設備状況」について毎月の衛生委員会で検証する。 

・定時退勤や計画的な年休取得を促進させるため、毎月のシフト実 

績をわかりやすく整理し衛生委員会で検証する。 

 

⑥ きぬがさの強みや特色を活かした利用者サービスの実施 

項目 具体的取り組み 

地域生活への 

移行を目標とした 

支援の質を高める 

・地域生活移行に向けた支援（養護老人ホーム利用者） 

対象者がいれば、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（生活管理指導短期宿泊事業利用者） 

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） 

直営厨房としての 

食事サービスの充実 

・嗜好調査を実施する。（年２回） 

・直営厨房としての特色を活かして多職種が参加する給食委員会を 

 実施し、楽しみのある食事提供、地産地消で新鮮・安心な食事提 

供に努める。 

・安定的な厨房業務の体制整備のため業務改善や人員体制について

検討する。 

利用者への 

個別支援の充実 

・前期：週間支援プログラムを検討し個別支援の時間確保を強化す 

る。 

・後期：その結果、どの程度の時間を確保し取組めたかを職員アン 

ケート等で確認する。 
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⑦ 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 

単独事業として 

の運営の安定化 

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。

コロナ対策が長期化する中ではあるが、緩やかでも着実に事業を拡大 

していく。 

 

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 

てんびんの里みなみ

（子ども食堂） 

の運営 

地域の感染発生状況に注意し開催可能な状況であれば、感染対策を講

じたうえで、子ども食堂を実施する。 

 

「子ども食堂 てんびんの里みなみ運営委員会」 

・委員会メンバー 地区社協、民生児童委員、個人ボランティア, 

 社会会福祉法人六心会、きぬがさ など 

・コア運営会議  開催月開催 

・実施全体会議  年２回開催  

・利用者の参加  状況に注意し可能であれば調理等で参加する。 

 

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 

職場改善に向けた 

課題提議 

（１０件以上） 

・施設運営に職員の多くが参加し、みんなで改善していくという機運

を高める。この数年実施するＰＤＣＡサイクルによる職場改善を定

着させる。 

・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。 
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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策定・更新と新型 

コロナ対策の徹底強化 

項目 具体的取り組み 

ＢＣＰ計画の策定 

と対策の強化 

・感染症発生時におけるＢＣＰ計画については、現計画の定期的な点

検更新と訓練を実施する。 

・自然災害発生時におけるＢＣＰ計画については、未策定であるた

め、年度内に策定し訓練を実施する。 

 

感染症対策 

新型コロナ対策 

 

 

 

 

・４月 新任着任者研修を実施する。 

・感染症対策委員会にて各種マニュアルの点検更新 

・マスク等物品の在庫確認、定期の感染症対策委員会の実施。 

・毎月（基本）ゾーニング実施時の食事提供訓練の実施 

       ガウンテクニック訓練 

風水害対策 

土砂災害 

・近隣の社会福祉法人六心会、地元自治会、きぬがさで構成する

「川並町防災連携会議」に参加し防災について連携を深める。 

・防災倉庫の整理点検と備蓄品の整備に努める 

地震対策 
・減災（震災対策編）のマニュアルの見直しをする。 

・防災倉庫の整理点検と備蓄品の整備に努める 

ヒヤリハット事例 

の分析と対策 

・毎月の職員会議を中心にすべての報告を情報共有する。 

・年２回以上開催する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。 

 

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 

新任者・着任者に 

対するＯＪＴ実施 

実施率１００％を達成する（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ヶ月後の結果をまとめる。 

ＯＪＴファイルの更新 前期 ＯＪＴファイルを更新する 

 

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 

地域貢献事業の実施 

・依頼があれば、五個荘川並地区において「出前講座」を実施する。 

・「ごかしょう安心サポート委員会」「五個荘住民福祉会議」に参加 

する。 

・地域の感染症発生状況に注意した上で、地域清掃活動を実施する。 

 



12 

 

 

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 利用率（稼働率）サービス提供時間 

介護 

保険 

事業 

特定施設 １６２，５７２千円  
１日あたりの平均特定利用者数 ５９名 

平均要介護度 ２．９ 

訪問介護 ６，５０２千円  

４月～ ７月 月平均 ５７時間 

８月～１１月 月平均１２６時間 

１２月～ ３月 月平均２０５時間 

老人 

福祉 

事業 

養護入所 ２１７，７７１千円  稼働率９５％ 

生活管理 

指導短期 
１，９８９千円  利用日数３６５日  
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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を底上げ化するための 

「高齢 3施設協働研修」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 

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。（実施方法）新型コロナの感染状況を見据えながら、今

年度については各施設の単独研修を基本として実施する。 

●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 

●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。（実施方法）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。（実施方法）新型コロナの

感染状況を見据えながら実施する。 

 

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 

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５名以上、参加する。 

・認知症介護実践者研修会に１名、参加する。 

・認知症介護リーダー研修会に１名、参加する。 

・認知症介護実践者研修の取組を発表する。 

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。 

・看取り期の本人・家族との十分な話し合いや関係者との連携の充実

を多職種協働で図る。 

・看取りケアの振り返りを実施する。 

 

