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光友会中期経営方針（5ヵ年：2017年～2021年） 

光友会基本理念 

障害者には、同世代の健常市民と同様の『当たり前の生活を営む権利』、 

すなわちあらゆる面での『完全参加と平等』の権利がある。 

これを保障するためには、すべての面で条件整備が必要である。 

 

 

昨年の社会福祉法改正に伴い、福祉サービス事業において、「より透明性・公益性・倫

理性」のある経営が求められている。さらに、「内部留保の明確化」と、それへの対応と

して「社会福祉充実計画の策定」も義務化されることに伴い、社会福祉法人の存在意義が

改めて見直される良い機会と捉えると、こうした環境変化への「チャレンジ」する姿勢が

求められる。 

一方、福祉人材に対する基本姿勢として、「人材の確保」、「定着」、「育成」という視点

も求められている。これらの社会福祉事業を取り巻く環境変化への対応として、法人の総

力をあげて柔軟な姿勢で、事業の推進と最大の努力をする。 

 

１ 組織の適正化と機能向上（倫理性・透明性） 

（１）利用者へのサービスの質向上 

（２）イキイキチャレンジ活動の推進による組織改革、意識改革、行動改革の具現化 

（３）人材育成強化（次世代リーダーの育成）と人材確保の強化 

（４）働き方の一新（ワーク・ライフ・バランスの推進） 

 

２ 法人の経営基盤安定化と強化（透明性） 

（１）小規模グループ単位経営手法の推進 

（２）経営指標の明確化 

 

３ 広報活動等による積極的取り組み（透明性） 

（１） 光友会ホームページの活用 

（２） ＬＦＡ等の機関紙活用 

 

４ その他（公益性等） 

（１） 地域貢献・社会貢献・国際貢献の活動推進 

（２） 自主事業の拡大・促進 

（３） 関係機関・協議会等との連携強化 

（４） 記念事業の推進と展開 
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５ 年間行事計画 

時期 研 修 名 備 考 

4月 2日 

4月 14日 

 

新任職員研修（新採用） 

経営方針理解研修 

労務（ハラスメント etc.）研修 

辞令交付後 

 

7月 21日 法人理念研修  

8月 26日 ふくし村まつり  

10月～11月 光友会大運動会  

12月 人権研修・虐待防止研修 

 

 

1月 新春のつどい  

2月 KSM活動発表大会（全体）  

 他施設研修（法人内外）  

 異業種体験研修  

 

６ 月次予定等 

会議名等 開 催 日 メンバー 

理事会 5月、6月、8月、3月、都度 理事長＋理事＋統括部長＋事

務局 

評議員会 5月、6月、8月、3月、都度 理事長＋評議員＋理事+統括部

長＋事務局 

経営会議 原則毎週水曜（10：00～） 業務執行理事（必要に応じ外部

理事代表）＋理事長が指名する

者 

企画推進会議 原則毎月第 3金曜（16:00～） 業務執行理事（外部理事代表）

＋統括部長＋担当部長＋事務

局 

課長会議 原則毎月第 4火曜(16：00～) 課長＋担当統括部長+事務局 

本部衛生委員会 年 4回（四半期毎） 担当理事＋使用者側委員＋労

働者側委員＋産業医＋衛生管

理者＋事務局 

各地域衛生委員会 毎月 各地域衛生委員会委員長＋使

用者側委員＋労働者側委員＋

産業医＋衛生管理者＋事務局 

※2018年度は会議体経費（時間短縮）削減目標 20%を掲げる。 

 

 

 



【5ヵ年事業計画】
基本姿勢

①人権の尊重 経営企画部 経営理念３つの目標 理念の浸透 継続性 透明性 組織性 横串展開、リサーチ 理解度調査 理解度調査

（２、障害者への差別と偏見の除去） 研修会 研修会 研修会

②サービスの質の向上（KSM) 経営理念５つの展開 リスク低減によるサービスの質の向上 透明性 継続性 組織性 HH報告件数１件/月・人 HH報告の定着（教育） HH解析力向上（教育） HH改善力向上（教育） HH改善力向上（教育）

（２、たゆまぬ研修とサービス技術の向上） 業務マニュアルの見直し ↓ ↓ ↓ 全事業所年1回 全事業所年１回 全事業所年１回 全事業所年１回 全事業所年１回

(作業スキル評価） ↓ ↓ ↓ モデル実施２０％職場 モデル実施４０％職場 実施６０％職場 実施８０％職場（課単位） 実施法人全体（１００％）

↓ ↓ ↓ 法人諸規程の見直し 法人諸規程の見直し 評価・見直し 評価・見直し 評価・見直し

中期経営方針 (経営企画部による法人全体への展開；見える化） ↓ ↓ ↓ （現状把握、BM採り） レベル評価 lev.＝2.0 レベル評価 lev.＝2.5 レベル評価 lev.＝3.0 レベル評価 lev.＝3.5
⇒レベル評価の推進 ↓ ↓ ↓ ⇒３S・リスク評価 ⇒３S・リスク評価継続 ３S・リスク、スキルレベル評価継続 ⇒ ⇒

↓ ↓ ↓

③地域との関係の継続 経営理念３つの目標 地域住民との連携による取り組み強化 公益性 非営利性 ↓ 関係づくりの推進 イベントの実施・参加型 イベントの実施・参加型 イベントの実施・参加型

（１、地域住民の意識改革に努めるとともに 大規模災害時における福祉避難所としての機能 ↓ ↓ ↓ 備蓄品整備 合同訓練実施 合同訓練実施 合同訓練実施 合同訓練実施

地域福祉の核機能をはたしてゆく） 公益性 非営利性 開拓性 ・春夏冬休み企画 見直し 改善 継続　 見直し

中期経営方針 ↓ ↓ ↓ （子供の参加人数20人）　 （子供の参加人数30人） （子供の参加人数50人） （子供の参加人数60人） （子供の参加人数70人）

（その他：貢献活動（地域・社会・国際）の推進） ↓ ↓ ↓ ・定例イベントの継続 見直し 改善 改善 見直し

↓ ↓ ↓ （困りごと受付月３件以上） （困りごと受付月５件以上） （困りごと受付月７件以上） （困りごと受付月８件以上） （困りごと受付月１０件以上）

↓ ↓ ↓ ・ギャラリー運営 見直し（年8回以上） 改善 継続　 見直し

↓ ↓ ↓ （当事者作品の割合年間で5割） （当事者作品の割合：６割） （当事者作品の割合：７割） （当事者作品の割合：８割） （当事者作品の割合：１０割）

↓ ↓ ↓ （年間来場者数900人） （年間来場者数1000人） （年間来場者数1100人） （年間来場者数1200人） （年間来場者数1300人）

↓ ↓ ↓ ・布おもちゃ貸出ステーション設置 活動定着 見直し 改善 継続
（年間貸出件数３件） （年間貸出件数５件） （年間貸出件数８件） （年間貸出件数１２件） （年間貸出件数１５件）

④生活環境・利用環境の向上 経営理念５つの展開 住環境改善のための設備改修の取り組み 継続性 主体性 組織性 希望の郷改修工事 評価

（３、生活改善の運動を開花、充実させてゆく） 老朽化設備への対応 ➡ ➡ ➡

中期経営方針 エレベータの更新検討 屋上の防水工事検討 （その他大型設備） （その他大型設備）

衛生管理体制の確立 ↓ ↓ ↓ 本部機能の確立 活動のPDCA見える化 課題への対応 課題への対応 課題への対応

（方針づくり）

⑤地域における公益的な取組の推進 経営理念５つの展開 公益性 非営利性 開拓性

（２、「地域貢献」「困りごとの解決」のために ↓ ↓ ↓

率先して取り組む） ↓ ↓ ↓ （事業のバックアップ） ➡ ➡ ➡ ➡

中期経営方針 縁側だより活用

（その他：貢献活動（地域・社会・国際）の推進）

⑥信頼と協力を得るため情報発信 経営理念３つの目標 ホームページの有効活用 透明性 公益性 主体性 評価・見直し 評価・見直し 評価・見直し 評価・見直し

（１、地域住民の意識改革に努めるとともに （毎月1回更新）

地域福祉の核機能をはたしてゆく） ・生活困窮等に対する支援システムの構築 公益性 非営利性 開拓性 ・試験運用 ・本格運用 ・見直し ・改善

中期経営方針

⑦トータルな人材マネジメントの推進（KSM) 経営理念５つの展開 キャリアパスの明確化による働き甲斐強化 継続性 組織性 効率性 ビジネスマネージャー検定 ビジネスマネージャー検定 ビジネスマネージャー検定 ビジネスマネージャー検定 ビジネスマネージャー検定

（２、たゆまぬ研修とサービス技術の向上） 人材の育成（中間管理職への教育強化） ↓ ↓ ↓ （対象者5名） （対象者5名） （対象者10名） （対象者10名） （対象者10名）

中期経営方針 ↓ ↓ ↓ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

（組織の適正化と機能向上） ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ 評価・見直し 評価・見直し 評価・見直し 評価・見直し

⑧人材の確保に向けた取組の強化 経営理念５つの展開 専門校・地方校とのパイプ作り 継続性 組織性 効率性 人材確保の仕組みづくり

（２、たゆまぬ研修とサービス技術の向上）

中期経営方針 （4大卒幹部候補・専門学校・高卒採用） ↓ ↓ ↓ ポータルサイトの活用

（組織の適正化と機能向上） キャリアアップによる人材確保（非正規⇒正規化） ↓ ↓ ↓ キャリアアップ計画作成一部運用（助成金活用） 取り組み対象拡大・定着 一部見直し・継続 継続

⑨人材の定着に向けた取組の強化 経営理念５つの展開 人事考課の見直し 継続性 組織性 効率性 等級別スキルの明確化 キャリアパスの再構築 実行 見直し

（２、たゆまぬ研修とサービス技術の向上） 法人理念・経営方針理解の浸透 ↓ ↓ ↓ 衛生管理の仕組み強化

中期経営方針 社員の健康増進 ↓ ↓ ↓ かわうそ基金の活用

（組織の適正化と機能向上） ワークライフバランスの推進（働き方一新） ↓ ↓ ↓ メンタルヘルスケアの充実　　　⇒ ⇒ ⇒ ⇒

⑩人材の育成（KSM) 経営理念５つの展開 人材育成の仕組みづくりと実行 倫理性 ↓ ↓ 人材育成の現状把握 人材育成計画作成 レベル評価と計画の見直しレベル評価と計画の見直しレベル評価と計画の見直

（２、たゆまぬ研修とサービス技術の向上） 異動システム・法人内交換研修・階層別研修 ↓ ↓ ↓ サビ管等の計画的な資格取得

中期経営方針 ↓ ↓ ↓ （就業規則からの）

（組織の適正化と機能向上） 倫理性 ハラスメント教育の実行 継続 一部見直し・継続 継続 一部見直し・継続

⑪コンプライアンスの徹底（法令遵守責任者）経営理念５つの展開 公益通報相談窓口の設置 透明性 倫理性 組織性 法令遵守教育（階層別） 法令遵守教育（未然防止） 法令遵守教育（職場改善） 法令遵守教育（仕組み見直し）

⑫組織統治の確立 （KSM) （本部役員は安定した財政と柔軟な経営、適切な 経営方針の明確化・ストーリー性（理解度向上） ↓ 主体性 ↓ 方針と活動繋がり可視化 法令遵守体制の強化

ニーズに対応ができるよう、積極的にその任務 ⇒内部監査制度の確立 ⇒定期業務監査の実施

⑬健全な財務規律の確立（KSM) を果たす） マネジメント力の強化（KMI、KPI,KAI)の推進 継続性 非営利性 効率性 コストツリー可視化 会議体の見直し（20％削減）

中期経営方針 ⇒コストツリーからのロス削減活動 （固定費） BMからの低減７項目の推進　　　　　　⇒会計業務スリム化 （変動費）コスト削減

⑭経営者としての役割（KSM)（業務執行理事）（法人の経営基盤安定化と強化） 階層別役割明確化と実行体制強化 開拓性 主体性 機動性 ガバナンス教育

総括管理部中期計画（マスタープラン：２０１７～２０２１年）

⇒

当法人及び経営協ＨＰで
の情報開示

財務諸表等電子開示シ
ステムへの参加

財務諸表等電子開示シ
ステム内容更新

財務諸表等電子開示シ
ステム内容更新

財務諸表等電子開示シ
ステム内容更新

内容更新、評価・見直し

財務諸表等電子開示シ
ステム内容更新

３．福祉人
材に対する
基本姿勢

処遇改善加算のための新設キャ
リアパス要件に合わせた制度見
直し

２種衛生管理者（課長職以上）

ボランティア講座の共催

２０２１年度

１．利用者
に対する基
本姿勢

キャリアパス・等級別スキル

内容更新、評価・見直し 内容更新、評価・見直し

４．マネジメ
ントに対す
る基本姿
勢

不正行為等の早期発見とその是正

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

⇒ ⇒

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

理念浸透ツール作成・使用方法の検討

災害対策・地域イベントの共催

（組織の適正化と機能向上（１）利用者へのサー
ビスの質の向上）

２．社会に
対する基本
姿勢

地域情報取得（多方面における情報）からの公
益の取り組み推進

関係会議等との連携

（組織の適正化と機能向上（１）利用者へのサー
ビスの質の向上）

一部リニューアル・毎月の更新

・市社協および法人協議
会との連携・協議

内容更新、評価・見直し

インプット
１４の長期ビジョン（アクションプラン2020) 法人「経営理念.と経営方針」との関係性 活動テーマ（インプット） 狙い（アウトプット） ２０１７年度 ２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度

ハラスメント教育

SWOT 分析から

SWOT 分析から

SWOT 分析から

3
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2018年度 総括管理部年度計画（収益事業を除く） 

 

１ 年度方針 

2018 年度は総務と経営企画、公益事業及び法令遵守責任者が総括管理部として一体とな

り、業務のスリム化・機能向上の両面の推進を図る。イキイキチャレンジ職場改善活動にお

いては、法人全体の活動の横串展開を可能にする共通テーマとして「3S 活動」を推進し、

業務効率向上と働きやすい職場環境づくりを目指す。 

また、各部・各事業所との連携を積極的に行い、利用者サービスの向上による「倫理性」

はもとより、地域社会における「公益性」を高め、法人経営・運営に求められる「透明性」

への取り組みも併せて進めていく。 

公益事業については、法人が保有する要素技術を体系的に整理する中で、ニーズとシーズ

がマッチした地域貢献のあり方を模索していく。 

 

２ 事業計画 

（１）利用者に対する基本姿勢 

①法人理念を基に個人の尊重を守る姿勢を徹底する。具体的には、朝礼時における法人理

念の唱和及び法人全体研修を継続していく。さらに、法人理念浸透のための各事業所に

おける取り組みをリサーチし、今後の展開へのベンチマークとする。 

②さらなる利用者サービスの向上を推進するため、ヒヤリハット報告書提出数：1人 1件

以上/月の定着を法人全体レベルまで押し上げるため、各階層への教育を実施する。 

③事業所ごとに実施されている「利用者アンケート」の情報を法人全体で共有する環境を

整え、事業所運営のボトムアップを図る。 

④縁側事業を活用し、大規模災害時における福祉避難所としての地域の認知度を高める

ため、地域住民参加型のイベントを 2回/年実施する。 

⑤各施設の中長期メンテナンス計画を策定し、老朽化設備の改善を目指す。 

⑥日々の本部エリアの美化活動を継続し、設備の不具合等の早期発見に努める。 

 ⑦地域の魅力再発見とコミュニケーションをテーマにした親子向けワークショップ等を

内外で年 3回以上開催する。（公益） 
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（２）社会に対する基本姿勢 

①「藤沢市障がい者総合支援協議会」及び「障がい者計画・障がい福祉計画検討委員会」

に参画し、法人運営から見えてくる地域ニーズを訴えていくと共に、藤沢市における障

害福祉の状況を法人内にて共有していく。 

②ホームページを中心にあらゆる情報媒体を活用し、法人の取り組みを定期的かつ効果

的（各事業所単位に毎月 1回更新）に発信することで、地域の中での存在意義の浸透を

図る。 

③生活相談窓口として、地域の方々が気軽に相談できることを「縁側だより」等で周知す

る。包括支援センターや障害相談と 1回/月以上情報交換の機会を持つ。（公益） 

④藤沢市内の社会福祉法人との連携による公益事業推進法人協議会へ 4回/年以上参加し、

既存の制度等では対応できない生活課題への解決システムを構築していく。（公益） 

⑤障害当事者のアート活動支援として作品展を年８回以上開催する。（公益） 

 

（３）福祉人材に対する基本姿勢 

①マネジメント力を持った職制づくりを目指し、事業所ごとに「ビジネスマネジャー検定」

及び「衛生管理者」の資格取得を進める。  

②キャリアアップ計画を運用レベルへ引き上げ、非正規職員から正規職員への登用によ

る人材定着を進める。（目標：5件以上/年） 

③人事考課制度を見直し、キャリアパスを再構築するための準備年とする。（中期的課題） 

④各衛生委員会を軸として事業所の衛生管理体制の充実を進め、メンタルヘルス・健康診

断・腰痛対策等の対応強化を図る。 

⑤傷病による休職職員が復職する際のルール化を進め、主治医と産業医の役割を明確に

し、ラインケアを確立していく。 

⑥ワークライフバランスを推進し、仕事の定時終了を目指すと共に、「かわうそ基金」を

活用した職員による研究活動及び、「資格取得報奨制度」による自己研鑽としてのスキ

ル向上や資格取得の推進を図る。 

⑦「心のバリアフリ―講習会・体験会」等を法人の新任職員研修として活用するなど、日々

の業務では得られにくい他分野の研修参加を推進する。 

⑧事業所運営上必要資格の全体把握を行い、「サービス管理責任者」「児童発達支援管理管

理者」等の効果的な受講計画に沿った取組みを推進する。 

⑨湘南希望の郷と協働し、ボランティア講座を年 1回開催する。（公益） 
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（４）マネジメントに対する基本姿勢 