③ 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 

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、コロナ禍での受け入れ体制を引き続き整える。 

・毎週金曜日、１３：００～１６：００に実施する。 
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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

の開催に向けて引き続き検討する。 

・毎月、第三水曜日、１６：３０～１９：００に実施する。 

  

④ 職員の専門性の向上と人材育成 

項目 具体的取り組み 

ＯＪＴチェック 

シートの作成 

・働きやすさの視点を大切にしたＯＪＴマニュアルとチェックシート

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 
・日々の実践の中でテーマを決め多職種協働で取り組みを発表する。

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 

・入所者の多様なニーズに対応するため、研修プログラムの充実によ

って専門性の向上を図るとともに、より多くのスキルを身につける。 

・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、後日、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）を実施する。 

・介護予防を目的とした健康体操（月２回）を実施する。 

・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 

・ケアプランの内容の充実と、効率よく会議を実施するために、事前

に関係者の意見を集約してプランに反映させる。 

・介護記録ソフトを活用して、利用者ごとの計画に基づくケアの PDC

Aサイクルを推進する。 

業務改善委員会 
・定期的に開催し、サービスの質の向上及び業務効率化を図る。 

・職員アンケートを実施し、改善に取り組む。 

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

（3.7／前年比＋0.1）を年２回実施し、評価、改善を行う。 Ｒ3前期

 実績(利) 3.6 ，(食)3.6 

・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 
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⑤ 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・訓練 

項目 具体的取り組み 

 ＢＣＰ計画の 

点検・更新・訓練 

・感染症や災害が発生した場合であっても、利用者に必要なサービ 

スが安定的・継続的に提供される体制を整える。 

・「新型コロナウイルス感染症対策」 

・「地震対策」           

・「風水害（土砂災害）対策」    

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 

ヒヤリハット事例の 

分析と対策 

・ヒヤリハット事例をデータ化し、毎月のケア会議で分析と対策を 

行う。 

・ケアに関するヒヤリハットを毎月１枚提出する。 

 

⑥ ＩＣＴを活用した施設運営 

項目 具体的取り組み 

介護サービスの質の 

向上及び業務効率化 

・介護記録ソフトを活用する。 

・文書負担軽減や手続きの効率化により業務の負担を軽減する。 

・職員の休憩時間の確保等、負担軽減となる取組を行う。 

  

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 利用率（稼働率） 

養護老人ホーム １５７，４２７千円  

在籍率（入院者含む）97.0％ 

（Ｒ3年度見込み 94.7%） 

在籍率（入院者除く）95.0％ 

（Ｒ3年度見込み 92.3%） 

（一般型）特定施設 １０５，５６３千円  特定施設契約者数   42名 

通所介護 ３１，７７０千円  
稼働率 73.0％ 

（Ｒ3年度見込み 64.4%） 
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項目 具体的取り組み 

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。 

・措置入所に支障のない範囲で契約入所を受ける。 

・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。 

・新規加算取得に向けて積極的に取り組む。 

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。 

・全職員を対象に感染症予防研修を実施する。 

・職員のガウンテクニック点検を実施する。 

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。 

・職場環境の改善に向けた取組の推進を図る。 

・ハラスメント対策を強化する。 
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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」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 

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。（実施方法）新型コロナの感染常陽を見据え

ながら、今年度は各施設の単独研修を基本として実施する 

●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 

●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。（実施方法）新型コロナ感染状

況を見据えながら実施する。 

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。（実施方法）新型コロ

ナ感染状況を見据えながら実施する。 

 

② 入居時から看取りまで尊厳を大事にした「豊かなふくらケア」の実現 

項目 具体的取り組み 

「利用者主体」を 

根幹としたケアの提供 

アドバンス・ケア・プランニング（以下「ＡＣＰ」という。）を

根拠としたケアを実践する。 

・「ふくらケア６つのはしら」の見直し 

・「ふくらケアの６つのはしら」の浸透、定着研修の開催 1回 

・ケア向上委員会を中心とした基本ケアの再確認と定着 

ふくらケアで暮らしの

質を保証する  

ＡＣＰを根拠としたケアを振り返り、豊かな暮らしの継続を図る 

・自己評価                     3.5/5.0 

・グループ評価                        3.5/5.0 

・チーム（多職種）評価                     3.5/5.0 

・看取り後の家族アンケートの実施           90/100（%） 
 

◎ 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情報 

（寄り添いシート）から豊かな暮らしにつなげる 

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 

はしら 4【チームや多職種で支え合う】 専門職が協力し合い支援する 

はしら 5【医療は暮らしの道具】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 
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③ 地域貢献事業の創出・発信 

項目 具体的取り組み 

出前講座 

「ふくら広場」の開催 

５回開催予定。内容はニーズに応じて柔軟に対応する。     

・フレイル予防、介護保険制度、認知症、看取りケアの実践紹介 

人生会議（ＡＣＰ）等について 

・開催については新型コロナ感染状況を見て実施する。 

 

④ 人材育成と専門性の向上 

項目 具体的取り組み 

認知症ケアの質の向上 

認知症の専門研修を受講する。 

・認知症介護基礎研修    3名 （令和 3年度末  8名受講済） 

・認知症介護実践者研修   2名 （令和 3年度末 14名受講済） 

・認知症介護実践リーダー研修 1名 （令和 3年度末  7名受講済） 

・認知症介護実践リーダーフォローアップ研修 (1名)（令和 3年度末  1名受講済） 

・認知症介護事例発表（内・外）  1回 

支援員の経験年数別 

到達目標の明確化 

コーチングマニュアルを作成し、ふくらキャリアアップ研修で到達

点を明確化することでスキルアップに繋げる。 

・新人職員研修の実施 

・2～4年目職員研修の実施 

・中堅職員研修の実施 

・リーダー研修の実施 

・リーダー・サブリーダー合同研修 

1回 

1回 

1回 

1回 

1回 

介護技術の向上 
利用者にも職員にも安全・安心な介護を提供する。 

・正規・非正規生活支援員対象に介護技術研修の実施    1回 

専門資格の取得の推進 

必要な知識、技術を習得し支援力の向上につなげる。 

・介護実務者研修の受講 

・介護福祉士の資格取得 

・社会福祉士の資格取得 

・介護支援専門員の資格取得 

・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 

5名 

1名 

1名 

 

⑤ 働きやすさと働きがい 

項目 具体的取り組み 

ＩＣＴの活用による 

業務の効率化 

ＩＣＴ委員会が中心となり浸透、定着できるようにする。 

・ＩＣＴ委員会を立ち上げる。 

・介護ソフトの導入に向けて検討する。 

・ＩＣＴ研修会を開催する。 
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職場環境の改善による 

職員の定着 

各事業所の「職場環境改善委員会」を中心に継続して取り組む。 

・職員アンケートを実施し優先順位を決めて改善に取り組む。 

・職員目線でのヒヤリハットから、隔月で点検を実施する。 

・体力測定を行い、健康チェックの意識を高める。 

・コロナ禍で工夫しながらリフレッシュ活動を行う。 

 

⑥ 新型コロナ対策と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 

項目 具体的取り組み 

感染症ＢＣＰ 

（事業継続計画）の 

作成・点検・見直し 

感染症ＢＣＰ（事業継続計画）の作成・点検・見直しを行い 

有事に備える（利用者のＱＯＬの維持を図りながら対応する）。 

〇新型コロナ対策 

・水際対策の徹底、クラスターにしないを念頭にふくら５事業

のＢＣＰ計画を策定する。 

・新型コロナ感染対策会議の開催（月1回）  

・初動訓練の実施  （2回/ガウンテクニック、ゾーニング） 

・嘱託医との連携 

〇感染症防止対策 

・感染マニュアル（ノロウイルス、インフルエンザ等）の更新 

・ノロウイルス初動訓練の実施 （2回） 

自然災害ＢＣＰ（事業継続計画）の作成・点検・見直しを行い、 

有事に備える。 

〇地震・火災対策 

・減災マニュアルの見直し・更新   

・訓練の実施         

〇風水害対策   

・マニュアルの作成・見直し・更新（さくら番場） 

・訓練の実施 

 

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 利用率（稼働率） 

入 所 ３５０,２４４千円    ９８．５％ 

短 期 ２７,７４４千円  １０５．６％ 

入所＋短期 ３７７,９８８千円    ９９．０％ 

通 所（介護） ４７,４６０千円    ７５．０％ 

通 所（予防） ２５４千円    ３３．０％ 

居 宅（介護） ９,９５５千円    ９７．０％ 

居 宅（予防） ７５９千円    ８５．５％ 

さくら番場 ３３,００２千円    ７２．０％ 

合 計 ４６９,４１８千円   
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項目 具体的取り組み 

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。 

・入所前調査は対面方式を基本とし、感染状況を見ながらＷＥＢ 

も活用する。 

・措置入所等は十分な感染対策を行って受け入れる。 

・算定できる加算は積極的に算定できるようにする。 

短 期 

・感染対策によりショートエリアで受け入れを行う。 

・入院、退居時の空床は静養室を利用し可能な限り稼動する。 

・緊急ショートは、感染対策を講じて可能な範囲で受け入れる。 

・目標稼働率達成に向けて、新規利用者を獲得しリピーターを増や

せるようにする。 

入所＋短期 入居と短期入所で８６床の稼動を調整する。 

通 所 

（介護・予防） 

稼働率アップにむけて取り組む。 

・ケアマネ事業所へのＰＲチラシを作成し、新規利用者獲得に繋げ

る。 

・月ごとの「生活リハビリ予定表」をケアマネ、家族に配布し、利

用回数増につなげる。 

・家族とのコミュニケーション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。 

居 宅 

（介護・予防） 

・ニーズに合わせサービスに繋げる。 

・市、地域包括との関係を密に困難ケースも柔軟に受け入れる。 

・積極的に加算（通院時情報連携、入院時情報連携、退院退所、 

ターミナルケアマネジメント等）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 

稼働率アップにむけて取り組む。 

・ケアマネ事業所にＰＲチラシを作成し、新規利用に繋げる。 

・ケアのコンセプトに沿ったサービスを提供し利用回数増へ繋げる。 

・コロナ禍での地域交流の在り方を検討する。 

新規加算の算定 

・科学的介護情報システム（LIFE）の研修会を行う。 

・導入準備を行い、タイムスケジュールを立てて実施する。 

・多職種が協力して入力できるようにする。 

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。 

 