①法人運営に必須である関連法と業務との関係を整理し、法令遵守の徹底を図る。 

②関係法の改正等の情報をいち早く取り入れ、各会議において周知徹底及び事業所対応

のフォローアップを行うと共に、法人諸規程との齟齬が生じないように更新を行う。 

③法令遵守リーダー会議及び、年 1回以上の法令遵守監査の励行により「法令遵守体制」

の充実を図る。 

④2017 年度の内部通報の状況から、不正行為の未然防止及び早期発見を図ると共に、内

部通報制度の周知を進めていく。 

⑤全事業所のコストツリーからロス削減活動（10％）への支援により経費の削減を目指す。 

⑥会計処理業務について、具体的な外部委託化を進めていく。（スリム化 PJ.） 

⑦各事業所管理職による事業所マネジメント及びイキイキチャレンジ職場改善活動の現

状把握を実施し、マネジメント力の向上を図る。 

⑧自家用車による通勤管理（マイカー通勤管理）の本格導入を行い、職員が安全に通勤で

きる体制を構築し、事故等の際のリスク対応力を強化する。 

⑨統括安全運転管理者として車両運行に関わる安全性の向上を目指し、各施設の安全運

転管理者との課題共有及び情報交換を 2回/年以上行う。 

⑩業務委託内容の適正化及び委託コストの削減を図り、安心・安全な事業所運営のバック

アップを継続する。 
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2018年度 収益事業年度計画  

 

１ 年度方針 

法人基本理念の実現を目的とした社会貢献事業として、障害者雇用・就労実習及び高齢者

雇用の積極的な推進を図り、障害・高齢者が共に生きがい・やりがいのある働く環境を提供

していくとともに、利益を追求し、その収益を社会福祉事業又は公益事業に充てていくこと

ができるように事業を展開していく。 

 

２ 実施事業 

（１）神奈川ワークショップ食堂の運営 

（２）やすらぎ食堂の運営 

（３）法人内事業所の業務受託 

 

３ 事業計画 

（１）利用者に対する基本姿勢 

①障害者の雇用拡大を図る。（年度目標１名） 

②障害者就労支援の実習の場として、「食」に携わりながら、社会性・対人関係の向上を

図ることのできる職場とする。 

③定期的（月１回）に虐待防止委員会を開催し、虐待に関する知識・意識を高め、未然防

止に努める。 

④65 歳以上の方のニーズに合った多様な就業機会を確保するとともに、更なる雇用の拡

大に努める。（年度目標２名） 

 

（２）社会に対する基本姿勢 

①地域の活性化・繋がりの構築に向け、藤沢市社会福祉協議会と情報の共有に努め、高齢

者ニーズを常に把握しながら老人福祉センターやすらぎ荘内「やすらぎ食堂」の運営を

行う。 

 

（３）福祉人材に対する基本姿勢 

①障害者の就労実習を提供する指導的立場として、就労支援についての知識を就労支援

部と連携のもと深めていく。 

②指導的職員が定期的（月 2回）な OJT指導を行い、調理方法の点検、味のばらつきや盛

り付け等、品質管理に努める。 

③喫食者の意見・要望に応えていくことのできるよう喫食会議（月 1 回）を開催し、研

究・自己研鑽に努める。 
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④企画力やマネジメント力の向上など従事者の専門性を高めるための企画会議（月 1回）

を進め、人材基盤の強化を図る。 

⑤「異物混入・食中毒」ゼロ化など安全な食の提供を遂行するため、「食品衛生責任者講

習」への出席等、関係法令に関する知識を養っていく。 

 

（４）マネジメントに対する基本姿勢 

①利益を確実に獲得するために、発生する食材に関わるロスを無くしていく。「原価額」

「原価率」の管理指標を明確にし、食材比率 30%台の確保に努める。 

②ヒヤリハットレポートを積極的に活用する。毎月 10件以上の報告を目指し、収集され

た情報を分析、発生の背景・要因を明らかにし、再発防止に繋げる。 

③毎月の定例会議を通じて、顧客のニーズを考慮した新メニュー（献立）の開発と地域の

方々への認知度向上に向け、ホームページの有効活用・広報戦略にも取り組み、売上向

上のための調査・研究を継続的に行う。（年間 5件以上の商品開発） 

④商品・接客等への意見・苦情解決システムとして、提案箱の設置やアンケート調査を行

う。意見・苦情については従事者全員への周知を図り今後のサービス向上のために役立

てていく。 

⑤法人内業務受託事業については、当法人の事業所と連携のもと各事業とも業務品質の

高い受託業務を行う。 

⑥印刷事業については法人事業所及び一般顧客の各印刷物の制作を行う。ニーズに正確・

迅速に対応し紙媒体による「情報発信の支援」を担う。 

 

４ 数値目標                      （売り上げ目標：千円単位） 

 ワーク食堂 やすらぎ サポート事業 

売り上げ目標 10,900 7,000 27,500 

稼働延日数 237日 309日  

職員配置人数（予算人員） 5人 5人 29人 

常勤換算数 2.9人 1.1人 9.7人 

 

５ 主な会議等（法人全体会議を除く） 

会議名等 開催日 備考 

喫食会議 月 1回  

やすらぎ会議 月 1回  

 

 



【5ヵ年事業計画】
基本姿勢

①人権の尊重 経営理念３つの目標 経営理念の浸透 継続性

（２、障害者への差別と偏見の除去）

②サービスの質の向上 経営理念５つの展開 サービスの質の向上 透明性 継続性 苦情受付箱の設置及び 苦情受付箱の設置及び 苦情受付箱の設置及び 苦情受付箱の設置及び 苦情受付箱の設置及び

（２、サービス技術の向上） 迅速な回答・改善 迅速な回答・改善 迅速な回答・改善 迅速な回答・改善 迅速な回答・改善

中期経営方針

③地域との関係の継続 経営理念５つの展開 地域住民・団体との連携強化 公益性 継続性 非営利性 施設開放（かわうそ 施設開放（かわうそ 施設開放（かわうそ 施設開放（かわうそ 施設開放（かわうそ

（２、各事業所内外の期待に応えるとともに、 農園・会議室等） 農園・会議室等） 農園・会議室等） 農園・会議室等） 農園・会議室等）

「地域貢献」のために率先して取り組む）

中期経営方針

（その他：貢献活動（地域・社会・国際）の推進）

④生活環境・利用環境の向上 経営理念３つの目標 利用者の生活の質の向上 公益性 継続性 季節ごとの食事会や 季節ごとの食事会や 季節ごとの食事会や 季節ごとの食事会や 季節ごとの食事会や

（１、福祉施設にありがちな「隔離と管理」から脱皮） 職場旅行等の開催 職場旅行等の開催 職場旅行等の開催 職場旅行等の開催 職場旅行等の開催

中期経営方針

⑤地域における公益的な取組の推進 経営理念３つの目標 継続性 非営利性 開拓性

（１、地域福祉の核機能を果たしてゆく） 企画 実施 実施 実施

中期経営方針

（その他：貢献活動（地域・社会・国際）の推進）

⑥信頼と協力を得るため情報発信 経営理念５つの展開 施設及び事業内容の情報の受発信 透明性 開拓性 自立性 英語など表記の検討 英語など表記の実施 英語など表記の実施

（３、主体的な自主行動を展開）

中期経営方針

（広報活動による積極的取組）

⑦トータルな人材マネジメントの推進 経営理念５つの展開 均一化されたサービス・業務内容 倫理性 組織性

（２、サービス技術の向上）

中期経営方針 毎月一人１件以上 毎月一人２件以上 毎月一人２件以上 毎月一人２件以上 毎月一人２件以上

（組織の適正化と機能向上）

⑧人材の確保に向けた取組の強化 経営理念５つの展開 地域ネットワークの活用・強化 開拓性 組織性

（２、たゆまぬ研修とサービス技術の向上）

中期経営方針

（組織の適正化と機能向上）

⑨人材の定着に向けた取組の強化 経営理念５つの展開 ワークﾗｲﾌバランスの見直し、実施 組織性 機敏性

（２、たゆまぬ研修とサービス技術の向上）

中期経営方針

（組織の適正化と機能向上）

⑩人材の育成 経営理念５つの展開 人材育成の計画と実行 組織性 機敏性 人材育成の計画 人材育成の実行 人材育成の見直し 人材育成の実行 人材育成の見直し

（２、たゆまぬ研修とサービス技術の向上） ＯＪＴ、Ｏｆｆ－ＪＴの実施 ＯＪＴ、Ｏｆｆ－ＪＴの実施 ＯＪＴ、Ｏｆｆ－ＪＴの実施 ＯＪＴ、Ｏｆｆ－ＪＴの実施 ＯＪＴ、Ｏｆｆ－ＪＴの実施

中期経営方針

（組織の適正化と機能向上）

⑪コンプライアンスの徹底 経営理念５つの展開 法令順守の徹底・評価 透明性 倫理性 組織性 法人全体研修の参加 法人全体研修の参加 法人全体研修の参加 法人全体研修の参加

（２、たゆまぬ研鑽） 朝礼等での周知・確認 朝礼等での周知・確認 朝礼等での周知・確認 朝礼等での周知・確認

中期経営方針

（法人の経営基盤安定化と強化）

⑫組織統治の確立 経営理念５つの展開 経営方針の明確化・浸透化 透明性 倫理性 効率性 法人全体研修の参加 法人全体研修の参加 法人全体研修の参加 法人全体研修の参加 法人全体研修の参加

（２、たゆまぬ研鑽） 朝礼等での周知・確認 朝礼等での周知・確認 朝礼等での周知・確認 朝礼等での周知・確認 朝礼等での周知・確認

⑬健全な財務規律の確立 中期経営方針

（法人の経営基盤安定化と強化）

⑭経営者としての役割

就労福祉部中期計画（マスタープラン：２０１７～２０２１年）

１４の長期ビジョン（アクションプラン2020) 法人「経営理念.と経営方針」との関係性 活動テーマ（インプット） 狙い（アウトプット） ２０１７年度
インプット

２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 ２０２１年度

（利用者へのサービスの質の向上）

（利用者へのサービスの質の向上）

２．社会に
対する基本
姿勢

地域住民・団体との連携強化 地域行事への参加 地域との協働事業の 地域との協働事業の 地域との協働事業の

１．利用者
に対する基
本姿勢

朝礼で、理念唱和 朝礼で、理念唱和 朝礼で、理念唱和 朝礼で、理念唱和 朝礼で、理念唱和

地域との協働事業の

ＨＰやＬＦＡの活用 ＨＰやＬＦＡの活用

ＨＰやＬＦＡの活用 ＨＰやＬＦＡの活用 ＨＰやＬＦＡの活用

ヒヤリハットレポート ヒヤリハットレポート ヒヤリハットレポート

毎月第２週強化週間 毎月第２週強化週間 毎月第２週強化週間 毎月第２週強化週間 毎月第２週強化週間

４．マネジメ
ントに対す
る基本姿
勢

法人全体研修の参加

朝礼等での周知・確認

各種学校等の連携強化 各種学校等の連携強化 各種学校等の連携強化 各種学校等の連携強化 各種学校等の連携強化

ワークﾗｲﾌバランスの ワークﾗｲﾌバランスの ワークﾗｲﾌバランスの ワークﾗｲﾌバランスの ワークﾗｲﾌバランスの

３．福祉人
材に対する
基本姿勢

ヒヤリハットレポート ヒヤリハットレポート

見直し⇒計画構築 計画実施・見直し 計画実施・見直し 計画実施・見直し 計画実施・見直し

9
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2018 年度 神奈川ワークショップ年度計画 

 

１ 年度方針 

事業所が地域の社会資源の一つとして有効活用される様、地域行事への参加を始め、体験

実習、各種見学等の受け入れも積極的に行って行く。利用者支援においても、就職者の輩出、

工賃向上への取り組みのほか、利用者本位に立った個別支援を基本に就労・生活支援を展開

し、利用者一人ひとりのニーズに応えられる事業所運営に取り組む。「ひかり治療院」つい

ては、来院が困難な患者に対し、訪問等での対応を図り患者のニーズに対応していく。また、

新設される「就労定着支援事業」についても、就職者の職場定着には必要不可欠な取り組み

と捉え、事業への乗り入れを検討していく。 

 

２ 実施事業 

（１）就労移行支援事業 

（２）就労継続支援 A型事業 

（３）就労継続支援 B型事業（従たる事業所：かわうそ工房・ひかり治療院を含む） 

 

３ 事業計画 

（１）利用者に対する基本姿勢 

①利用者へ提供する作業内容等においては、自己選択・決定を尊重し、利用者本位に立

った支援を行う。 

②虐待防止委員会の実施や、職員を対象に「虐待防止チェックリスト」を年 2回以上実

施し、虐待を発生させない体制づくりを図り、虐待防止に努める。 

③苦情解決システムを活用し、提案箱での利用者からの意見・要望・苦情等について、

潜在化しているものを抽出し、迅速対応により、信頼性の向上を図る。 

④「利用者満足度アンケート」を年 1回以上実施し利用者満足度の把握を図り利用者ニ

ーズを明確に捉え選ばれる事業所運営に努める。※利用者満足度 75％以上を目指す。 

⑤可能な限り在宅での住み慣れた生活を続けることが出来る様、利用者とのコミュニケ

ーション等を図り、困りごと等、相談・情報提供等を行っていく。 

⑥年 2回以上の防災訓練の実施や、災害時における備蓄品等の定期的な点検を行い、防

災体制の整備を進める。 

⑦一般就労に必要な知識・能力を養い、本人の適性に見合った職場への就労と定着を目

指す。今年度、一般就職者の輩出については 2名以上を目標とする。 

⑧生産活動を通じ、社会性及び作業能力向上のための必要なサービス提供を行う。ま

た、工賃向上も利用者支援の一環ととらえ、職員は生産活動への業務に当たる。  

※月平均工賃額、前年度比１％以上を目指す。 
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（２）社会に対する基本姿勢 

①利用・体験実習や一般見学者等も含め、各種の実習・見学等の受け入れを積極的に行

う。また、地域の災害ネットワークづくりの活動にも参加し、情報交換等、地域の関

係機関との連携を図っていく。※各種実習：20件/年、見学等：40件/年 

②地域でのイベントにも積極的に参加し、地域との交流を始め、生産販売活動拡大等の

両面から取り組みを行う。※行事・バザー：30件/年 

③「かわうそ農園」が生産活動や作業支援だけに留まらず、「地域交流」「人との繋が

りの場」となっていく様、農業体験等の受け入れを行っていく。 

④法人ホームページ等で、様々な機会を通じ、事業所の取り組み等（行事、工賃実績他）、

積極的な情報の公開を行い地域への発信を行う。 

 

（３）福祉人材に対する基本姿勢 

①法人の事業経営指針（基本理念等）を理解し、職員に浸透、共有を図る。 

②福祉施設の職員としての認識をしっかりと持ち、対人援助技術を高め、援助が必要な利

用者に対応できる職員の育成を目指す。 

③ヒヤリハット事例を朝礼等で共有し、「気付き」の観点から危険予知の意識を高め事故

発生率軽減に努める（職員一人 1件以上/月） 

④OJT はもとより､OFF-JT への積極的参加を図り､日常業務内では習得しえない専門的知

識やｽｷﾙの向上に取り組む｡また､SDS(自発的学習)も進める。さらに､職員への情報提供

等も行い資格取得を促していく｡※OFF-JT:常勤職員:一回以上/年 

⑤職場内での良好な人間関係の構築や、他の事業所等の職員との交流（実習）等も図り、

幅広い視野を持った職員の育成を目指す。 

 

（４）マネジメントに対する基本姿勢 

①職員一人ひとりが業務上におけるコンプライアンス（法令等遵守）への認識を高め、職

場内でのルールやモラル等の遵守を徹底していく。 

②職員の業務への動機付けや、モチベーションの向上・円滑なコミュニケーションに努め

るほか、5S活動（整理、整頓、清掃、清潔、習慣）の更なる推進を図り、レベル評価で

の数値化を行い、働き易い職場環境整備を構築する。 

③業務分掌や会議等での決定事項に基づき、個々の役割分担等を、各職員が責任感を持ち、

やりがいのある仕事として取り組める様、事業所運営を行う。 

④常に商品への原価コストや必要経費等を意識すると同時に、利益率を考慮し、コスト削

減への取り組みを行う。※コスト削減：昨年度比 2％減 
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※生産活動目標（千円単位） 

点字 21,500 オフセット印刷 46,000 製パン 8,500 

簡易作業（軽） 4,500 農作業（軽） 700 テーププリント 7,100 

かわうそ工房 7,500 ひかり治療院 3,500 その他 0 

 合計 99,300 

４ 数値目標 

 就労移行支援事業 就労継続支援 A 型 就労継続支援 B 型 

利用定員 6名 10名 60名 

稼働目標（％） 100% 100% 100% 

稼働延日数 261日 261日 261日 

職員配置人数（予算人員） 常勤職員 10 人   非常勤職員 13 人 

常勤換算数 20.6人/日 

 