⑧ 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 ８０％ ８０％ ８０％ 
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権利擁護の 

意識を高める 

不適切ケアの芽を摘み、利用者、職員を守る。 

・毎月１日に「気づきデイ」を設け意識づけを行う。 

・「権利擁護気づき報告書」から事例をピックアップし、各セク

ションで考える機会にする。 

・気づき通信「carry on!」で各セクションでの事例を発信し、

意識啓発につなげる。 

・研修会を開催する。 

事故防止策の 

システム化 

利用者の立場から事故検証を行い再発防止に取り組む。 

・ヒヤリハットの共有に重点をおき事故防止につなげる。 

・防ぐべき事故に焦点を当てた事故検証を行う。 

 

⑨ 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 

ひのたに園 

社会復帰棟の移転 

滋賀県との協議の結果、滋賀県が旧さつき荘の利活用について調査を

実施する見通しが高いことから、現在の社会復帰棟機能をひのたに園

から歩いて通える範囲（半径 2㎞以内が目安）へ移転する。 

芸術活動 

実施場所の移転 

アトリエ・セラミカを引き続き月２回（年２４回）程度実施する。社

会復帰棟機能の移転と時期を合わせて、実施場所を確保する。 

 

② 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 

地域移行 

プログラムの実践 

状態像に応じた地域移行や施設移行の手続きをまとめた「地域移行・

施設移行プログラム」を活用し、各職員が自身の役割を認識し、個別

支援計画の立案、実践を行う。 

 

年度内に５事例以上について、地域移行・施設移行の事例検討や振り

返りを行い、プログラムをブラッシュアップしていく。 

 

③ 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 

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     （令和 3年度０人見込み） 

   一時生活支援事業 1人（５日間）（令和 3年度０人見込み） 

表現活動及び 

農業活動の地域展開 

芸術活動「アトリエ・セラミカ」、農業活動「あぐりひのたに」、

音楽活動「ひのたに太鼓青龍」へ日野町やその周辺に暮らす生活保

護受給者や生活困窮者の参加を受け止め、活動を提供する。 

目標：各取り組みへ 1人以上 

断酒会の開催 
日野町内の住民を対象とした断酒会をひのたに園を会場に滋賀県断

酒連絡会と共同開催する。 

 

④ 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 

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月までに入居中支援の実人数３５人）。 

※令和４年１月現在：２３人 
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⑤ 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 

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。（６人） 

日野町民を 

対象とした 

啓発イベント 

の開催 

わたむきホール虹を会場に、生活保護受給者や救護施設利用者への

差別の解消を目的とした啓発イベントを開催する。 

（内容）生活困窮や社会的養護をテーマとした演劇の上演 

生活困窮者支援をテーマとした講演 

芸術活動、音楽活動の成果披露 

地域生活者の暮らし報告     等 

   （赤い羽根福祉基金へ助成申請中） 

 

⑥ 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 

利用者の状態像 

に合わせた 

救護施設の運営 

景気の動向や社会情勢の変化によって、一時的に困窮し住まいを失っ

た利用者が増えていること、脳梗塞等で入院し、退院時に居所が無く

利用される利用者が増えていることから以下の取り組みを実施する。 

 

①多床室の個室化改修の実施（赤い羽根福祉基金助成事業） 

 12月までに 10室（既存 2人部屋を 5室）整備 

②各職種の代表による「（仮）ルール見直し委員会」を設置し、利用

者の状態像に応じた施設内ルールの見直しを行う。 

③比較的ＡＤＬの自立した利用者が日常的に「役割」を感じられるよ

う、就労先の開拓やフォローアップ、施設内作業の整理と依頼を行

う。 

（目標：３月までに２５人 ※社会復帰棟での内職作業参加者含む） 

④定期的なリハビリテーションの機会を設ける（目標：週 1回程度） 

現状と課題の整理 

と国への提案 

令和５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。 

 

⑦ サービスの質の向上及び業務改善 

項目 具体的取り組み 

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。 

業務改善、工夫の 

仕組みを作る 

月１回のペースで開催する主任者会議、職員会議、支援員会議におい

て、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

に反映していく。 
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⑧ 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 