５ 年間予定（法人全体研修・行事等を除く） 

 研修等 行事等 

4月  健康診断（利用者） 

5月 関東社会就労センター研究大会 家族懇談会 

6月 就労支援ステップアップ研修 

食品衛生講習会、新任職員研修 

ローリングバレーボール大会 

7月 全国社会就労センター総合研究大会 避難訓練 

8月 中堅職員研修 サマーフェスティバル 

9月 
 

障害者合同就職面接会        

ローリングバレーボール大会 

10月  共同募金、チャリティーボウリング 

11月 苦情解決研修 施設旅行、身障施設協ステージ発表 

12月 日盲社協点字出版部会職員研修 身障施設協卓上競技大会、忘年会 

2月 全国社会就労センター長研修 避難訓練 

3月 マネージャー研修  

 

６ 主な会議等（法人全体会議を除く） 

会議名等 開催日 備考 

就労福祉部合同運営会議 毎月第 4金曜 部長・担当部長・課長 

職員会議・喫食会議 毎月第 3土曜 常勤職員 

サービス担当者会議 毎月第 3土曜 常勤職員 

虐待防止委員会 毎月第 3土曜 常勤職員 
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2018年度 ライフ湘南年度計画  

 

１ 年度方針 

基本理念を念頭に置き、中期事業計画方針に基づくサービスの更なる向上と、イキイキチ

ャレンジ活職場改善活動を全職員で取組、福祉サービス、安全な商品を作り、豊かな地域社

会つくりに貢献し、利用者、地域からの信頼される施設を目指す。 

更なるサービスの充実を図るために、労働機関、特別支援学校、他の就労支援機関と協力・

連携を行い、就職活動の実績を伸ばしていく。以下３つの項目を重点的に取り組む。 

（１）サービスの質の向上 

（２）地域に開かれた事業所 

（３）人材の育成、定着の強化 

 

２ 実施事業 

（１）就労移行支援事業  

（２）就労継続支援Ｂ型事業 

 

３ 事業計画 

（１）利用者に対する基本姿勢 

①昨年度に引き続き、毎朝礼時、経営理念の唱和を行い浸透を深めていく。 

②2ヶ月毎に標語を掲げ支援方法の確認、虐待に対する意識を常に高く持つ。 

③就労支援事業については、繰り返し、マナーなどの訓練を定期的に行い、本人に合った

職場への就労を目指す。今年度の目標として移行支援では 1 名以上の就職者を目標に

する。また定着支援においても、支援法の動向を踏まえながら、積極的に行っていく。 

④就労継続支援 B型事業については、販売先の開拓（1ヶ所以上）、イベントに参加し売

り上げを常に意識し、安定した作業を提供する。（工賃向上前年度１％増） 

⑤就労継続支援 B型事業においても、就職者１名以上を目標とする。 

⑥食品製造について、新商品の販売※1件（製麺）の開始。製麺の売上げを向上させて全

食品部門の活性化させる。（製麺部門 10％増） 

また、食品表示法にともなった表示を全ての商品に対応する。 

⑦年 2回の職員アンケート（働き方）を実施し、働き方の改善を図る。 

⑧地域での自治会活動に参加。障害者への理解を深められるように、年 1 回の開放デー

の実施を行う。また、今年度も地域への会議室、食堂の貸し出しを積極的に行い、地域

でのライフ湘南を中心に豊かな地域社会づくりを行う。 

⑨利用者主体の自治会をフォローアップし、季節に合わせた行事と余暇支援等を積極的

に行い、生活面の充実を図る。（年間 6回） 



14 

 

（２）社会に対する基本姿勢 

①地域の自治会への加入に伴う自治会行事（レクリエーション大会や定期的に行われて

いる地域の「ぽいすてゴミ拾隊」）へ積極的に参加する。 

②大庭地区の防災協力事業所として、地域の年 2 回の防災訓練に参加し地域の拠点とし

ての役割を果たしていく。 

③地域サークルへの会議室、食堂の貸し出しを月間 10件以上行えるように、外側掲示板

を使用し広報を行う。 

④ライフ湘南内、外側での掲示板及びホームページの活用を行い、活動内容を外部に発信

していく。（毎月 1回以上の情報発信） 

 

（３）福祉人材に対する基本姿勢 

①ヒヤリハット強化週間を毎月第 2 週に定め、毎月１人 2 件以上提出。気づきの感性を

高めより良いサービスを目指す。 

②各種大学、専門学校との連携を行い、積極的に実習を受け入れる 

③職場を明るく誰もが働きやすい環境を作る目的で「一日の始まりは笑顔で元気な挨拶」

の標語を掲げる。 

④非常勤職員も含めて年１回以上の面接を実施し、誰もが働きやすい環境を構築してい

く。 

⑤入職時（非常勤）に光友会理念の説明、障害特性、対応についての教育を行う。また職

員間のコミュニケーション、障害に対する知識を高める研修を年 2回実施する。 

 

（４）マネジメントに対する基本姿勢 

①デジタルベースの情報のセキュリティーに関するルール作りを行う。 

②施設会計については、常に利用者登録人数、稼働率を意識し、欠員が出た際にはスピー

ド感を持って対応補充に努める。 

③就労会計については、食品部門の各商品の原材料費、製造原価を数値化し、平均原材料

率 30％以内を徹底する。 

④各商品の消費税を考慮した価格設定を第１四半期で実施する。 

 

 

※生産活動目標（千円単位） 

軽作業 3,450 清掃 9,100 豆腐 6,480 

喫茶 17,670 製パン 7,300 製麺 6,000 

 合計 50,000 
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４ 数値目標 

 就労移行支援事業 就労継続支援 B型 

利用定員 6名 54名 

稼働目標（％） 100% 100% 

稼働延日数 262日 262日 

職員配置人数（予算人員） 管理者１名 サービス管理者１ 常勤 ８名 非常勤 17名 合計 27名 

常勤換算数 24.1名 

 

５ 年間予定（法人全体研修・行事等を除く） 

 研修等 行事等 

4月  お花見 

5月  家族懇談会 

6月 関東就労センター協議会 防災訓練 

7月 全国就労センター協議会 

全国知的障害関係施設長等会議 

ライフ湘南職員研修① 

七夕 

8月  暑気払い 

9月  障害者合同面接会 

10月  赤い羽根共同募金 

11月  利用者旅行 

12月  忘年会 

1月 ライフ湘南職員研修② 防災訓練 

2月 全国社会就労センター研修 節分、障害者合同面接会 

3月  開放デー、ひな祭り 

 

６ 主な会議等（法人全体会議を除く） 

会議名等 開催日 備考 

就労福祉部運営会議 毎月第 4金曜日  

職員会議・喫食会議 毎月第 3土曜日  

サービス担当者会議 

支援会議 

毎月 1回 

随時 

 

虐待防止委員会 毎月 1回  
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2018年度 寒川事業所年度計画  

 

１ 年度方針 

寒川事業所は今年度より就労継続支援 B型単独事業所として「寒川まち食堂・まちのお弁

当屋さん」を展開する。 

寒川事業所では、職員全員参加による「危機意識の共有」と「健全経営」を念頭に置き、

財政・経営の安定、事業体制の強化を図り、利用者への質の高い充実したサービス提供と障

害者の地域生活ニーズの充足に努め、地域に求められる事業所経営を目指していく。 

 

２ 実施事業 

（１）就労継続支援 B型事業 

 

３ 事業計画 

（１）利用者に対する基本姿勢 

①就労支援（労働）を通じ「一般就労」への対応力向上や「生活支援」として、安定し

た職場環境の提供に努める。 

②「食品作業」に携わりながら、社会性・対人関係の向上を図ることのできる環境を提

供する。 

③サービス（生産活動）の充実化に努め、平均工賃 13,000円以上を目指す。 

④一般就労を希望する利用者については、就労準備性構築に向けた支援を提供し、今年

度 1名の就職者輩出を目指す。 

⑤接客・調理補助・簡易作業等、障害特性に配慮した作業科目を準備し、安心して日中

活動を行うことのできる福祉的就労サービスを提供する。 

⑥虐待防止委員会（月 1回）虐待防止の意識に関する職員チェックリスト（年 1回）を

実施し、問題の改善を図る。 

 

（２）社会に対する基本姿勢 

①利用希望者･体験実習や一般見学も含め、各種の実習･見学の受け入れを積極的に行

う。 

②地域の連絡会（年 3回）・商店会行事にも積極的に参加し、情報交換等、地域の関係

機関との連携を図っていく。 

③地域バザー（年 3回）・お祭り（年 2回）などの参加に当たっては、地域との交流を

始め、生産販売活動拡大の両面から取り組みを行い工賃増の増加にも繋げていく。 
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（３）福祉人材に対する基本姿勢 

①朝礼での唱和を通じて、光友会基本理念・3つの目標・5つの展開・経営戦術の職員間

浸透と共有を図る。 

②常勤職１人１件の研修を受講し、就労支援についての制度面・基礎知識から専門的要素

まで取り込み、現場職員教育の OJTプログラムに繋げ、実行力のある人材育成を推進し

ていく。 

③虐待防止委員会の開催、「虐待防止のチェックリスト」を実施し、適切な支援に繋げ、

苦情・虐待件数ゼロを目指す。 

④異物混入・食中毒ゼロの安全な食の提供を遂行するために「食品衛生責任者講習」への

出席等、関係法令に関する知識を養っていく。 

 

（４）マネジメントに対する基本姿勢 

①「利用者支援」と「就労支援（生産活動）」（施設会計・就労支援会計）2本柱の収支

安定を図り、年度方針「健全経営」の実現を果たす。 

②生産活動（食堂・弁当屋）については「原価額」「原価率」の管理指標を明確にし、食

材比率 30%台の確保に努める。 

③ヒヤリハットレポートを積極的に活用する。毎月 10件以上の報告を目指し、収集され

た情報を分析、発生の背景・要因を明らかにし、再発防止・改善策に繋げる。 

④毎月の定例会議を通じて、顧客のニーズ・季節を考慮した新メニューの開発と地域の

方々への認知度向上に向け、ホームページの有効活用・広報戦略にも取り組み、売上向

上のための調査・研究を継続的に行う。（年間 8件以上の商品開発） 

⑤商品・接客等への意見・苦情解決システムとして、提案箱の設置やアンケート調査を行

う。意見・苦情については従事者全員への周知を図り今後のサービス向上のために役立

てていく。 

 

※生産活動目標（千円単位） 

寒川まち食堂 3,500 まちのお弁当屋さん 14,500 合計 18,000 

 

４ 数値目標 

 就労継続支援 B型 

利用定員 20名 

稼働目標（％） 100% 

稼働延日数 261日 

職員配置人数（予算人員） 常勤職員 3人   非常勤職員 3人 

常勤換算数 5.25人/日 
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５ 年間予定（法人全体研修・行事等を除く） 

 研修等 行事等 

4月  健康診断（利用者） 

5月 関東社会就労センター協議会研究

大会 

家族懇談会、避難訓練 

6月 就労支援ステップアップ研修 

食品衛生講習会 

暑気払い 

7月 全国社会就労センター協議会総合

研究大会 
 

9月 
 

避難訓練 

障害者合同就職面接会（藤沢） 

10月  赤い羽根共同募金、運動会 

11月 苦情解決研修 施設旅行 

12月  忘年会 

2月 
全国社会就労センター長研修 

事業所説明会 

よこはま障害者就職面接会 

3月  避難訓練 

 

６ 主な会議等（法人全体会議を除く） 

会議名等 開催日 備考 

就労福祉部合同運営会議 毎月第 4金曜 部長・担当部長・課長 

職員会議・喫食会議 毎月第 3土曜 常勤職員 

サービス担当者会議 

モニタリング会議 
毎月第 4木曜 常勤職員 

虐待防止委員会 毎月第 3土曜 常勤職員 

 

 



【5ヵ年事業計画】
基本姿勢

①人権の尊重 経営理念３つの目標 理念の浸透 継続性 組織性 浸透性 横串展開 理解度調査 レベル合わせ 理解度調査

（２、障害者への差別と偏見の除去） 権利擁護・虐待防止への取組み 利用者主体 勉強会 PDCA ⇒ ⇒

②サービスの質の向上（KSM) 経営理念５つの展開 リスク低減によるサービスの質の向上 透明性 継続性 組織性 HH報告件数１件/月・人 HH報告の定着（教育） HH解析力向上（教育） HH改善力向上（教育） HH解析力向上（教育）

（２、たゆまぬ研修とサービス技術の向上） ヒヤリハットの推進 ↓ ↓ ↓ 気付き力 活動の見える化 RM研修 PDCA理解 分析技術

安全活動 安全な施設 ４S活動

中期経営方針 リスクポイント100減

⇒レベル評価の推進 ↓ ↓ ↓ ⇒健康･外出･リハ 評価基準書作成、下期実行⇒人材育成計画見直し

第三者評価 ↓ ↓ ↓ 実施

③地域との関係の継続 経営理念３つの目標 地域住民との連携による取り組み強化 公益性 非営利性 ↓ 関係づくりの推進 関係づくりの拡大 イベントの実施・参加型 イベントの実施・共同型

（１、地域住民の意識改革に努めるとともに 大規模災害対策 ↓ ↓ ↓ 災害勉強会の発展 共同地域組織の拡大 合同訓練実施

地域福祉の核機能をはたしてゆく） 　

中期経営方針 交流行事 毎月実施 新規事業

（その他：貢献活動（地域・社会・国際）の推進） 地域ボランティアの育成 ボランティア講座２回 ボランティア講座２回 ボランティア講座２回 ボランティア講座２回

④生活環境・利用環境の向上 経営理念５つの展開 住環境改善のための設備改修の取り組み 継続性 主体性 ↓ 希望の郷改修工事

（３、生活改善の運動を開花、充実させてゆく） 事業継続計画の作成（BCP) ↓ 発災時の参集規準策定 計画の作成 計画の見直し 計画の再作成

中期経営方針 健康の維持増進　食事の在り方検討プロジェクト ↓ 部門連携

感染予防対策強化 ↓

日中活動の活動強化 ↓ 外出プログラム強化

↓ ↓

↓ ↓ ↓

⑤地域における公益的な取組の推進 経営理念５つの展開 公益性 非営利性 開拓性

（２、「地域貢献」「困りごとの解決」のために ↓ ↓ ↓

率先して取り組む） 地域向け福祉講座の開催 ↓ ↓ ↓ 実施年2回

中期経営方針 ボランティア講座

（その他：貢献活動（地域・社会・国際）の推進）

⑥信頼と協力を得るため情報発信 経営理念３つの目標 ホームページの有効活用 透明性 公益性 主体性

（１、地域住民の意識改革に努めるとともに 　希望通信 拡大 強化

地域福祉の核機能をはたしてゆく） SNSを利用した情報の拡散（光友会フォロワー増） ↓ ↓ ↓ メディアの拡大

中期経営方針

（広報活動による積極的取組）

⑦トータルな人材マネジメントの推進（KSM) 経営理念５つの展開 中間管理職への教育強化 継続性 組織性 効率性

（２、たゆまぬ研修とサービス技術の向上）

中期経営方針

（組織の適正化と機能向上）

⑧人材の確保に向けた取組の強化 経営理念５つの展開 専門校・地方校とのパイプ作り ↓ ↓ ↓ 実習対象校拡大

（２、たゆまぬ研修とサービス技術の向上） ↓ ↓ ↓

中期経営方針 事業継続のための人材確保検討 ↓ ↓ ↓ 職場環境調査分析 改善 評価 改善 評価

（組織の適正化と機能向上） ↓ ↓ ↓

⑨人材の定着に向けた取組の強化 経営理念５つの展開 業務の効率化 ↓ ↓ ↓

（２、たゆまぬ研修とサービス技術の向上） ↓ ↓ ↓ 　積極研修参加 　研修計画による研修

中期経営方針 働き方の見直し ↓ ↓ ↓ 交替勤務体制の見直し 実行

（組織の適正化と機能向上） ↓ ↓ ↓ ８時間夜勤の導入 実行

⑩人材の育成（KSM) 経営理念５つの展開 倫理性 ↓ ↓

　　 （２、たゆまぬ研修とサービス技術の向上） 人材育成の仕組みづくりと実行 ↓ ↓ ↓ 人材育成の現状把握 人材育成計画の作成 レベル評価と計画の見直し

中期経営方針 外部OFFJT活用強化 ↓ ↓ ↓ ハラスメント教育の実行 外部研修１０名参加

（組織の適正化と機能向上）

⑪コンプライアンスの徹底 経営理念５つの展開 法令遵守教育と評価 透明性 倫理性 組織性 法令遵守教育 法令遵守チェック

⑫組織統治の確立 （KSM) （本部役員は安定した財政と柔軟な経営、適切な 経営方針の明確化・ストーリー性（理解度向上） ↓ 主体性 ↓ ハラスメント研修

ニーズに対応ができるよう、積極的にその任務

⑬健全な財務規律の確立（KSM) を果たす） マネジメント力の強化（KMI、KPI,KAI)の推進 継続性 非営利性 効率性 コストツリー可視化

中期経営方針 ⇒コストツリーからのロス削減活動 ⇒削減目標設定50万減 ⇒削減PDCA

⑭経営者としての役割（KSM) （法人の経営基盤安定化と強化） 階層別役割明確化と実行体制強化 開拓性 主体性 機動性 業務分掌明確化と実行

具体案確定（１か所目） GH設置(１か所目） 具体案確定（２か所目） GH設置(２か所目）

パラスポーツ交流会2小学校

事業別売上総計票による経営意識の向上

実施

イベントの実施・実践型

⇒

新構想案の検討 具体案確定 運営開始運営準備

ビジネスマネジャー検定合格者1名

⇒第2種衛生管理者資格取得2名 ⇒ ⇒

１４の長期ビジョン（アクションプラン2020) 法人「経営理念.と経営方針」との関係性 活動テーマ（インプット） 狙い（アウトプット） ２０１７年度
インプット

２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 ２０２１年度

⇒変更された育成計画

⇒

⇒

⇒ ⇒

車椅子洗浄機導入・浴室給湯設備改修

⇒ ⇒ ⇒

グループホームの設置（現行：包括型）

⇒ ⇒

マニュアル作成

１．利用者
に対する基
本姿勢

理解浸透

マニュアルの見直し2件

⇒

ソフト食導入

マニュアルの点検・見直し マニュアルによる教育訓練 マニュアルの点検

チェックリストからの課題解決

⇒

（組織の適正化と機能向上（１）利用者へのサー
ビスの質の向上）

⇒

⇒

（組織の適正化と機能向上（１）利用者へのサー
ビスの質の向上）

新形態(日中サービス支援型）のグループホームの設置

２．社会に
対する基
本姿勢

地域情報取得（多方面における情報）からの公
益の取り組み推進

地域団体による情報取得 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

⇒ ⇒ ⇒

　地域への発信

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

⇒ ⇒

⇒ ⇒ ⇒

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

記録類のデータ化 ⇒

⇒ ⇒

⇒

藤沢北地域福祉部中期計画（マスタープラン：２０１７～２０２１年）

４．マネジ
メントに対
する基本
姿勢

⇒

就業規則研修

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

⇒ ⇒ ⇒

⇒⇒

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

⇒

⇒

３．福祉人
材に対する
基本姿勢

1
9
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2018年度 湘南希望の郷年度計画 

 