感染症対策 

・４月 新任着任者へ施設の感染症対策に関する研修を行う。 

・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 

地震対策 

火災対策 

・４月 新任着任者へ防災計画に関する研修を行う。 

・９月 衛生委員会にて防災計画関する行動マニュアルの点検を行 

い、職員へ周知する。 

 

⑨ 職員の資質向上  

項目 具体的取り組み 

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（５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 利用率（稼働率） 

措置費収入 ２６９，００８千円 

入院者含む９４％ 

（前年度目標９３％） 

入院者除く９２％ 

（前年度目標未設定） 

稼働率増、収入増 

に向けた取り組み 

① 多床室への拒否感を理由とした入所拒否や急な退所を減少させる

ための個室化改修の推進 

② 居宅生活訓練事業の定員増（3人→4人） 

③ 稼働率が目標値を下回った際、下回る見通しとなった際に福祉事

務所へ施設の空き状況を連絡 

④ 入所手続き時等に連携した関係機関（地域包括支援センター、病

院等）へのひのたに園広報の送付 

 （令和 3年度は上記 2点を実施後、稼働率が向上した） 

⑤ 機能回復訓練業務委託費（加算）の獲得を目指す。 

⑥ 現在獲得している各種加算の維持に向けた状況把握を月例報告時

に行う。 
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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 

拠点機能の充実 

「生活介護事業の開始と安定した運営」 

・地域での受け入れ困難な高次脳機能障害者等を対象としたサービ

ス提供を強化し、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 

グループホームの創設 
による高次脳機能障害

のある人の社会参加で

きる場所づくり 

「グループホーム（以下「ＧＨ」という）を中心とした多機能的な 

サービスの開設準備」 

・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。） 

・ＧＨを中心としたレスパイト機能を有する地域の包括的な支援や 

サービス提供体制の構築を検討する。 

・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」 

・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」 

・信頼される施設づくり（2021年度から 2023年度 : 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 

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」（目標値：１００件以上/年） 

・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 

ボトムＵＰによる

職場の活性化 

「業務の可視化」 

・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 利用率（稼働率） 

入所支援 （４０名） １３５，０６５千円  ６９．０％ 

機能訓練 （２８名） ４４，５６４千円  ７０．０％ 

生活訓練 （１６名） ２２，１７０千円  ６６．０％ 

就労移行支援 （１０名） ５，４３０千円  ３２．０％ 

生活介護 （ ６ 名） １５，１８２千円  ５０．０％ 

短期入所 （空床利用） ３，６０８千円  ７２０人 

   

項目 具体的取り組み 

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）」（６回以上/年） 

「外部へのサービス機能啓発活動」 

「回復期病院や地域包括等への訪問活動」 

・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」 

※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」 

※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 

信楽学園の将来像の 

検討と協議 

今期は 3 年間の指定管理期間であり、期間終了となる令和

６年４月には近江学園の建て替えが完成し、事業が新たに

スタートする時期でもある。 
 

県からは信楽学園の建て替えはその次と言われているが、

近江学園の建替終了から議論をスタートしていると今後に

ついての議論がますます後に延びてしまうことが想像でき

る。 
 

そのため、「信楽学園のあり方検討会議」の結果報告をもと

に今後の信楽学園の議論を本格的に行っていくことを県障

害福祉課に促しつつ、現指定管理者として可能性を含めて

の将来像を示していく。県との協議は年数回できるように

働きかけていく。 

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 

卒園生、退園生の中には、障害特性等により、地域の支援機

関につながりにくく、支援機関との関係性から学園の介入

が必要とされるケースも多く、また学園を拠り所としてい

ることもあり、アフターフォローの需要は非常に高いと思

われる。単に進路支援の先のフォローではなく、本格的に拠

点を構えてのアフターフォローを具現化していく議論が必

要である。 
 

そこで、ＧＨむげんの今後と合わせて検討しつつ、令和の障

害児入所施設として、発達障害者支援拠点の構想から見直

しつつ一歩踏み込んだ様々な状況が絡み合った多様性に対

する支援を考えていく。 

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３年度から取り組んでいるＳＬ（信楽学園版 Social 

Learning）をより充実させ、職員児童のスキルアップを図

り、児童の背景を踏まえつつ、支援に活かしていく。 
 

そのために、知的障害、発達障害、愛着障害の知識理解を向

上させ、家庭支援に対しても具体的な支援方法を関係機関

とも連携を取りながら進めていく。職業訓練についても、工

場作業、町内実習についての在り方についても現状を整理

し、検討していく。 
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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 

法人理念 

・生きることが光になる 

・ほほえむちから 

児童数が年々減少していることに対しての対策を検討す

る。県内の福祉資源としての役割を再度検討していく。ニー

ズとしては職業訓練等の訓練目的よりも社会的養護、非行、

性の課題など生活の場としての入所目的が高く、それらニ

ーズに応える施設として、児童一人ひとりのニーズへの対

応を可能とできる体制を検討していく。 

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 

２０２３年度には「こども家庭庁」が創設されこととなり、

社会的養護を主とした児童分野の制度等が見直されていく 

であろう中で、障害分野としての方向性を注視しながら、 

新しい時代の障害児入所施設の在り方を検討していく。 

 