１ 年度方針 

 湘南希望の郷は、光友会基本理念及び藤沢北地域福祉部中期計画に基づき 2018年度は、

利用者への的確な支援を図るため、提供するサービスの質の向上はもとより、健全な事業

運営を確立していくことを目標とする。その結果、利用者に対する事業継続性が図られる

とともに安心安全な体制づくりを構築していく。 

 

２ 実施事業 

（１）生活介護事業 

（２）施設入所支援事業 

（３）短期入所事業 

（４）障害福祉サービス等地域支援拠点事業所配置事業（湘南東部あんしんネット） 

 

３ 事業計画  

（１）利用者に対する基本姿勢 

①利用者サービスの向上を目指し、リスク低減活動強化（ヒヤリハット報告目標一人１件

以上/月・リスクポイント 100ポイント削減/年）を行う。（前年継続・深化） 

②業務マニュアルの見直し（2件以上）を行う。（前年 1件） 

③職員レベル評価の仕組みづくり（上期作成・下期実施）を行う。（新規） 

④地域との新たな取組として、パラスポーツを通した障害福祉理解促進を目的とした、交

流事業を利用者と共に近隣小学校（2校）で実施する。（新規） 

⑤住環境改善のための設備改修の取り組みとして浴室の給湯設備改修工事により快適な

入浴サービスを提供する。また、車椅子のメンテナンスを強化する。（新規） 

⑥高齢化・重度化（60歳以上の入居者 4割弱・支援区分 5・6割合 96％）している利用者

に対し、食事を美味しく安全に提供するため、食事支援の在り方検討プロジェクトによ

り、支援の在り方についてマニュアル化するとともに、ソフト食を導入する。（一部継

続・一部新規） 

⑦感染予防対策強化として、マニュアルの作成及び教育訓練を実施する。（新規） 

⑧夢実現支援 外出等年間 60名。（新規） 

⑨大規模災害対策として、事業継続計画「BCP」の作成を継続する。 

⑩短期入所における日中活動の充実のための余暇プログラムを導入する。（新規） 
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（２）社会に対する基本姿勢 

①地域における公益的な取組として地域向け福祉講座を年間２回開催する。（前年 1 回） 

 

（３）福祉人材に対する基本姿勢 

 ①衛生管理体制の構築を目指し、第２種衛生管理者資格取得 2 名を目指す。（前年 2 名）

②管理職育成を目的とし、ビジネスマネジャー認定資格取得１名を目指す。（前年実績な

し） 

③毎月の「事業別売上総計表」により経営意識の向上を図る。（新規） 

④電子データシステムの導入を行い、業務の効率化による余裕時間の捻出を図る（新規） 

⑤介護記録等を電子データ化し、記録時間の削減及び情報共有の効率化を図り業務の効

率化を図る。 

⑥ワークライフバランスのための働き方の見直しとして、交替勤務体制の見直し及び８

時間夜勤の導入を図り、人材確保及び定着を図る。（新規） 

⑦県社協主催研修を中心に階層別に受講を進め、外部 OFFJTの活用強化（年間 10名受講）

により業務改善につなげる。（前年 5名） 

⑧腰痛予防に対する取り組みとして、 実態調査から、啓蒙活動や予防体操など提案・実

行する。また、リフターの導入も並行して進める。（維持：前年 22名が腰痛症状なし） 

 

（４）マネジメントに対する基本姿勢 

①事業運営基盤の安定化と職員の意識づけとしてコストツリーからのロス削減を目指す。

（新規：年間目標 50万円の削減） 

②労務管理教育として、ハラスメント教育（半期に 1回）及び就業規則教育（半期に 1回）

を行う。（新規） 

 

４ 数値目標 

 生活介護 施設入所支援 短期入所 あんしんネット 

利用定員 60名 60名 18名  

稼働目標（％） 100% 100% 100%  

稼働延日数 260日 365日 365日 365日 

職員配置人数（予算人員） 60人  

常勤換算数 55.5人  

 

 

 

 

 



22 

 

５ 年間予定（法人全体研修・行事等を除く） 

 研修等 行事等 

4月 介護技術研修（外部） 

就業規則研修（内部） 

健康診断 

5月 嚥下研修・KYTトレーニング 県障害者スポーツ大会 

6月 普通救命講習 

ハラスメント研修（内部） 

柿の実交流カラオケ、中里小交流会、ロー

リングバレーボール交流会 

7月 アサーション研修（外部） 七夕コンサート・パラスポーツ交流会 

8月 ロス削減研修（内部） 地域向け福祉講座① 

9月 コミュニケーション研修（外部） 県ローリングバレーボール大会 

10月 エルダー研修（外部） パラスポーツ交流会 

11月 アンガーマネジメント研修（外部） 県ステージ発表会 

12月 KYTトレーニング・アセスメント

研修（外部） 

クリスマス会 

1月 プリセプター研修（外部） 地域向け福祉講座② 

2月 対人援助職研修（外部） 県卓上競技大会、ボランティア講座 

明大チャリティーアート展 

3月 プレマネジャー研修（外部） ローリングバレーボールぱっする杯 

 

６ 主な会議等（法人全体会議を除く） 

会議名等 開催日 備考 

運営会議 毎月第 3木曜  

希望の郷推進会議 毎月第 2月曜と第 4月曜  

本館会議 毎月第 1水曜  

ナイト会議 毎月最終水曜  

ACT会議 毎月第 4金曜  

理療会議 毎月第 4金曜  

健康課会議 毎月第 4火曜  

ケアプラン会議 毎月第 3水曜と第 3土曜  

郷づくり委員会 6､9,12､3月の最終火曜 入居者・家族 

住人生活会議 毎月第 4木曜 入居者 
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2018年度 藤沢サンライズ年度計画 

 

１ 年度方針 

市内北部から中部まで事業所が点在する為、コミュニケーションを重視し、風通しの良い、

職員がやりがいを持って業務に当たれる職場環境の構築を目指していく。 

また、「光友会中期経営方針」に基づき、地域から求められるニーズに対し、活用される

障害福祉サービスの提供事業所として、職員一丸となった取組み・運営を行う。 

 

２ 実施事業 

（１）共同生活援助事業  

藤沢サンライズおそごう・たかくら・ぜんぎょう・こうゆう・くずはら 

 

３ 事業計画 

（１）利用者に対する基本姿勢 

①障害者の地域移行を目的に、市内北部方面で運営するグループホーム５箇所から南部

方面にも目を向け、1か所の新設ホームを立案する。 

②「グループホームぜんぎょう」は老朽化が著しいため、新設予定のグループホームへ転

居を進める。 

③グループホームへのニーズの高さを受け、法人独自の特性は従来どおり維持しつつ、ス

ケールメリットを生かした新たな「日中サービス支援型」のプロジェクトチームを立ち

上げ検討する。 

④利用者からの苦情・要望の声を「利用者の聞こう・聴こう・訊こう」カードを利用して

聞き逃さず、迅速に対応すると共に、その報告を利用者ミーティングで行う。（年 6回） 

⑤利用者満足度アンケートを行い、現況の把握とサービスの向上につなげると共に、結果

を公表することで利用者満足度の向上に努める。（年 1回） 

⑥全職員に虐待防止チェックを実施する。虐待防止研修と人権意識の向上に関わる研修

に参加し、虐待防止委員会で課題を共有することで、虐待事例発生ゼロを目指す。 

⑦利用者の意思表示・決定へのプロセスに積極的な関わりを持ち、権利侵害のない本人主

体の支援を行う。また、呼称を徹底し、利用者との距離感を意識した支援を継続する。 
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（２）社会に対する基本姿勢 

①藤沢サンライズグループではホーム毎に年間 6 回の防災訓練を実施すると共に、ホー

ムが立地する地域の防災訓練に利用者・職員で参加する。 

②最低 3日分の災害備蓄品を備え、管理システムを構築する。法人で作成した大規模災害

マニュアルの見直しを行う。 

③行事・利用状況を発信する事で利用者やご家族にいち早く確認していただくことがメ

リットとなるので、ホームページを活用してタイムリーな情報発信を行う。（年 6 回） 

④広報活動の一環として変更があった際は迅速にパンフレットの更新を行う。 

 

（３）福祉人材に対する基本姿勢 

①日常業務において、上位職員及び専門職によるスーパーバイズを積極的に行う。 

②DPI（職場適応性テスト）を用いて「仕事の態度・対人関係・組織への順応」と「業務

評価」を考察して、態度能力（意欲を持って取り組む姿勢や人間関係を円滑に処理する

力）の向上に向けた指導や面談で目標設定を行う。定期的に DPIを行い前回との比較を

して、組織力の向上に取り組む。（面談年 2回、DPI年 2回） 

③職員に対して研修計画に沿った受講を進め、業務の改善・研究につなげる。受講後は報

告書の回覧や発表を定例化し、職員の資質・意識の向上を図る。年間 1人 1回以上の研

修参加を行う。 

④職員間の「ホウレンソウカード」、世話人からの「報告・連絡・相談カード」を利用し

て情報共有を行い、一人職場を感じさせない、風通しの良い職場づくりを進めていく。

カードの情報は世話人ミーティングで報告する。（毎月） 

⑤年間を通して毎月の世話人会議時に人権・虐待防止関係の内部研修を行う。 

 

（４）マネジメントに対する基本姿勢 

①藤沢サンライズグループでは、相談事業所や住まいと暮らしの連絡会等と連携し、待機

者の把握を行うことで、入退去のタイムロスを最小限に抑え、稼働率 100％を目指す。 

②整理、整頓、清掃、清潔、習慣作りの 5つのＳを合言葉に 5Ｓ活動をルール化して、業

務の効率化を図っていく。 

③現在利用している業務マニュアルは作成から一定期間が経過していることから、コン

プライアンスに即した見直し・適正化を図る。 

④重大事故防止を目的に、毎月ヒヤリハット週間を設定し、職員 1 人 1 件以上のヒヤリ

ハットレポートを提出し、朝礼にて報告・検討する。また、定期的に危険予知トレーニ

ングを行う事により予測感度を高め、前年比リスク指数 20 ポイントの軽減に努める。 
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４ 数値目標 

藤沢サンライズ おそごう たかくら ぜんぎょう こうゆう くずはら 

利用定員 9名 5名 5名 4名 6名 

稼働目標（％） 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

稼働延日数 365日 

職員配置人数（予算人員） 職員 3名（サービス管理者）+世話人 21名 

常勤換算数 2.23名 1.65名 1.8名 1.65名 1.65名 

 

５ 年間予定（法人全体研修・行事等を除く） 

 研修等 行事等 

5月  避難訓練 

6月 スキルアップ研修  

7月  七夕会、おそごう行事、避難訓練 

8月  こうゆう行事、ぜんぎょう行事 

9月 住まいと暮らしの連絡会主催研修 くずはら行事、避難訓練 

10月 湘南東・西地区合同研修会 ハロウィン会、たかくら行事、 

11月 人権擁護・虐待防止研修 避難訓練 

1月 住まいと暮らしの連絡会主催研修 新年会、避難訓練 

3月  避難訓練 

 

６ 主な会議等（法人全体会議を除く） 

会議名等 開催日 備考 

藤沢サンライズ G連絡会 

虐待防止委員会 

毎月第 1・第 3 火曜 サンライズ職員 

各ホームの世話人会 

個別支援検討会議 

毎月第 2週（月・火・木・金） サンライズ職員+世話人 

利用者ミーティング 奇数月 月末週（月～金） サンライズ職員+利用者 

 

 



【5ヵ年事業計画】
基本姿勢

①人権の尊重 経営理念３つの目標 理念の浸透(朝礼にて唱和） 継続性 組織性 浸透性

（２、障害者への差別と偏見の除去） 利用者主体

②サービスの質の向上（KSM) 経営理念５つの展開 リスク低減によるサービスの質の向上 透明性 継続性 組織性

（２、たゆまぬ研修とサービス技術の向上） 業務マニュアルの見直し ↓ ↓ ↓

・ヒヤリハット週間の実施

中期経営方針

⇒レベル評価の推進 ↓ ↓ ↓

第三者評価の拡大

③地域との関係の継続 経営理念３つの目標 地域住民との連携による取り組み強化 公益性 非営利性 ↓

（１、地域住民の意識改革に努めるとともに 大規模災害時における福祉避難所としての機能 ↓ ↓ ↓

地域福祉の核機能をはたしてゆく） 業務マニュアルの見直し ↓ ↓ ↓

中期経営方針

（その他：貢献活動（地域・社会・国際）の推進）

④生活環境・利用環境の向上 経営理念５つの展開 住環境改善のための設備改修の取り組み 継続性 主体性 ↓ ・各所故障箇所の迅速な修繕

（３、生活改善の運動を開花、充実させてゆく）

中期経営方針 ・活動メニューの再構築

（4月～希望の郷2Fへ移動）

⑤地域における公益的な取組の推進 経営理念５つの展開 公益性 非営利性 開拓性

（２、「地域貢献」「困りごとの解決」のために

率先して取り組む）

中期経営方針

（その他：貢献活動（地域・社会・国際）の推進）

⑥信頼と協力を得るため情報発信 経営理念３つの目標 ホームページの有効活用 透明性 公益性 主体性

（１、地域住民の意識改革に努めるとともに

地域福祉の核機能をはたしてゆく）

中期経営方針

（広報活動による積極的取組）

⑦トータルな人材マネジメントの推進（KSM)経営理念５つの展開 キャリアパスの明確化による働き甲斐強化 継続性 組織性 効率性 ・個人資格取得の奨励

（２、たゆまぬ研修とサービス技術の向上） 人材の育成（中間管理職への教育強化） ↓ ↓ ↓ ・業務必須資格の計画的な取得

中期経営方針 ・制度の理解促進

（組織の適正化と機能向上） ・職員研修受講の推進

⑧人材の確保に向けた取組の強化 経営理念５つの展開 専門校・地方校とのパイプ作り ↓ ↓ ↓ ・多様な実習生の受入れ ・多様な実習生の受入れ

（２、たゆまぬ研修とサービス技術の向上） （高校・大学・専門学校生、資格養成等）

中期経営方針 事業継続のための人材確保検討（BCP) ↓ ↓ ↓

（組織の適正化と機能向上）

⑨人材の定着に向けた取組の強化 経営理念５つの展開 人事考課の見直し ↓ ↓ ↓ ・定期的な面談手法の立案

（２、たゆまぬ研修とサービス技術の向上）

中期経営方針 業務的コミュニケーション力の向上 ↓ ↓ ↓ ・適当なチーム編成

（組織の適正化と機能向上） ・温かみのある職場の雰囲気

⑩人材の育成（KSM) 経営理念５つの展開 倫理性 ↓ ↓ ・的確な指導と助言

（２、たゆまぬ研修とサービス技術の向上） 人材育成の仕組みづくりと実行 ・適切な業務分担

中期経営方針

（組織の適正化と機能向上）

⑪コンプライアンスの徹底 経営理念５つの展開 法令遵守教育と評価 透明性 倫理性 組織性 ・管理者からの時事の放談

⑫組織統治の確立 （KSM) （本部役員は安定した財政と柔軟な経営、適切な 経営方針の明確化・ストーリー性（理解度向上） ↓ 主体性 ↓

ニーズに対応ができるよう、積極的にその任務 ⇒内部監査制度の確立 ・制度の理解促進

⑬健全な財務規律の確立（KSM) を果たす） マネジメント力の強化（KMI、KPI,KAI)の推進 継続性 非営利性 効率性 ・チェックポイントの洗い出し、確認

中期経営方針 ⇒コストツリーからのロス削減活動

⑭経営者としての役割（KSM) （法人の経営基盤安定化と強化） 階層別役割明確化と実行体制強化 開拓性 主体性 機動性

在宅福祉部中期計画（マスタープラン：２０１７～２０２１年）

インプット
１４の長期ビジョン（アクションプラン2020) 法人「経営理念.と経営方針」との関係性 活動テーマ（インプット） 狙い（アウトプット） ２０１７年度 ２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 ２０２１年度

・業務ﾏﾆｭｱﾙの改正 ⇒

・ﾋﾔﾘﾊｯﾄの定着・KYT活動推進

・新規業務ﾏﾆｭｱﾙ作成

１．利用者
に対する基
本姿勢

・業務の振返りチェックの継続 ・左記チェックの継続 ⇒

・虐防委の機能強化 ・人権意識の定期的な確認 ⇒

・地域資源の掘り起し

・多様な当事者受入を目的とした

提供サービス内容の再構築

・ﾆｰｽﾞに対応できる送迎体制

（組織の適正化と機能向上（１）利用者へのサー
ビスの質の向上）

・ケース受入れ件数の拡充

・送迎体制の再構築

・4M分析から業務改善活動を実施

⇒

・多様な利用者像への対応

４．マネジメ
ントに対す
る基本姿
勢

⇒ ⇒

⇒ ⇒人権について定期的な意識確認（県通知等利用）

・人事考課面談年2回（課長）

・職員意識調査年1回（部長）

・日常的な報連相の充実

３．福祉人
材に対する
基本姿勢

安心・信頼して相談できる窓口の設置
いつでも、誰でも、相談したい
ときに相談できる体制の準備

いつでも、誰でも、相談したい
ときに相談できる体制の整備

⇒ ⇒ ⇒

（組織の適正化と機能向上（１）利用者へのサー
ビスの質の向上）

２．社会に
対する基本
姿勢

地域情報取得（多方面における情報）からの公
益の取り組み推進

・地域活動への参画

・福祉避難所準備

・業務マニュアルの見直し

⇒

・地域と協働した活動の推進

⇒ ⇒ ⇒

⇒

⇒ ⇒

⇒

・在宅生活を支える関係機関との連携

・新活動メニューの提案・実施

⇒ ⇒

・在宅生活を支える関係機関との連携 ⇒ ⇒

・大規模修繕準備 適切な配置

・サービスに繫ぐ相談員の

　・利用ﾆｰｽﾞ調査① 　・調査②、ﾍﾙﾊﾟｰ人材確保 ⇒ ⇒

・ﾆｰｽﾞに合わせた福祉ｻｰﾋﾞｽの提案 ⇒ ⇒ ⇒

⇒ ⇒

・FB・HPを利用した情報の拡散

・パンフレットのリニューアル

　・事業所案内のﾘﾆｭｰｱﾙ ⇒ ⇒ ⇒

・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを利用した情報の発信

　・毎月の更新

⇒ ⇒ ⇒

（危機管理、地域イベント等）

⇒ ⇒ ⇒

・安定した機能訓練の提供 ⇒ ⇒

⇒

・個人資格取得の奨励

・業務必須資格の計画的な取得

・制度の理解促進

⇒ ⇒ ⇒

⇒ ⇒ ⇒

⇒ ⇒ ⇒

・研修受講の推進 ⇒ ⇒ ⇒

⇒ ⇒ ⇒

⇒ ⇒ ⇒

・利用率向上への取組み

・収支ﾊﾞﾗﾝｽを意識した運営

⇒ ⇒ ⇒

⇒ ⇒ ⇒

⇒ ⇒

・職場改善の3S活動の継続

・老朽箇所の計画的な修繕

・大規模修繕準備(管理部と協働) ⇒

⇒ ⇒⇒・安定した職場定着率の推進

⇒ ⇒ ⇒

・福祉サービスの理解促進 ⇒ ⇒ ⇒

・講演、研修、出張講座の実施 ⇒ ⇒ ⇒

⇒ ⇒ ⇒

⇒ ⇒ ⇒

⇒ ⇒ ⇒

⇒ ⇒ ⇒

（高校・大学・専門学校生、資格養成等）

・事業継続に必要な人材発掘の視点

・担当者の責任による業務運営

・働きやすい柔軟な勤務環境を整備

・人材発掘の視点

・的確な指導と助言

・適切な業務分担

・担当者の責任による業務運営

・温かみのある職場の雰囲気

⇒

⇒ ⇒ ⇒

⇒ ⇒ ⇒

⇒ ⇒ ⇒

⇒ ⇒

2
6
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2018年度 在宅支援センター年度計画 

 

１ 年度方針 

在宅支援センターは、個々の障害特性に応じた支援が提供できるよう、職員研修体制の充

実を図り、より専門性を高めた支援を実施していく。 

また、地域での在宅生活を支え、その人らしい安定した日常生活を送ることができるよう、

利用者・家族に定期的な面談を行い、他職種との連携を更に進め、現実的・具体的なサポー

トを展開できるようにする。 

年度重点項目として、設備面の老朽化に対する中期的な計画を立案する。また、通所事業

の利用率向上と養護学校卒業後の進路先のニーズを勘案し、見学・実習の受入れや職員派遣

等行い、新規利用に繋げていく。 

 

２ 実施事業 

（１）湘南希望の郷ケアセンター    ：生活介護 

（２）児童デイサービスセンターおそごう：放課後等デイサービス 

（３）希望の郷ヘルパーステーション：居宅介護・重度訪問介護・同行援護 

    訪問介護（介護保険法）、移動支援（市町村事業） 

 

３ 事業計画 

（１）利用者に対する基本姿勢 

①法人理念や倫理規程を朝礼で読み上げ、人権を尊重した基本姿勢を保持する。 

②チェックシートを用いた業務の振り返りを年 2 回実施する。結果を数値化することで

個々の支援状況を確認すると共に事業所の傾向を共有し、人権擁護意識を高める。 

③ヒヤリハットレポートを有効活用できるよう、毎月一人 1件以上の提出を目標とする。

発生日時・場所・対象者・内容等の分析、数値化を進め、誰もが危険予知の意識化が図

れるようにする。併せて年間 5件以上、具体的な改善につなげる。 

④ＫＹＴ（危険予知トレーニング）を 2ケ月毎実施し、危険予知の意識・感性の向上に努

める。 

⑤自力通所が困難な利用者のニーズに対応できるよう、送迎体制について通所事業全体

で連携を強化する。（生活介護・放デイ） 

⑥季節感が体感でき、楽しい時間が共有できるよう、季節行事を新規に 1 つ以上実施す

る。（生活介護・放デイ） 

 ⑦災害を想定した避難訓練について、サービス提供場所に対応した内容を実施する。 

⑧在宅生活を支える福祉サービスの提供を目的に、必要に応じて市内連絡会などの参加

を継続し、法人内外の他職種が連携した支援体制を構築する。 
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（２）社会に対する基本姿勢 

①福祉人材の育成として、社会福祉士・介護福祉士・保育士等の各種実習は可能な限り受

け入れると共に、1名の実習指導者養成を行う。 

②特別支援学校の進路担当教諭と密に連携を行い、生徒が求める福祉サービスのニーズ

を捉え、在学中や卒業後の日中活動や在宅生活支援の機能を強化する。 

③福祉サービスの理解促進を目的に、教育機関・民生委員・福祉団体等の見学を積極的に

受け入れ、関係性を深める。 

④希望の郷短期入所と在宅支援センター通所事業との連携サービスは、在宅生活を支え

る上で利便性が高く有効であることをパンフレットやホームページ等で広く周知し、

利用率の向上に繋げる。 

⑤法人ホームページは毎月 1回更新を目標とし、行事の様子等、事業所の活動を広く知っ

てもらうことで地域の理解がより得られるよう努める。 

⑥災害等、有事の際にスムーズな連携･協力が行えるよう、周辺地域のイベントへ参加す

るなど、顔の見える関係作りを意識した活動を行う。 

 

（３）福祉人材に対する基本姿勢 

①常勤、非常勤職員と管理職が定期的に個別面談を実施することで、人材育成の課題把握

や、風通しの良い職場風土づくりを行う。 

②職員個々の育成課題に則した外部研修に年 1 回以上参加し、専門性の向上を図る。ま

た、強度行動障害支援者養成研修受講を進めるなど、障害特性理解を深め、幅広い対応

力の向上を図る。 

③権利擁護や礼節についての研修を年１回受講し、倫理性・社会性の向上を図る。 

④高齢化を課題とする登録ヘルパーの求人活動を継続し、徐々に世代交代を進める。70代

以上の登録ヘルパーについては適時面談等を実施し、適性を確認する。 

 

（４）マネジメントに対する基本姿勢 

①3Ｓ（整理・整頓・清掃）活動を継続し、良好な職場環境を維持していく。 

②ケアセンター棟の老朽化が著しいことから、利用者の安全を考慮して、改修計画等につ

いて関係部署と協議・検討する。 

③ワークライフバランスを重視した取り組みとして、効率的な事務処理や定時退社を継

続して励行する。また職場定着率向上を目的に、年次有給休暇を前年以上に取得出来る

よう体制を整備していく。 

④利用率向上への取り組みや収支バランスを意識した運営を、職員会議で定期的に確認

していく。 
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４ 数値目標 

ケアセンター（生活介護） 利用定員 20名 

稼働目標（％） 100% 稼働延日数 250日 

職員配置人数（予算人員） 12名 常勤換算数 9.3名 

 

児童デイおそごう（放課後等デイサービス） 利用定員 10名 

稼働目標（％） 100% 稼働延日数 236日 

職員配置人数（予算人員） 3名 常勤換算数 3名 

 

ヘルパーステーション 居宅（重訪） 同行援護 移動支援 訪問介護 

利用時間/月 90 1600 62 20 

利用実人数（延べ人数） （12） （61） （9） （4） 

稼働延日数 365日 

職員配置人数（予算人員） 4名 ヘルパー職員 45名 

 

５ 年間予定（法人全体研修・行事等を除く） 

 研修等 行事等 

4月 新任職員研修 お花見 

5月 礼節研修 利用者・家族懇談会、カーネーション作り 

こどもの日会 

6月  利用者外出行事 

7月 権利擁護研修 利用者外出行事、七夕会、スイカ割り 

8月  水泳・買い物外出・調理 

9月  利用者外出行事、ススキ狩り・どんぐり拾い 

10月  身障協ローリングバレー大会、ハロウィン 

11月  身障協ステージ発表、落ち葉拾い 

12月  クリスマス会・調理 

1月  初詣・新春お茶会、身障協作品展示会 

2月  節分・豆まき、身障協卓上競技大会 

3月  卒業制作、ひな祭り 
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６ 主な会議等（法人全体会議を除く） 

会議名等 開催日 備考 

ケアセンター職員会議 毎月第 3土曜日 個別支援計画検討、モニタ

リング会議、虐待防止委員

会含む 

おそごう職員会議   〃 

ヘルパー職員会議 毎月第 4週 

在宅支援センター会議 毎月第 2月曜日 課長以上 

在宅福祉部会議 毎月第 4月曜日 担当部長以上 

ヘルパー全体連絡会 4月・7月・10月・1月 研修実施 

ヒヤリハット週間 毎月第 3週  
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2018年度 総合相談支援センター年度計画 

 

１ 年度方針 

総合相談支援センターは、以下の 3点を重点目標として掲げて職員一同取り組む。 

一つ目は、法人内外の障害・高齢の相談支援事業の連携を強化することで、相談者のニー

ズを正確に把握し、チームアプローチすることで必要な福祉サービス・制度またはインフォ

ーマルな資源に繋ぎ、相談者が自分らしくいきいきと生活できるよう支援する。二つ目は、

視覚障害や高次脳機能障害の方々への支援スキルを持つ法人内の事業所と密に連携し、法

人の特色を活かした質の高いサービスを提供する。三つ目は、計画相談員の確保・定着・育

成を行い、2020 年に藤沢市が予定している相談支援体制の改編に備え、安定した事業運営

ができるよう準備を進める。 

 

２ 実施事業 

（１）藤沢障がい者生活支援センターかわうそ（以下、かわうそ） 

：障がい者相談支援事業・指定計画相談支援事業・指定障害児相談支援事業 

指定一般相談支援事業 ・心のバリアフリー推進事業 

（２）藤沢市高次脳機能障がい者相談支援事業所チャレンジⅡ（以下、チャレンジⅡ） 

：障がい者相談支援事業 

（３）湘南台地域包括支援センター（以下、包括） 

：藤沢市包括的支援事業・介護予防ケアマネジメント事業・介護予防支援事業 

（４）光友会ケアマネージメントセンター（以下、ケアマネ）：居宅介護支援事業 

 

３ 事業計画 

（１）利用者に対する基本姿勢 

 ①相談者がいつ来ても相談でき、迅速に適切な福祉サービスや制度に繋げられるよう、営

業時間内は事務所に相談員が常駐する。（かわうそ・包括） 

②北部総合相談室・包括支援センター・障害相談窓口が同じフロアにある強みを活かし、

ワンストップで相談を受けとめられるよう、連携を強化する。（かわうそ・包括） 

③訪問・来所相談等から早期に情報把握をし、関係機関等と連携して各々の機関の支援上

の強みを活かした役割分担をして個別・世帯支援に対応する。（共通） 

④地域ケア会議・包括関連の連絡会議・総合支援協議会関連の部会等で情報交換すること

で、支援機関同士の顔の見える関係を築き、支援ネットワークを構築する。（共通） 

⑤2020 年に委託・計画相談の兼務が廃止になることを見越して、計画相談員を少なくと

も 1名以上増員し、年度中に 25名の新規契約を目標とする。（かわうそ） 
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⑥高齢者の消費者トラブルや虐待を防ぐため、身近な相談相手として地域包括支援セン

ターを活用してもらえるよう月 1 回、民生児童委員定例会や各サロン等で地域の高齢

者に向けて情報提供する。（包括） 

⑦総合相談業務やネットワーク構築などの地域作り等、包括的支援事業を中心に業務を

展開する中で、当センターでは月間平均給付管理数の目標を 250件とする。（包括） 

 

（２）社会に対する基本姿勢 

①新たに作成したパンフレットを市内の各市民センターや地域包括支援センター、地区社

会福祉協議会、障害関係の支援機関等に配布・設置をして相談支援機能の周知活動をし、

月間の来所相談件数の目標を 15件とする。（かわうそ） 

②市民向け講演会や出張講座等の形式で、藤沢市心のバリアフリー講習会を年度中に 3 回

実施する。（かわうそ・チャレンジⅡ） 

③地域ケア会議・包括関連の会議・総合支援協議会関連の部会等に参画し、情報交換する

ことで、支援機関同士の顔の見える関係を築き、支援ネットワークを構築する。（共通） 

④年度中 1 回以上、市内日中活動系事業所を含めた高次脳機能障害者支援に関する事例検

討会を開催することで、高次脳機能障害者の受入促進に繋げる。（チャレンジⅡ） 

⑤年度中 2回以上、地域包括支援センターや支援団体、自治会等が開催する会合に出向き、

高次脳機能障害の専門相談支援事業所としての機能を周知する。（チャレンジⅡ） 

⑥地域の情報や相談が入りやすい関係づくりのため、地域住民・各サロン・老人会・自治

会・公園体操等へ地域包括支援センターの役割を周知し、住民が参画しやすく、地域包

括ケアシステム構築に向けて取り組んでいく。（包括） 

⑦ケアマネジャーと民生児童委員の連携強化のため、年 1回当センター主催で交流の場を

企画する。（包括） 

⑧ケアマネサロンや当センター主催の研修会を年 3回開催し、ケアマネジャーが相談しや

すい関係づくりをすすめる。（包括） 

 

（３）福祉人材に対する基本姿勢 

①相談業務・福祉制度に関する知識や技術の習得のため各自が随時、自己研鑚をしてい 

くとともに、総合相談支援センター内で自主研修を年 1回以上企画し、相談援助スキル

や福祉職員としての意識向上に取り組む。（共通） 

②上位職員によるスーパーバイズを積極的に行う。特に新人や経験の浅い職員には、明快

で達成可能な目標を設定し、段階的にスキルを身に付け、相談職として自信が持てるよ

うに育成する。（共通） 

③年間一人 2 回以上外部研修を受講し、職員の資質向上に取り組む。受講後は報告書を回

覧、または内容を発表することで研修内容を共有する。（共通） 
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（４）マネジメントに対する基本姿勢 

①3Ｓ（整理、整頓、清潔）活動として、半年に１回、書棚や HDD内の整理を行い、資料・

記録を種別ごとに分かりやすく整頓し、すぐに閲覧できる・取り出せる等、業務の効率

化を図る。不要備品等は破棄または、必要としている部署に移動する。（共通） 

②月毎のヒヤリハット報告を、一人一件以上提出する。（共通） 

③地域のニーズや事業の採算性を考慮して、総合相談支援センター内の事業を整理し、人

材をより必要な部署に配置する。（共通） 

 