＊障害児入所施設という名称が児童発達支援施設という名

称への変更が議論されており、単なる障害だけではなく、

様々な環境から生じる児童の発達を支援する施設として

の可能性も検討していく必要があるかもしれない。 

 

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 

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 

①②の目標を検討、達成させるためには、職員のスキルア

ップは不可欠である。合わせて心理担当職員、ジョブコー

チ、ソーシャルワーカー（家庭支援）等の専門職の配置も

必要であり、それら体制の充実を図っていく。 
 

またアフターフォローの専門職（ソーシャルワーカー）に

ついても体制的に整えていくことも検討していく。 

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 

アフターフォローを充実させ、卒園生、退園生が地域に移

行した後に、充実した社会生活を送れるように、その支援

を継続して行えるように体制を検討していく。これまでの

地域移行支援担当だけでなく、拠点づくりに対して実現可

能な偽路、検討を行っていく。 

社会体験プロジェクト 

の充実 

様々な家庭環境のもと、十分に社会経験を積むことができ

ず育ってきた児童が多い中、学園を出てから、初めて経験

することが多く、その時点で立ち止まってしまうことが想

像される。そのため学園在籍中に、社会経験を積み重ねて

もらえるよう、個々の状況に応じて実施するため、充実を

図っていく。 
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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 

多角的な視野による 

スキルアップの実践 

知的障害、発達障害、愛着障害など児童支援に対しての知

識を再確認し、職員集団として統一した知識・情報を得た

上で、これまでの実践と掛け合わせて、支援力の向上に努

める。具体的には職員研修を充実させるために、その後の

振り返りも意識していく。 

数年先を見越した人材育成 
職員個々が活躍できる環境を整えるととともに、自覚と責

任を感じられるような体制を検討していく。 

  

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 利用率（稼働率）等 

障害児入所（定員４０名） １７１，９８９千円   ５５．０％ 

短期入所（空床利用） １９９千円   ２４床 

  

項目 具体的取り組み 

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。 

  

⑥ ＧＨむげんの学園への移行およびアフターフォローの拠点としての整備 

項目 具体的取り組み 

ホーム支援室からの 

移管と今後について 

移管についての協議を早急に行ない、改めて今後の在り方

を検討する。現在の利用者の将来的な方向性も含めて、再度

福祉事業部、ホーム支援室と協議しながら進めていく。 
 

合わせて学園のアフターフォローの拠点としての整備につ

いても検討していく。またその中で施設外の自活訓練棟と

しての整備についても検討していく。 
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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 

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が現実的になりつつある。今後の

動向を踏まえて、事業再編やエリアの機能に関しての検討を行っ

ていく。（年３回）  

既存のグループホーム 

の整理とホーム支援室 

のあり方について検討 

既存のグループ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グループホームの検

討を行う。（年３回） 
 

構成は東近江総合施設長・総務課長・能登川作業所・マイルド五

個荘の各所長およびサービス管理責任者、ホーム支援室 室長およ

びサービス管理責任者とする。 

指定特定相談支援事業 

の運営に関する検討 

令和３年度に東近江障害施設群の利用者の計画相談を作成する相

談支援事業所を立ち上げたが、東近江障害施設群以外の相談依頼

も多く存在する。東近江市からエリアの利用者以外の計画相談作

成要請もあるため、将来を見据え、計画相談の利用者の範囲をど

こまでにするかの検討を行い、事業を軌道に乗せていく。 

 

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 

能登川作業所の 

視覚支援の充実 

・能登川作業所の視覚支援について、職員のスキルアップと、利

用者支援の向上をより一層はかっていくため、発達障害者支援

センターやじょいなすと連携しながら事業展開をしていく。 

・視覚支援の必要な利用者に対する支援方法として実施する体制

をつくる。 

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 

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。 
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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 

エリア内施設間実習と相

互理解に対する取り組み 

・相互理解を図るため、エリア内実習を行う。（各施設１～２名） 

・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 

相互理解をはかる場とする。（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 利用率（稼働率） 

びわ湖ワークス 

ジョブカレ 

就労移行 ７，２８６千円  ４５％ 

就労継続Ｂ型 ４８，４３０千円  ９８％ 

自立訓練 
２１，１３５千円  

４５％ 

宿泊型自立訓練 ５５％ 

能登川作業所 
就労継続Ｂ型 １９，８５１千円  ９７％ 

生活介護 ３３，５３７千円  ９５％ 

マイルド五個荘 生活介護 ４４，０６４千円  ８７％ 

東近江相談支援 計画相談支援 ８６５千円   

ホーム支援室 

ホームきたまちや ２１，６５２千円  ９０％ 

ホームたいこうじ １１，２２６千円  ９５％ 

ドリームハイツ １４，１６０千円  ８５％ 

グループホームむげん ８，３１８千円  ９０％ 

じょいなす 放課後等デイサービス １８，９４６千円  ７０％ 
  

項目 具体的取り組み 

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。 

・安全運転啓発等により、交通事故による支出の削減に努める。 
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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 