４ 数値目標 

藤沢障がい者生活 

支援センター 

委託相談 

（かわうそ） 

委託相談 

（チャレンジⅡ） 

計画相談 居宅介護支援 

契約者（目標）   130人 35人 

稼働延日数 245日 245日 245日 62日 

職員配置人数（予算人員） 3人 2人 5人 1人 

常勤換算数 2.1人 1.5人 2.9人 1.0 

 

湘南台地域包括 

支援センター 

藤沢市包

括的支援

事業 

介護予防支援事業 介護予防 

ケアマネジメント事業 

介護予防支

援事業（元

気サロン） 総数 包括プラン 総数 包括プラン 

年間目標件（回）数  1,200件 280件 2,000件 570件 24回 

稼働延日数 245日 

職員配置人数（予算人員） 5人 常勤換算数 4.2人 

 

５ 年間予定（法人全体研修・行事等を除く） 

 研修等 行事等 

6月  ケアマネサロン 

7月 バリアフリー講習会 公園体操大会 

9月 総合相談支援センター内部研修  

10月 バリアフリー講習会 四季だより発行 湘南台まつり 

11月 視覚障害者リハビリ体験会  

1月 バリアフリー講習会  

2月 チャレンジⅡ事例検討会 四季だより発行 
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６ 主な会議等（法人全体会議を除く） 

会議名等 開催日 備考 

総合相談支援センター会議 毎月第２月曜日 課長以上 

包括職員会議 毎月第４金曜日 虐待防止委員会兼ねる 

支援センター会議 毎月第３土曜日 虐待防止委員会兼ねる 

在宅福祉部会議 毎月第４月曜日 担当部長以上 
 



【5ヵ年事業計画】
基本姿勢

①人権の尊重 経営理念３つの目標 理念の浸透 継続性 透明性 組織性 理解度調査

（２、障害者への差別と偏見の除去） 職員の意識改革の推進 研修会 研修会 研修会 研修会

②サービスの質の向上（KSM) 経営理念５つの展開 障害特性に応じた支援の徹底 継続性 透明性 組織性

（２、たゆまぬ研修とサービス技術の向上） ↓ ↓ ↓

保護者支援（保護者教室）の充実・強化 ↓ ↓ ↓

中期経営方針 RMに基づく安心安全なサービスの提供 ↓ ↓ ↓ HHの励行とリスク可視化

継続的な業務改善によるサービスの質の向上 ↓ ↓ ↓ 継続的な業務改善

③地域との関係の継続 経営理念３つの目標 公益性 非営利性 開拓性 地域との関係づくり イベントの実施・参加型 イベントの実施・参加型 イベントの実施・参加型

（１、地域住民の意識改革に努めるとともに 大規模災害時における福祉避難所としての機能 ↓ ↓ 避難場所として機能継続

地域福祉の核機能をはたしてゆく） 公益的取組みとしての研修機会の提供 ↓ ↓ ↓ 地域向け研修会の開催 太陽の家セミナー開催 定期的なセミナー定着

中期経営方針

（その他：貢献活動（地域・社会・国際）の推進）

④生活環境・利用環境の向上 経営理念５つの展開 継続性 主体性 開拓性

（３、生活改善の運動を開花、充実させてゆく） 老朽施設の定期的な修理・改修 ↓ ↓ 老朽部分の修理・改修

中期経営方針 市に対する再整備促進の働きかけ ↓ ↓ ↓ 市への要望・働きかけ

↓ ↓

⑤地域における公益的な取組の推進 経営理念５つの展開 継続性 公益性 非営利性

（２、「地域貢献」「困りごとの解決」のために 地域の支援者や保護者に対する研修機会の提供 ↓ ↓ ↓ 地域への研修機会提供

率先して取り組む） 情報発信力の強化 継続性 透明性 組織性

中期経営方針 太陽の家セミナーの企画・開催 ↓ ↓

（その他：貢献活動（地域・社会・国際）の推進）

⑥信頼と協力を得るため情報発信 経営理念３つの目標 継続性 公益性 非営利性

（１、地域住民の意識改革に努めるとともに 福祉情報の発信による地域の福祉文化の醸成 ↓ ↓ ↓ 不定期に発信 不定期に発信 不定期に発信 不定期に発信 不定期に発信

地域福祉の核機能をはたしてゆく） 学園だよりの定期的な発行 ↓ ↓ 毎月発行・見直し 毎月発行・見直し 毎月発行・見直し 毎月発行・見直し 毎月発行・見直し

中期経営方針 ↓ ↓

（広報活動による積極的取組）

⑦トータルな人材マネジメントの推進（KSM) 経営理念５つの展開 継続性 組織性 効率性

（２、たゆまぬ研修とサービス技術の向上） 人材の育成（リーダー層の育成） ↓ ↓

中期経営方針

（組織の適正化と機能向上）

⑧人材の確保に向けた取組の強化 経営理念５つの展開 専門校・地方校とのパイプ作り ↓ ↓ 非営利性

（２、たゆまぬ研修とサービス技術の向上） 情報発信力の強化による地域へのアピール ↓ ↓ ↓ 太陽の家セミナー開催

中期経営方針 ↓ ↓ ↓

（組織の適正化と機能向上）

⑨人材の定着に向けた取組の強化 経営理念５つの展開 ワークライフバランスに配慮した職場環境の改善 継続性 組織性 効率性

（２、たゆまぬ研修とサービス技術の向上） 業務改善による効率的な事務処理の徹底 ↓ ↓ ↓

中期経営方針 研究活動を醸成する雰囲気作りの推進 ↓ ↓

（組織の適正化と機能向上） ↓

⑩人材の育成（KSM) 経営理念５つの展開 魅力ある職場環境の整備 ↓ ↓ ↓ キャリアパスの整備

（２、たゆまぬ研修とサービス技術の向上） ＯＪＴの仕組みつくり ↓ ↓ 人材育成の現状把握 人材育成計画の作成 レベル評価と計画の見直し

中期経営方針

（組織の適正化と機能向上）

⑪コンプライアンスの徹底 経営理念５つの展開

⑫組織統治の確立 （KSM) （本部役員は安定した財政と柔軟な経営、適切な

ニーズに対応ができるよう、積極的にその任務

⑬健全な財務規律の確立（KSM) を果たす）

中期経営方針

⑭経営者としての役割（KSM) （法人の経営基盤安定化と強化）

４．マネジメ
ントに対す
る基本姿
勢

３．福祉人
材に対する
基本姿勢

キャリアパスの整備 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

年間12回(96人)実施

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

⇒ ⇒

研究活動の雰囲気作り 研究発表大会への参加 ⇒ ⇒ ⇒

ＥＡＰの実施による心の健康への配慮 年間12回(96人)実施 年間12回(96人)実施 年間12回(96人)実施 年間12回(96人)実施

WLBへの配慮 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

業務のスリム化 定時退勤意識の定着 ⇒ ⇒

地域への研修機会提供 定期的なセミナー定着 ⇒ ⇒

実習生の積極的な受け入れ 年間10名以上受け入れ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

学校訪問 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

SNSを利用した迅速な情報発信 評価・見直し 評価・見直し 評価・見直し 評価・見直し 評価・見直し

⇒ ⇒

地域への研修機会提供 太陽の家セミナー開催 定期的なセミナー定着 ⇒ ⇒

運営開始

２．社会に
対する基本
姿勢

地域の方を対象としたアート講座の実施 年間８回実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

太陽の家セミナー開催 定期的なセミナー定着

モデル公開研修１回 モデルセミナー２回 太陽の家セミナー３回

⇒ ⇒ ⇒ 再整備の確定

（組織の適正化と機能向上（１）利用者へのサー
ビスの質の向上）

グループホーム・ショートステイの設置 構想案の検討 ⇒ 具体案確定 GH・SSの設置

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

⇒ ⇒

⇒ ⇒

災害対策・地域イベントの共催

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

⇒

(モデル実施30％) (モデル実施60％) (園内全体100％)

１．利用者
に対する基
本姿勢

構造化クラスの導入 構造化支援の般化 構造化支援の定着 ⇒

保護者教室の定着 保護者教室の充実 保護者支援の充実・強化 ⇒ ⇒

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

（組織の適正化と機能向上（１）利用者へのサー
ビスの質の向上）

⇒ ⇒

藤沢南地域福祉部中期計画（マスタープラン：２０１７～２０２１年）

インプット
１４の長期ビジョン（アクションプラン2020) 法人「経営理念.と経営方針」との関係性 活動テーマ（インプット） 狙い（アウトプット） ２０１７年度 ２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 ２０２１年度

3
5
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2018年度 太陽の家しいの実学園年度計画 

 

１ 年度方針 

児童発達支援センターの 3つの柱は、①質の高い児童発達支援、②保護者支援の充実、③

地域に対する支援である。2017 年度、①及び②については、自閉症等の発達障害児に対す

る構造化クラスの新設、保護者教室の充実強化等により、一定の成果をあげることができた。 

2018 年度は、藤沢市の障害児の中核施設として、地域の支援者を対象にした公開講座の

開催や相談支援の充実・強化等、③に力点を置いた取り組みを行う。 

また、入園児童の増加に伴い、2018 年 4 月、しいの実学園に児童発達支援事業所（キャ

ロット）を新たに開設し、その運営をスムーズに進め、待機児童の発達支援の充実を図る。

また、地域の障害児支援機関等に対する支援や連携、障害児相談支援や保育所等訪問支援の

充実を図り、児童発達支援センターとして、一層の機能強化を目指す。 

 

２ 実施事業 

（１）児童発達支援センター（しいの実学園 児童福祉法） 

（２）児童発達支援事業（キャロット 児童福祉法） 

（３）障害児相談支援事業・計画相談事業（児童福祉法・障害者総合支援法） 

（４）保育所等訪問支援事業（児童福祉法） 

 

３ 事業計画 

（１）利用者に対する基本姿勢 

①個々の児童の障害特性の理解を深め、障害特性に応じた支援の徹底を図る。 

②構造化クラス（たんぽぽ組）の構造化の見直し（再構造化）を継続的に行い、より特性

と個別実態に即した療育環境の設定に配慮する。 

③自閉症等の発達障害児の在籍するすみれ組・れんげ組・もも組は、積極的に構造化支援

を取り入れ、障害特性に応じた療育支援を進める。  

④保護者の障害理解や養育上のポイント等の理解を促し、保護者が安定した養育環境を

確保できるように保護者教室等による保護者支援の充実を図る。 

⑤家庭での養育環境の改善を図るため家庭訪問による保護者支援を開始し、特性に配慮

した養育環境を設定する。（5ケース） 

⑥モデルケース事例として、保育園等の平行通園児の通園先に出向き、検討会を設定する

など当該児童の保育上の支援を行う。 

⑦入園児童の増加に伴い、児童発達支援事業所（キャロット）を新たに開設し、待機年少

児童（15名）の発達支援の充実を図る。 
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⑧ヒヤリハットレポート提出（1人 1ヶ月 1件以上）の励行を図り、リスク情報を共有す

ることによって、リスクの芽を摘み、安心安全な支援に努める。 

⑨事故が発生した場合は、ＳＨＥＬＬモデル等によりリスク分析を行い、事故発生要因を

把握し、再発防止を徹底する。 

⑩ＫＹＴを 2ケ月に 1回実施し、危険予知の意識・感性の向上に努める。 

⑪昨年度に立ち上げた役員会を活用し、保護者の園運営方針等の理解を促すとともに、各

種行事等の保護者協力を一層推進する。 

 

（２）社会に対する基本姿勢 

①地域の児童発達支援事業所、放課後等デイサービス、幼稚園や保育園等の関係機関等の

職員を対象とした公開講座を年 3回開催し、発信力の強化に取り組む。 

②積極的に研修会を企画・開催して、魅力ある福祉職場であることを地域にアピールし、

有能で熱意のある人材が集まるような職場環境を整備する。 

③地域の保育園等、児童発達支援・放デイ等、各種事業所との連携を図り、当園を中心と

した障害児支援のネットワーク作りに努める。 

④毎月発行している園便りを地域交流・地域啓発の手段として、効果的な情報発信と捉え、

配布先を 5ケ所以上拡大する。 

⑤大学、短大、専門学校等の福祉従事者養成のための実習先として、積極的に実習生を受

け入れる。 

⑥センター機能の拡充を図るため、障害児相談支援員を 1 人から 2 人体制とし、園に在

籍する児童の計画相談の関わる割合を 30%とする。（2017年度；4％） 

⑦保育所等訪問支援事業の契約児童数を 5人とする。（2017年度；4人） 

 

（３）福祉人材に対する基本姿勢 

①発達障害児支援のスーパーバイザーを年 3回定期的に招聘し、具体的な指導・助言を受

けることによって、療育の質の向上を図る。 

②スーパーバイザーの助言や研修等で学んだ視点等、課題意識を持って業務に取り組む

姿勢を大切にして、業務改善や療育内容の質の向上を図る。 

③前年度から実施している先進施設への現任研修（2ケ月に 1人）を継続することによっ

て、療育のあり方を考える機会を確保し、支援力の向上を図る。 

 

（４）マネジメントに対する基本姿 

①従前のやり方を単に踏襲するのではなく、子ども目線、保護者ニーズ、障害特性を踏ま

え、適宜、支援内容を見直して、サービスの質の向上に努める。 

②送迎バスの遅延連絡のメールシステムの活用やバス添乗表や食事出欠表等の作成につ

いて表計算機能を活用するなど業務の効率化を進める。 
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③効率的な事務処理を奨励して定時退社を励行し、職場定着率 90％に取り組む。 

 

４ 数値目標 

 児童発達支援 C 

（しいの実学園） 

児童発達支援事業所 

（キャロット） 

障害児 

計画相談 

保育所等 

訪問支援 

利用定員 60名 10名   

稼働目標（％） 100% 100% 100名（契約者数） 48件（4名） 

稼働延日数 235日（週 5日） 188日（週 4日） 235日 235日 

職員配置人数（予算人員） 42名 3名 2名 2名 

常勤換算数 36.75名 3名 2名 2名 

 

５ 年間予定（法人全体研修・行事等を除く） 

 研修等 行事等 

4月 新任職員研修（発達障害の理解と対応） 入園式・全体懇談会 

5月 ASDを知ろう・SVコンサルテーション 個人面談（10～18）・クラス懇談会(21～25) 

6月 松風園現任研修 太陽の家まつり・合同リズム 

7月 人権・虐待研修 保護者参観 

8月 自閉症療育者トレーニングセミナー 夏季休業・白浜プール・個人面談(27～31) 

9月 てんかん研修・松風園現任研修 個人面談(3～4)・秋まつり 

10月 SVコンサルテーション 運動会・さつま芋堀り 

11月  さつま芋掘り・保護者参観 

12月 松風園現任研修 お楽しみ会・冬季休業 

1月 SVコンサルテーション 個人面談(28～31) 

2月 松風園現任研修 新入園保護者面談(12～21)・合同リズム 

3月  新入園児説明会・クラス懇談会・卒園式 

 

６ 主な会議等（法人全体会議を除く） 

会議名等 開催日 備考 

職員会議 毎月第 2水曜日 しいの実学園の全職員 

運営会議 毎月第 1火曜日 園長・課長・主任級 3人 

リーダー会議 毎月第 3木曜日 各クラスの主任出席 

個別支援計画検討会 前期 10回・後記 10回実施 児発管・クラス担当・訓練士 

藤沢南地域福祉部内会議 毎週木曜日 担当部長以上 
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2018年度 太陽の家藤の実学園年度計画（体育館含む） 

 

１ 年度方針 

太陽の家藤の実学園は、利用者が、より自分らしく、自己選択、自己決定のもと日中活動

が送れるよう、構造化をはじめとした、障害特性に応じた支援を展開しながら、環境整備、

職員の専門性の向上を進める。また、働きやすく、風通しの良い職場風土づくりを目指し、

心身共に安定した業務への取り組み、職員個々の力がより発揮できる体制整備を進める。 

社会貢献活動としては、地域交流や、情報発信を積極的に進め、地域の活性化の一端を担

う施設づくりを推進する。 

太陽の家体育館については、障害者スポーツの普及及び障害者と健常者とのスポーツを

通した交流の場及び、両学園利用児者の生活支援としての役割を担っていく。 

 

２ 実施事業 

（１）太陽の家藤の実学園：生活介護事業 

（２）太陽の家体育館：体育館運営事業 

 

３ 事業計画 

（１）利用者に対する基本姿勢 

①法人の倫理規程を毎週 1回朝礼時に読み上げ、人権を尊重した基本姿勢を保持する。 

②支援者調査シートを 2ケ月毎に実施する。シートの傾向を数値化、共有することで、人

権擁護意識を高める。 

③ヒヤリハットレポートの提出は毎月 40件以上を目標とし、それらを数値化することで

危険予知の意識化を図り、安心、安全なサービス提供につなげる。 

④ＫＹＴを 2ケ月に 1回実施し、危険予知の意識・感性の向上に努める。 

⑤年 3回の自主点検を含む避難誘導訓練のほかに、年 1回、藤沢市消防本部と連携し、避

難誘導の手順の確認、地震・煙体験などの総合防災訓練を実施する。 

⑥支援マニュアルの更新を行い、必要時に随時更新できるようなシステムを構築する。 

⑦利用者それぞれのニーズに応えられるよう、より選択制の高い外出行事を 4 種以上企

画し実施する。 

⑧送迎体制を 1 便から常時 2 便体制での送迎が実施出来る様、調整を進め、緊急時の利

用など、利便性を向上させる。 

⑨藤の実学園利用者が親亡き後も継続して地域で生活できるよう、法人本部・グループホ

ーム主管課と連携し、新しい住まいの場の検討・具体化を進める。 

⑩体育館のソフト、ハード両面の改善を把握すると共に、障害者スポーツの意向確認のた

め、アンケートを実施する。（体育館） 
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（２）社会に対する基本姿勢 

①外部講師を招き、地域の方々も対象とした創作活動「わくわくアート講座」を年間 8回

開催し地域における公益的な取り組みを推進する。 

②福祉人材の育成として、社会福祉士、介護福祉士、保育士等の各種実習は計 10名以上

受け入れる。また、模擬個別支援計画の作成等、実習内容についてもより充実させる。 

③ボランティアの受け入れは毎月延べ 30名以上を目標とし、施設の透明性、公開性の維

持につなげる。 

④法人ホームページの更新は毎月 3 回以上を目標とし、学園の活動を広く知ってもらう

ことで地域の理解がより得られるよう努める。 

⑤教育機関、民生委員、福祉団体等の見学を積極的に受け入れ、関係性を深める。 

⑥地域で開催されるバザーに年間 3回以上出店し、地域交流を深める。 

⑦避難施設体制打合せ会議にて各機関と情報共有を行い、避難施設として避難市民の生

活支援等が円滑に実施できるよう、備蓄品の管理を藤沢市と連携して行う。（体育館） 

⑧関係団体と連携し、障害者スポーツの講習会を開催し、競技内容の周知、競技技術の向

上、審判の育成などを図る。（体育館） 

 

（３）福祉人材に対する基本姿勢 

①毎月のＥＡＰ（従業員支援プログラム）を継続し職員のメンタルヘルスの維持・向上に

努め、支援力の向上を図る。 

②臨床心理士による研修会を年間 4 回実施し、アンガーマネジメント等、心理的な技  

法を知ることで、資質向上を図る。 

③常勤、非常勤職員共に半年に 1回以上、管理職による個別面談を実施し、職員会議等で

は発信しにくい意見や悩みを吸い上げる機会をつくることで、より風通しの良い職場

風土づくりを目指す。 

④職員個々の育成課題に則した外部研修に一人年 1回以上参加し、専門性の向上を図る。 

⑤特に行動障害のある利用者への適切な支援方法について、精神科医と毎月協議する場

を設けることで、職員のスキルアップを目指す。 

 

（４）マネジメントに対する基本姿勢 

①職場改善の 3Ｓ（整理・整頓・清掃）活動とともに、太陽の家 3Ｓ（スマイル・サービ

ス・セーフティー）活動を継続して推進し、良好な職場環境を推進する。 

②外部で開催される施設長会議等に参加し、交流を深めるとともに、法改正や制度変更に

ついての情報収集に努め、迅速な対応を図る。 

③重点的に取り組む課題、スリム化が必要な業務を職員会議等で協議し、効率的且つメリ

ハリのある業務実施へと繋げる。 
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④継続して効率的な事務処理、定時退社を励行していく。また年次有給休暇の取得を促進

し職場定着率 90％に取り組む。 

 

４ 数値目標 

藤の実学園（生活介護） 

利用定員 60名 

稼働目標（％） 100％ 

稼働延日数 257日 

職員配置人数（予算人員） 常勤 17名（管理者・サビ管含まず）非常勤 7名 

常勤換算数 21.6名（管理者・サビ管含まず） 

 

太陽の家体育館 

大会・教室 障害者スポーツ 

吹矢教室 

障害者 

バドミントン 

サウンドテーブル 

テニス大会 

障害者・健常者

交流卓球大会 

参加者数 延 80名（全 4回） 延 80名（全 4回） 65名 100名 

 

普及等事業 障がい者 

卓球 

フロアバレ

ーボール 

ローリング 

バレーボール 

フライング

ディスク 

レクリエーシ

ョンダンス 

アーチェリ

ー 

サウンドテー

ブルテニス 

開催回数 24回 12回 12回 12回 12回 12回 24回 

参加者数 40名 15名 30名 10名 10名 15名 20名 
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５ 年間予定（法人全体研修・行事等を除く） 

 研修等 行事等 

4月 新任職員研修・臨床心理士研修（ＯＪＴ） ハイキング・家族懇談会① 

5月 障害者制度について（ＯＪＴ） バス旅行 

6月 臨床心理士研修（ＯＪＴ） 太陽の家まつり・切手納品① 

○体スポーツ吹矢教室 

7月  家族参観・お出かけツアー① 

切手納品②水泳 

8月  切手納品③・水泳 

9月  利用者懇談会・お出かけツアー②・切

手納品④・水泳 

10月 臨床心理士研修（ＯＪＴ） 

 

運動会・家族懇談会②・一泊旅行 

○体サウンドテーブルテニス大会 

11月 臨床心理士研修（ＯＪＴ） 

 

切手納品⑤ 

○体障がい者・健常者交流卓球大会 

12月  お楽しみもちつき会 

1月  お出かけツアー③切手納品⑥・成人

の集い（対象者がいる際実施） 

2月  お出かけツアー④切手納品⑦ 

○体ローリングバレーボール講習会 

○体障がい者バトミントン教室 

3月  駅伝大会・お出かけツアー⑤・家族懇談会③ 

○体フロア－バレーボール講習会 

 

６ 主な会議等（法人全体会議を除く） 

会議名等 開催日 備考 

太陽の家運営会議 毎月第 4水曜日 虐待防止委員会を兼ねる 

学園運営会議 毎月第 4火曜日 人権委員会を兼ねる 

職員会議 毎月第 4木曜日  

グループ会議 毎月各 1回 生活・活動グループ 

個別支援計画検討会議 原則 8月 原則 7月面談、9月契約 

モニタリング会議 原則 2月 原則 3月報告 

藤沢南地域福祉部内会議 毎週木曜日  

体育館職員定例打合せ 毎月最初の平日開館日  
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2018年度 放課後等デイサービス太陽の家年度計画 

 

１ 年度方針 

放課後等デイサービス太陽の家は個々の障害特性に応じた支援を提供できるよう、研修

体制の充実を図り、より専門性をもった支援を展開していく。また、地域での在宅生活を支

え、その人らしく、安定した日々を送ることができるよう、利用児童・家族に定期的に面談

を行い、現実的・具体的なサポート体制を適宜展開できるようにする。 

また、働きやすく、風通しの良い職場風土づくりを目指し、身共に安定した業務への取り

組み、職員個々の力がより発揮できる体制整備を進める。 

 

２ 実施事業 

（１）放課後等デイサービス事業（ほっとスペース・どんぐり） 

 

３ 事業計画 

（１）利用者に対する基本姿勢 

①法人の倫理規程を毎週 1回朝礼時に読み上げ、人権を尊重した基本姿勢を保持する。 

②支援者調査シートを 2ケ月毎に実施する。シートの傾向を数値化、共有し、人権擁護意

識を高める。 

③ヒヤリハットレポートを有効活用できるよう、発生日時、場所、対象者、内容等の分析、

数値化を進め、危険予知の意識化が図れるようにする。各単位年間 5件以上、具体的な

改善につなげる。 

④ＫＹＴを 2ケ月に 1回実施し、危険予知の意識・感性の向上に努める。 

⑤季節感が体感でき、楽しい時間が共有できる季節行事を新規に 1つ以上実施する。 

⑥児童発達支援計画の内容について、回数等、より具体的なものにし、サービス向上を図

る。 

 

（２）社会に対する基本姿勢 

①福祉人材の育成として、社会福祉士、介護福祉士、保育士等の各種実習は可能な限り受

け入れる。 

②教育機関、民生委員、福祉団体等の見学を積極的に受け入れ、関係性を深め、公益的な

取組を推進する。 

③法人ホームページの更新は毎月 1 回以上を目標とし、事業所の活動を広く知ってもら

うことで地域の理解がより得られるよう努める。 
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（３）福祉人材に対する基本姿勢 

①毎月のＥＡＰ（従業員支援プログラム）を継続し職員のメンタルヘルスの維持・向上に

努め、支援力の向上を図る。 

②常勤、非常勤職員共に半年に 1回以上、管理職による個別面談を実施し、職員会議等で

は発信しにくい意見や悩みを吸い上げる機会をつくることで、より風通しの良い職場

風土づくりを目指す。 

③職員個々の育成課題に則した外部研修に 1人年 1回以上参加し、専門性の向上を図る。 

また、職員会議にて研修内容の発表を行うことで、職員個々の発信力の向上に繋げると

ともに知識の共有を図る。 

④臨床心理士による研修会を年１回以上、企画・実施し、アンガーマネジメント等、心理

的な技法を知ることで、資質向上を図る。 

⑤権利擁護や礼節についての職場研修を年 1回以上、企画・実施し、倫理性、社会性を高

める。  

 

（４）マネジメントに対する基本姿勢 

①職場改善の 3Ｓ（整理・整頓・清掃）活動とともに、太陽の家 3Ｓ（スマイル・サービ

ス・セーフティー）活動を継続して推進し、良好な職場環境を推進する。 

②重点的に取り組む課題、スリム化が必要な業務を職員会議等で協議し、効率的且つメリ

ハリのある業務実施へと繋げる。 

③効率的な事務処理、定時退社を継続して励行していく。また年次有給休暇の取得を促進

し職場定着率向上（離職者ゼロ）に取り組む。 

 

４ 数値目標 

 ほっとスペース どんぐり 

利用定員 10名 10名 

稼働目標（％） 100％ 100％ 

稼働延日数 245日 235日 

職員配置人数（予算人員） 4 名（17 年度 4 月時 4.4名） 4 名（17 年度 4 月 時 3.3名） 

常勤換算数 4名（児発管含む） 4名（児発管含む） 
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５ 年間予定（法人全体研修・行事等を除く） 

 研修等 行事等 

4 月 新任職員研修 お花見 

5 月 礼節研修 カーネーション作り 

6 月 アンガーマネジメント研修 太陽の家まつり・七夕飾りつけ 

7 月 権利擁護研修 スイカ割り 

8 月  水泳・買い物外出・調理 

9 月  ススキ狩り・どんぐり拾い 

10 月  ハロウィン 

11 月  落ち葉拾い 

12 月  クリスマス・調理 

1 月  初詣・お茶会 

2 月  豆まき 

3 月  卒業制作 

 

６ 主な会議等（法人全体会議を除く） 

会議名等 開催日 備考 

部内運営会議 毎月第４水曜日  

職員会議 毎月  

個別支援計画検討会議（前期） 3月 利用児童全員対象 

個別支援計画検討会議（後期） 

モニタリング会議 
9月 利用児童全員対象 

個別支援計画検討会議（年間まとめ） 2～3月 利用児童全員対象 

藤沢南地域福祉部内会議 毎週木曜日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

2018年度 障がい福祉センターひかり年度計画  

 

１ 年度方針 

他事業種が混在する職場においてコミュニケーションを重視し、風通しの良く、協調性を

持ち、職員がやりがいを持って業務に当たれる職場環境の構築を目指していく。 

また、「光友会中期経営方針」に基づき、地域から求められるニーズに対し、活用される

障害福祉サービスの提供事業所として、職員一丸となった取組み・運営を行う。 

 

２ 実施事業 

（１）藤沢市障がい児者一時預かり事業 

 

３ 事業計画 

（１）利用者に対する基本姿勢 

①市内の障害児者が安心して生活するための地域の資源として、学校や関係事業所等と

の連携の強化を通じて、医療的ケアへの対応や祝休日の開所を継続する。 

②ホームページやパンフレットを効率よく活用して広報活動を行いながら、他事業所と

連携し、地域ニーズの掘り起こしに努める。（新規登録者 15名） 

③利用者満足度アンケートを行い、現況の把握とサービスの向上につなげると共に、結果

を公表することで利用者満足度の向上に努める。（年 1回） 

④全職員に虐待防止チェックを実施する。虐待防止研修と人権意識の向上に関わる研修

に参加し、虐待防止委員会で課題を共有することで、虐待事例発生ゼロを目指す。 

⑤利用者の意思表示・決定へのプロセスに積極的な関わりを持ち、権利侵害のない本人主

体の支援を行う。また、呼称を徹底し、利用者との距離感を意識した支援を継続する。 

 

（２）社会に対する基本姿勢 

①年間 2回の防災訓練（避難訓練、連絡訓練、消防訓練を盛り込む）を実施する。 

②最低 3日分の災害備蓄品を備え、管理システムを構築する。法人で作成した大規模災害

マニュアルの見直しを行う。 

③行事・利用状況を発信する事で利用者やご家族にいち早く確認していただくことがメ

リットとなるので、ホームページを活用してタイムリーな情報発信を行う。（年３回） 

④広報活動の一環として変更があった際は迅速にパンフレットの更新を行う。 

 

（３）福祉人材に対する基本姿勢 

①日常業務において、上位職員及び専門職によるスーパーバイズを積極的に行う。 
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②DPIを用いて「仕事の態度・対人関係・組織への順応」と「業務評価」を考察して、態

度能力（意欲の持って取り組む姿勢や人間関係を円滑に処理する力）の向上に向けた指

導や面談で目標設定を行う。定期的に DPIを行い前回との比較をして、組織力の向上に

取り組む。（面談年 2回、DPI年 2回） 

③職員に対して研修計画に沿った受講を進め、業務の改善・研究につなげる。受講後は報

告書の回覧や発表を定例化し、職員の資質・意識の向上を図る。年間 1人 1回以上の研

修参加を行う。 

④職員間の業務的コミュニケーションを意識し「報・連・相ノート」を作成して情報共有

ツールとして役立てる。 

 

（４）マネジメントに対する基本姿勢 

①整理、整頓、清掃、清潔、習慣作りの 5つのＳを合言葉に 5Ｓ活動をルール化して、業

務の効率化を図っていく。 

②現在利用している業務マニュアルは作成から一定期間が経過していることから、コン

プライアンスに即した内容か見直し適正化を図る。 

③重大事故防止を目的に、毎月ヒヤリハット週間を設定し、職員 1 人 1 件以上のヒヤリ

ハットレポートを提出し、朝礼にて報告・検討する。また、定期的に危険予知トレーニ

ングを行う事により予測感度を高め、前年比リスク指数 20 ポイントの軽減に努める。 

 

４ 数値目標 

ひかり（一時預かり事業） 利用定員 5 名 

稼働目標（％） 100％ 稼働延日数 311日 

職員配置人数（予算人員） 3 名 常勤換算数 3 名 

 

５ 年間予定（法人全体研修・行事等を除く） 

 研修等 行事等 

6 月 スキルアップ研修  

7 月  七夕会、避難訓練 

10 月 湘南東・西地区合同研修会 ハロウィン会 

11 月 人権擁護・虐待防止研修  

2 月  節分会、避難訓練 

 

６ 主な会議等（法人全体会議を除く） 

会議名等 開催日 備考 

ひかり運営会議 毎月最終金曜 ひかり職員・チャレンジ・治療院 

藤沢南地域福祉部内会議 毎週木曜 担当部長以上 
 



【5ヵ年事業計画】
基本姿勢 狙い（アウトプット）

①人権の尊重 経営理念３つの目標 理念の浸透 継続性　組織性　浸透性

（２、障害者への差別と偏見の除去）

②サービスの質の向上（KSM) 経営理念５つの展開 リスク低減によるサービスの質の向上 透明性　継続性　組織性 ・いぶき独自研修の実施

（２、たゆまぬ研修とサービス技術の向上） 業務マニュアルの見直し 透明性　継続性　組織性 ・カンファレンスの実施

中期経営方針 ・業務マニュアルの見直

⇒レベル評価の推進 透明性　継続性　組織性

第三者評価の拡大 透明性　継続性　組織性

③地域との関係の継続 経営理念３つの目標 地域住民との連携による取り組み強化 公益性　非営利性　組織性・グループホーム開設準備

（１、地域住民の意識改革に努めるとともに 大規模災害時における福祉避難所としての機能

地域福祉の核機能をはたしてゆく）

中期経営方針

（その他：貢献活動（地域・社会・国際）の推進）

④生活環境・利用環境の向上 経営理念５つの展開 住環境改善のための設備改修の取り組み 継続性　主体性　組織性

（３、生活改善の運動を開花、充実させてゆく）

中期経営方針 ・浴室改修準備

・エアコンの順次改修

⑤地域における公益的な取組の推進 経営理念５つの展開 公益性　非営利性　開拓性

（２、「地域貢献」「困りごとの解決」のために

率先して取り組む）

中期経営方針

（その他：貢献活動（地域・社会・国際）の推進）

⑥信頼と協力を得るため情報発信 経営理念３つの目標 ホームページの有効活用 透明性　公益性　主体性

（１、地域住民の意識改革に努めるとともに

地域福祉の核機能をはたしてゆく）

中期経営方針

（広報活動による積極的取組）

⑦トータルな人材マネジメントの推進（KSM) 経営理念５つの展開 キャリアパスの明確化による働き甲斐強化 継続性　組織性　効率性

（２、たゆまぬ研修とサービス技術の向上） 人材の育成（中間管理職への教育強化）

中期経営方針

（組織の適正化と機能向上）

⑧人材の確保に向けた取組の強化 経営理念５つの展開 専門校・地方校とのパイプ作り 継続性　組織性　開拓性

（２、たゆまぬ研修とサービス技術の向上）

中期経営方針 事業継続のための人材確保検討（BCP)