職員構成に見合った 

効率的な事業運営 

・個人特性・ライフサイクル・事業収支バランスを見極めた、

適切・効率的な人員配置。 

 

・求められる職員像を再確認し、職員個人の技術力・実務力・

人間力の力量アップを目指す。（視野・視座・視点の拡幅へ） 

  

・福祉有償輸送等、各種法令遵守の再点検。 

 

・行動援護事業の再開に向けた有資格者増。（必須研修受講） 

 

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 

・高齢・障害問わず、再度成年後見制度の利用拡大のための 

支援に取り組む。 

 

・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。 

 

③④ サービス向上委員会の役割強化と、IOT・ICTの活用による情報共有システムを 

確立させる 

項目 具体的取り組み（いつ・どれだけ・どのように） 

サービス向上委員会の 

役割強化 

・サービス向上委員会（現行の六委員会）に、感染症対策 

委員会を加え、エリアの横断的業務の充実に取り組む。 

 

・事業運営に必須となる指針・方針等を策定。（上半期） 

れがーと独自の 

情報共有システムの確立 

・エリア内各事業所を網羅するシステムを導入し、随時更新・

精査しながら、独自の情報共有基盤を確立させる。 

エリア連絡会議の充実 
・エリア連絡会議で、サービス向上（広範囲に）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 
利用率（稼働率）・ 

サービス提供時間 

らく 通所介護 ３８，０７４千円  ８５％ 

らく 認知症対応型 ２７，０４２千円  ７０％ 

らく 日常生活総合事業 １，９３３千円  ５０％ 

バンバン 生活介護 １００，８１３千円  ９５％ 

NBB 就労継続Ｂ型 １６，６０９千円  ５０％ 

ＧＨ 共同生活援助 ２６，３４０千円  ６０％ 

地域活動支援センター ７，９８８千円  １００％ 

れがーと 居宅介護 ２７，３６７千円  ９０％（５００ｈ/月） 

れがーと 行動援護 ０千円  事業休止 

れがーと 移動支援 ０千円  事業休止 

れがーと 他事業 １８０千円  ９５％ 

計画相談支援 ７，９１２千円  ９５％ 

地域相談支援 ０千円  対応件数により変動する 

児童相談支援 １，４０６千円  ９５％ 

委託相談支援 ３２，５００千円  １００％ 

子育て支援拠点事業 ３，１８９千円  １００％ 

 

項目 具体的取り組み 

エリア事業全体 

・甲賀圏域サービス調整会議等からの情報を中心に、施設

系・居宅系サービスの利用増へ繋げる。 

 

・ケアマネ事業所との情報を常に更新し、事業所が提供する

サービスに合致する利用者を増やす。 

 

・地域の実態、事業所の現況を見極め（コロナ対策含）可能

な範囲で地域との交流を拡充。（地域特産物収穫作業・公

園公道清掃・避難訓練などを含む。） 
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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 

獲得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。 

（各センター３回以上） 

現場感覚と想像力や 

気付きのある相談支援を実施する 

・法人内の関連する施設・事業所の見学・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合える圏域 

体制づくりをめざす。 

項目 具体的取り組み 

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 
キーパーソン養成研修修了者との連携体制を

強化する。（７圏域） 

定 着 
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継続する。センター主体

４圏域（東近江・湖北・湖西・湖南） 

後方支援 ３圏域（甲賀・湖東・大津） 

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を実

施する。（５事業所） 

定 着 
ネットワーク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）との連携会議を開催

する１回以上 
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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 

発 達 
圏域及び市町毎の相談支援に関する課題を分

析する。（甲賀圏域）（※） 

定 着 

依存症・性的問題行動に関する地域支援の課

題を整理し、関係機関との個別プログラム支

援部会を実施する。（年３回以上） 

高次脳 
厚生労働科学研究へ参加する。（支援マニュア

ルの実践と啓発） 

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を巻き込んだ、市町行政

や発達支援センター等との情報交換の機会を

つくる。前項（※）の成果物を市町向けにプ

レゼンテーションする。 

定 着 
関連する分野の機関・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組

を行う。（支援法制定に向けた情報提供） 

・むれやま荘ＧＨの創設に向けた支援をす

る。（自立に向けた移行への支援マニュアル

の作成） 

・厚生労働科学研究へ参加する。（障害福祉サ

ービス等における高次脳機能障害者の支援

困難度の評価指標についての研究） 

 

③ 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 

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 

燃え尽きを防ぐ、迷いや悩みのシェアリング

タイムの実施（３回以上） 

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 

個別目標を応援する 

個別目標に基づく面談を実施 

（１人年２回以上） 

 

④ 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 

予算の執行管理について 

手続きを可視化する 

年間委託料の中で計画的な予算執行を検討す

る。（８月および２月） 

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 

各事業の業務評価と今後の方向性について県

主管課と法人を交えた共有・協議の場を持

つ。（９月および３月） 
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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、今日求められる本人を取り巻く関係機関及び