（組織の適正化と機能向上）

⑨人材の定着に向けた取組の強化 経営理念５つの展開 人事考課の見直し 継続性　組織性　倫理性

（２、たゆまぬ研修とサービス技術の向上）

中期経営方針 衛生委員会の設置・実施 継続性　組織性

（組織の適正化と機能向上）

⑩人材の育成（KSM) 経営理念５つの展開

（２、たゆまぬ研修とサービス技術の向上） 人材育成の仕組みづくりと実行 倫理性　組織性　継続性

中期経営方針

（組織の適正化と機能向上）

⑪コンプライアンスの徹底 経営理念５つの展開 法令遵守教育と評価 透明性　倫理性　組織性

⑫組織統治の確立 （KSM) （本部役員は安定した財政と柔軟な経営、適切な経営方針の明確化・ストーリー性（理解度向上） 透明性　主体性　組織性

ニーズに対応ができるよう、積極的にその任務 ⇒内部監査制度の確立

⑬健全な財務規律の確立（KSM) を果たす） マネジメント力の強化（KMI、KPI,KAI)の推進 継続性　非営利性　効率性

中期経営方針 ⇒コストツリーからのロス削減活動

⑭経営者としての役割（KSM) （法人の経営基盤安定化と強化） 階層別役割明確化と実行体制強化 開拓性　主体性　機動性

磯子地域福祉部中期計画（マスタープラン：２０１７～２０２１年）

・計画的な人材採用と研修計画
の策定
・リーダー職育成に向けた外部
事業所見学

・計画的な人材採用と研修計画
の策定
・リーダー職育成に向けた外部
事業所見学

・法令順守意識向上に向けた研
修の実施
・リーダー育成を目標とした職
位別研修
・定期的な職員面談実施

・火災や自然災害、夜間等
を想定した訓練、マニュア
ル整備など防災対策に取
り組む
・ヒヤリハット報告の仕組
みを充実させ、利用者事故
や車両事故の低減を図る。

・日中活動、運営費補助事
業、基幹相談支援セン
ター、後見的支援、グルー
プホームの安定的運営。
・新規事業に向けた市場調
査と準備
・イベント「すぎたからつな
５」の拡大

・利用者の安全と快適性の
維持　定期保守点検、設備
の更新や整備を行う

・日中活動、運営費補助事
業、基幹相談支援セン
ター、後見的支援、グルー
プホームの安定的運営。
・新規事業の開設。
・イベント「すぎたからつな
５」の拡大と発展

・日中活動、運営費補助事
業、基幹相談支援セン
ター、後見的支援、グルー
プホーム及び新規事業の
安定的運営。
・次なる新規事業に向けた
市場調査と準備

・専門学校や大学等からの資格
取得に向けた実習生の受入れ
先開拓
・業務資格の計画的継続取得
・見学会説明会の開催と新卒受
入れ

・個人資格取得の奨励
・業務必須資格の計画的継続
取得
・定期的内部担当部署異動

・中立的な基幹相談支援セン
ターの運営
・地域における福祉の啓発活動
実施
・近隣小中学校との関係強化
・公益事業の試行

・中立的な基幹相談支援セン
ターの運営
・地域における福祉の啓発活動
実施
・近隣小中学校との関係強化
・公益事業の試行

・いぶきホームページの適時更
新
・いぶきだよりの年４回定期発
行
・磯子区自立支援協議会の運
営事務局

・いぶきホームページの適時更
新
・いぶきだよりの年４回定期発
行
・磯子区自立支援協議会の運
営事務局

・定期的な配置変更
・事業所内の職員向け相談体
制
・衛生委員会実施（継続）
・職場の雰囲気作りとリーダー
育成

３．福祉人
材に対する
基本姿勢

・個人資格取得の奨励
・業務必須資格の計画的継続
取得
・定期的内部担当部署異動

・個人資格取得の奨励
・業務必須資格の計画的継続
取得
・定期的内部担当部署異動

・個人資格取得の奨励
・業務必須資格の計画的継続
取得
・定期的内部担当部署異動
・キャリアパスの浸透

・個人資格取得の奨励
・業務必須資格の計画的継続
取得
・定期的内部担当部署異動

・多様な実習生の受け入れ
（高校生・大学生・専門学校・介
護養成・他）
・業務必須資格の計画的継続
取得

・専門学校や大学等からの資格
取得に向けた実習生の受入れ
（継続）
・業務資格の計画的継続取得
・見学会説明会の開催

・専門学校や大学等からの資格
取得に向けた実習生の受入れ
先開拓
・業務資格の計画的継続取得
・見学会説明会の開催と新卒受
入れ

・専門学校や大学等からの資格
取得に向けた実習生の受入れ
・業務資格の計画的継続取得
・見学会説明会の開催と新卒受
入れ

・定期的内部担当部署異動
・適当な量の業務分担
・適当なチーム編成
・温かみのある職場の雰囲気
同左＋衛生委員会の設置・実
施

・定期的内部担当部署異動
・適当な量の業務分担
・適当なチーム編成
・温かみのある職場の雰囲気
同左＋衛生委員会の設置・実
施

・定期的な配置変更
・事業所内の職員向け相談体
制
・衛生委員会実施（継続）
・職場の雰囲気作りとリーダー
育成
・新規事業所への異動等

・定期的な配置変更
・事業所内の職員向け相談体
制
・衛生委員会実施（継続）
・職場の雰囲気作り

・適確な指導と助言
・定期的内部担当部署異動
・適当な量の業務分担
・担当者に任せた業務運営

・適確な指導と助言
・定期的内部担当部署異動
・適当な量の業務分担
・担当者に任せた業務運営

・新規事業を見据えた計画的な
人材採用と研修計画の策定
・リーダー職育成に向けた外部
事業所見学

４．マネジ
メントに対
する基本
姿勢

・管理者からの時々の話
・役職者会議による運営
・管理者のチェックと指導

・管理者からの時々の話
・役職者会議による運営
・管理者のチェックと指導

・法令順守意識向上に向けた研
修の実施
・リーダー職、課長育成を目標
とした職位別研修
・定期的な職員面談実施

・法令順守意識向上に向けた研
修の実施
・リーダー育成を目標とした職
位別研修
・定期的な職員面談実施

２．社会に
対する基
本姿勢

地域情報取得（多方面における情報）からの公
益の取り組み推進

・グループホームの安定的運
営
・磯子区基幹相談支援センター
の安定的運営
・災害時避難場所としての整備

・基幹相談支援センターの普及
啓発
・地域とのネットワーク作りを推
進する。
・近隣小中学校との関係強化
・公益事業の調査と検討

・中立的な基幹相談支援セン
ターの運営
・普及啓発の講演会等実施
・地域における福祉の啓発活動
実施
・近隣小中学校との関係強化
・公益事業の試行

・いぶきホームページの適時更
新
・いぶきだよりの年４回定期発
行
・磯子区自立支援協議会の運
営事務局

・いぶきホームページの適時更
新
・いぶきだよりの年４回定期発
行
・磯子区自立支援協議会の運
営事務局

・いぶきホームページの適時更
新
・いぶきだよりの年４回定期発
行
・磯子区自立支援協議会の運
営事務局

・快適かつ安全なサービス
提供に向けたレイアウト見
直し
・外出し事業所の設備整備
実施

・ボランティアの受け入れ

・小中学生の体験受入

・まつりイベントの開催

・コンサートイベント等の開催

・日中活動、運営費補助事
業、基幹相談支援セン
ター、後見的支援、グルー
プホーム、新規事業の安
定的運営。
・新規事業の開設

１．利用者
に対する基
本姿勢

毎朝礼時に実践事項の読み上げ
職員意識（虐待防止）調査の実施

実践事項読み上げ
職員意識調査
月間標語

毎朝礼時に実践事項の読み上げ
職員意識（虐待防止）調査の実施

毎朝礼時に実践事項の読み上げ
職員意識（虐待防止）調査の実施

（組織の適正化と機能向上（１）利用者へのサー
ビスの質の向上）

・各所故障個所の迅速な修理
・生活向上のための物品購入

・開所１５年の大規模施設
整備
・より利便性の高いサービ
ス提供に向けた検討と実
施　　　　　　　　・定期保守
点検の継続

・開所１５年の大規模施設
整備（継続）
・快適かつ安全なサービス
提供に向けたレイアウトの
検討

・特別避難場所としての整
備　　・地域で暮らす障害
児者の発災時受入れ体制
整備
・大事故防止に対する設備
整備の検討
・第３者評価実施の検討

・ＢＣＰ（業務継続計画）の
検討
・特別避難場所に関する協
定の検証
・大事故防止に向けた設備
整備

毎朝礼時に実践事項の読み上げ
職員意識（虐待防止）調査の実施

（組織の適正化と機能向上（１）利用者へのサー
ビスの質の向上）

インプット
１４の長期ビジョン（アクションプラン2020) 法人「経営理念.と経営方針」との関係性 活動テーマ（インプット） ２０１７年度 ２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 ２０２１年度

・ＢＣＰ（業務継続計画）の
浸透
・特別避難場所運営に向
けた再整備
・大事故防止に向けた設備
整備

4
8
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2018年度 磯子地域福祉部年度計画 

 

１ 年度方針 

いそご地域活動ホームいぶきは開設 14 年目に入り、時代と共に変化する地域ニーズに柔

軟に対応できる障害者地域活動ホームの運営を進める。特に、区内の核施設として困難ケー

スへの対応や不足する資源への展開等も進め、地域への障害福祉の理解促進を積極的に行

い、人材育成と確保にも取り組む。また、基幹相談支援センターの安定化や地域生活支援拠

点としての運営についても積極的に取り組む。いぶきの家・コネクトハートについてはサー

ビスの質向上に取組み、利用者の満足度向上を図る。 

 

２ 実施事業 

（１）横浜市社会福祉法人型障害者地域活動ホーム 

   障害福祉サービス（特定・一般相談支援、生活介護、地域活動支援センターデイ型） 

地域活動ホーム運営費補助事業（生活支援事業・地域交流事業・区自主事業） 

（２）横浜市磯子区基幹相談支援センター 

（３）磯子区障害者後見的支援室「コネクトハート」 

（４）いぶきの家（共同生活援助） 

 

３ 事業計画 

（１）利用者に対する基本姿勢 

 ①利用者の安全と快適性の維持及び設備の老朽化対策として、定期保守点検及び設備の

更新や整備を行う。 

②基幹相談支援センターとして、区役所、生活支援センターと連携し、埋もれたケース等

の潜在的なニーズを捉え、地域課題の共有と解決に向けて取り組む。 

③計画相談の新規利用者 10名を目標に向け、体制強化を目指す。また自宅及び事業所等

に出向きモニタリングを行い、質の高い計画作成を目指す。 

④日中活動において、人員配置体制加算（Ⅱ）、福祉専門職員配置加算（Ⅰ）、訪問時支援

加算の取得に向けて取り組み、前年度比収入 1％増を目指す。 

⑤一時ケアについて、ご家族・本人のニーズを明確にし、利用者一人一人に合った時間を

過ごせるようサービス提供する。 

⑥ショートステイについて、ご家族のレスパイト・緊急受入れの体制を強化し、前年と同

数の泊数受入れを目指す。 

⑦余暇活動の内容に地域での活動や行事等に参加できる新しいものを取り入れ、年間 37

回実施する。 
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⑧地域交流スペースの充実を図るため、いぶき１階地域交流コーナー、おもちゃ文庫

を利用する方々向けのアンケートを実施し、次年度に向けた検討課題とする。 

⑨火災や自然災害、夜間等を想定した訓練を年 3 回以上実施する。 

⑩磯子区内の課題を捉えた「はっちネット」と新規事業の 2つの区連携事業を実施すると

ともに、現状と課題の分析を行う。 

⑪障害者後見的支援室の登録者数 12名増を図る。また、登録者の関心を高めるため成年

後見制度のミニ勉強会を 1回以上実施する。 

⑫いぶきの家において、利用者一人一人の生活の質の向上を図るため、休日の過ごし方に

ついてイベント等の計画を継続し、適切なサービスの利用につなげ、外出機会を増やす

と共に年間利用率 5.0人/日を目指す。 

⑬利用者事故や車両事故の低減を目標にヒヤリハットをいち早く共有する取組を進め、

ヒヤリハット報告数において前年度比 100％増を目指す。 

 

（２）社会に対する基本姿勢 

①地域の交流スペース機能の観点から、現行の「施設等利用要領」を見直し、より多くの

方が使いやすい施設貸出しが出来る仕組みにする。 

②地域とのネットワーク作りを推進するため、教育機関、地域団体等へボランティア募集

や活動に関する情報発信を行う。 

③障害の有無を問わず参加できる地域の連携イベント「すぎたからつな 5 いぶきま

つり」を開催し、業種を問わず連携出来る地域づくりを推進する。 

④地域交流と福祉啓発活動として、近隣小学校 2 校に対して福祉体験教室を実施する。 

⑤近隣の中学校に対し、福祉職体験及び障害福祉を知る場としての職場体験を 3校以上受

け入れる。 

⑥日中活動において、特に受入れ体制を整え、地域での生活が継続出来る様、養護卒者の

みならず期中からの利用者の受入れを増やす。 

⑦基幹相談支援センターとして、支援困難ケースの相談が入りやすくなるよう、地域包括

支援センターや区生活支援課主催の会議に参加し障害関係機関以外との連携を深める。

また、区広報や基幹相談支援センターパンフレット等を活用し気軽な相談場所として区

民に周知する。 

⑧コネクトハートは、利用者の見守り体制を強化するために区社協等の協力を得て、あん

しんキーパーの登録者数を 10名以上増やす。 

 

（３）福祉人材に対する基本姿勢 

①新人職員の資格、経験等を考慮しながら介護技術、社会人としてのマナー、福祉施設職

員に求められる姿勢、地域活動ホームの役割を理解できる研修機会を設定する。 

②既存職員向けに、障害特性の理解、適切な支援の提供を目的とした研修の受講を進める。 
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③運営に必要なサービス管理責任者、相談員初任者研修の受講を進めることと並行し

て次期資格取得候補者を育成し、安定した支援体制づくりを目指す。 

④いぶきの家における「重度障害者支援加算Ⅱ」の算定継続のため、「強度行動障害支援

者研修」基礎コース、実践コースの受講を計画的に進める。 

⑤行政職員、教育機関、学生、外部団体からの研修を受け入れ、障害福祉と横浜独自の社

会資源の理解促進に貢献する。 

⑥介護・社会福祉士、保育士等福祉系専門学校、大学等の実習先開拓を進め、安定した人

材確保につなげる。 

 

（４）マネジメントに対する基本姿勢 

①虐待防止委員会の運営において、事例検討や月間標語作成にも取り組み、職場の人

権意識向上に繋げる。（定例会議月 1 回 拡大会議を年 4 回実施。） 

②障害者総合支援法のみならず多くの法令に対しての意識を高めるため、法令等に関

する研修を 2 種類以上実施する。 

③加算要件に該当する福祉士系資格取得を推奨するとともに、福祉系専門学校等に対

し、実習生受入れの案内を行う。 

④人材育成と幅広い人材確保を進めるため、職場見学＆面接会を定期的に実施する。 

⑤「いそご地域活動ホームいぶき運営委員会規約」に基づき、地域の関係機関・団体と連

携した運営を行えるように運営委員会を年 3 回開催する。 

⑥これまで実施してきた「月間標語」及び「各職員の想い」を、職員全体の共有と意識向

上を図るために 5 種類の会議で検討し、2 か月の周知期間で意識の浸透を図る。 

⑦感染症対策マニュアル（改訂版）の周知を図り、本年度は特に職員の感染症罹患者ゼロ

の施設づくりを目指す。 

 

４ 数値目標 

 生活介

護 

地活デ

イ 

ショートステ

イ・一時ケア 

グループ

ホーム 

計画相

談 

基幹相

談 

後見的  

支援室 

利用定員（目標） 40 10 3 5 122   

稼働目標（％） 100％ 100％ 100％ 100％    

稼働延日数 234日 234日 365日 365日 365日 365日 365日 

職員配置人数（予算人員） 統括部長 1担当部長 2課長 3                 

支援員 32（内ＧＨサビ管 1看護師 2事務 2）相談 11 

常勤換算数 19.1 2.0 7.3 4.2 2.5 5.0 3.6 
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５ 年間予定（法人全体研修・行事等を除く） 

 研修等 行事等 

4月 新任職員研修 いぶきだより春号発行 

5月 マナー講座・介護技術研修 第 1回運営委員会 

6月 地活合同研修会  

7月 個人情報保護研修 いぶきだより夏号発行 

10月 自閉症研修 いぶきまつり 2018、第 2回運営委員会 

11月 普通救命講習 いぶきだより秋号発行 

12月  チャリティーコンサート（後援会主催） 

1月 虐待防止研修 いぶきだより冬号発行 

2月  第 3回運営委員会 

3月 安全運転研修 虐待防止アンケート 

 

６ 主な会議等（法人全体会議を除く） 

会議名等 開催日 備考 

職員会議 毎月開催 10、12月は除く。 

役職会議 毎月第 2、4金曜日  

虐待防止委員会 毎月開催  

基幹相談ミーティング 毎週火曜日  

計画相談ミーティング 毎月開催  

日中リーダーミーティング 毎月第 3火曜日  

日中グループミーティング 毎月開催  

ＧＨミーティング 隔月開催  

コネクト事務連絡会議、コネクト全体会議 毎月開催  

衛生委員会 毎月開催  
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