地域の支援ニーズに応えていく。また、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合理的配慮の

実現に向けた取り組みを進める。 

 

（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、関係機関と連携して発達

相談及び就労相談を行う。 

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 地域連携事業：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。ま

た、県内外の様々な機関・団体との情報交換を行い、重層的な支援体制の構築にむけたネ

ットワークづくりを行う。 

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【重点】 

・県の名簿に登録が完了したペアレントメンターのフォローアップ研修 

・ペアレントメンターの養成・ペアレントメンターと市町との情報交換 

・ペアレントトレーニング等を実施する市町の担当者向け研修 

・家族支援普及事業を行う市町への家族支援普及アドバイザーの派遣 

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 
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） 

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 

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 地域支援ネットワーク構築業務及び 3次機能としての広域業務【重点】 

複合的に生きづらさを抱える人を排除しない地域を広げるため、地域支援ネットワークの構

築と連携を促進する３つの地域支援事業（加算対象事業）を実施するとともに、福祉圏域を

越えた県内外の広域的で重層的な支援の仕組みづくりによって地域支援を支える取り組みを

行う。 
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※１＜地域福祉支援検討会＞ 

地域社会の支援対象者への理解を促進し、円滑な調整・支援及び地域生活への定着に資するこ

とを目的に行う地域の関係者を交えた事例を基にした地域で行う支援検討会。（都道府県域を

対象に行うものを除く） 

・司法福祉アセスメント委員会（主催）：触法となった背景要因を明らかにして、今後に必要な

支援と配慮を検討する委員会。構成は精神科医・精神保健福祉士・主任介護支援専門員・社会

福祉士・相談支援専門員・知的障害判定員・矯正心理技官・有識者・地域の支援関係者及び福

祉行政等 

 

※２＜福祉事業者巡回開拓＞ 

地域の福祉資源を広く的確に把握して支援協力者の確保を図るとともに本事業への理解を深め

ることで円滑な地域移行につなげるため、地域にある福祉関係の事業所等を巡回訪問する取り

組み。 

・ネットワーク部会：県内の様々な社会的支援に携わる人たちの自由な情報交換の場。登録事業

所や自立支援協議会等への関連研修情報や事例検討会等の企画・発信を行う。 

・地域住民等の理解をすすめる啓発活動 

 

※３＜地域福祉研修の実施＞ 

支援対象者を受け入れた福祉事業者及び今後の支援対象者の受入れが予想される地域の福祉事

業者等に対し、支援対象者への福祉支援のノウハウを広く共有することを目的に行う研修。

（都道府県域を対象に行うものを除く） 

・個別プログラム支援部会：既存の生活支援サービスに加えて、個別のプログラムニーズがある

人の支援を行う専門チームの構築。構成は滋賀県医療福祉相談モールの機関を中心とした依存

症ネットワーク会議・性的課題を持つ人の為の keep＆safeプログラムコアチーム 

 

※４＜広域業務＞ 

・被疑者等支援連携会議（主催）：刑事手続きの段階で福祉ニーズをスクリーニングし、情報共

有と協議を行う会議。構成は、検察・保護観察所・少年鑑別所等 

・コーディネート連携会議（保護観察所主催）：矯正施設からの退所者支援に関する情報共有と

協議を行う会議。構成は保護観察所・刑務所・拘置所・更生保護施設・矯正管区等 

・事業推進委員会（主催）：地域生活定着促進事業をサポートする様々な機関・団体の意見交換 

及び情報提供の場。（構成：医療・住居・児童・救護・障害・高齢・矯正・更生保護等の機関 

団体） 

・入口部会（県主催）：市町の再犯防止推進担当課等を中心としたエリアの支援を考える活動。

構成は市町行政の再犯防止推進担当課。 

・全国地域生活定着支援センター協議会事業への協力 
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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。 
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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 

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 

・前年度に見えてきた新たな地域課題について、自立支援協議会の専

門部会の立ち上げなどを提言していける。 

・進路調整にかかわる協議の場を整理し、区・教育・相談支援事業者

間の連携の土台ができる。 

 

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 

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 

・指定管理期間満了による限られた時間の中で、相談支援活動を通し

てキャッチした生きたニーズを元に、区全体の課題を明確にし、解

決への議論が出来るように働きかけ、課題に則した新たな事業展開

の提案を最後まで行う。また、年度途中での事業撤退につき、確実

に課題が引き継がれるように働きかけていく。 

 

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 

相談員の動き、センタ

ーの動き、区全体の動

きが連動する 

・コロナ禍が続き、指定管理者が変更される状況下において、相談者

の不安に配慮した相談支援活動を最後まで継続する。 

・毎月のセンター会議を通して、引継ぎの進捗状況を確認し、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 

指定管理満了を見据え

て相談支援活動を行う 

・事業継続しないため、事業終了に伴うケース移管による個別実績の

報酬は確実に減収するが、利用者の安心を第一に考え、適正な時期

に引き継ぐことを優先する。 

 


