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◆総括 
 

　利用者のニーズが多様化する中、今年度は特にB型事業において見直しの必要に迫られま

した。鉄道リネン株式会社との連携やドリーム・あんですのパン、菓子づくりについて等々

の議論を重ねるなか、高島市民病院内の食堂、売店の運営について公募があり、短い準備期

間でしたが応募、運営者として採択されました。今後、B型のステップアップの事業所とし

て、また一般就労につながる事業所としての役割が果たせ、利用者に「選んでいただける」

事業所になるものと考えています。ただ、事業所の分散で職員の負担が増えないよう、手立

てを講じていく必要もあります。 
　生活支援の面においては大過なく終えましたが、グループホームや計画相談において、体

制の不十分さから即応ができず、居宅介護についてはやむを得ずお断りするケースも出るな

ど、利用者にご不便をおかけしたこともあり、課題だと捉えています。 
　高島市障がい者相談支援センターコンパスについては開設から7年経ち、中立、公平な立

場でその役割を果たしているものと確信していますが、今後も地域の中核機関としてますま

す信頼されるよう、関係機関との連携のもと、継続的な努力が必要だと考えています。 
 
◆法人運営 

 
 
（１）適切で透明性の高い法人経営を推進するため、経営の決断・執行・監督の充実に努め、 
　以下の役員会等を開催しました。 
 
◎理事会 

回 開催日 議案 可否 理事及び監

事の出席率 

1回 4月17日 1号：社会福祉法人虹の会倫理綱領及び行動指針制定 
　　  の件 

可決 理事100％ 
監事100％ 

2回 6月1日 2号：平成29年度事業報告書、計算関係書類及び財産 
         目録承認の件　監査報告 
3号：諸規程一部変更の件（公印管理規程） 
4号：役員報酬総額の件 
5号：補欠理事候補者推薦の件 
6号：平成30年度定時評議員会招集の件 

可決 
 
可決 
可決 
可決 
可決 

理事100％ 
監事100％ 

3回 8月25日 7号：諸規程一部変更の件 
　（育児休業及び介護休業等に関する規則） 
　（マイカー通勤規程一部変更） 
8号：平成３０年度補正予算書の件 
9号：平成31年度以降における民間心身障害児者社会

　　  福祉施設整備事業（国庫補助整備）申請の件 

可決 
 
 
可決 
継続

審議 

理事100％ 
監事100％ 

4回 9月13日 9号：平成31年度以降における民間心身障害児者社会

　　  福祉施設整備事業（国庫補助整備）申請の件 
可決 理事100％ 

監事100％ 
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5回 11月1日 10号：諸規程制定の件（定年再雇用職員就業規則） 
　（わになろう移動支援事業運営規程） 
11号：諸規程一部変更の件（経理規程） 
　（わになろう指定居宅介護事業運営規程） 
　（わになろう地域活動支援センター事業運営規程） 
　（わになろう日中一時支援事業運営規程） 
12号：平成３０年度補正予算書の件 

可決 
 
可決 
 
 
 
可決 

理事100％ 
監事100％ 
 
 
 
 
 

6回 12月28日 13号：たかしま市民病院「売店・食堂」運営事業者の 
      　  選定にかかるプロポーザルの件 

可決 理事100％ 
監事50％ 

7回 2月3日 14号：諸規程の一部変更の件（正職員就業規則） 
　（臨時職員・短時間職員・嘱託職員就業規則） 
15号：管理職任免の件 

可決 
 
可決 

理事85.7％ 
監事100％ 

8回 
 

2月24日 16号：アイリス就労移行支援事業及び運営規程廃止 
　　　の件 
17号：平成30年度事業計画変更の件 
18号：平成30年度補正予算書の件 

可決 
 
可決 
可決 

理事100％ 
監事100％ 

9回 3月19日 19号：平成30年度補正予算書の件 
20号：第１期事業所中期経営計画の件 
21号：平成31年度収支予算書の件 

可決 
可決 
可決 

理事100％ 
監事100％ 

※当法人は、社会福祉法人会計基準により公表すべき関連当事者間の取引はありません。 
 
◎評議員会 

回 開催日 議案 可否 評議員 
出席率 

1回 6月16日 1号：平成29年度（平成29年4月1日から平成30年3月31 
　　  日まで）事業報告書、計算書類（貸借対照表及び  
         収支計算書）及び財産目録承認の件 
2号：役員報酬総額の件 
3号：補欠理事選任の件 

可決 
可決 
可決 

100％ 

 
（２）事業および会計の執行を監査し、その結果を報告及び公表することにより、法人の健

　全かつ透明性の高い運営に資することを目的に監事による中間監査を実施しました。 
◎監事監査 

回 開催日 議題 監査意見 

1回 平成30年 
5月23日 

平成29年
度事業報
告並びに
決算監査 

【事業報告等の監査結果】 
・事業報告等は、法令および定款に従い、法人の状況を正し

く示しているものと認めます。 
・理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定

款に違反する重大な事実は認められません。 
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【計算関係書類及び財産目録監査結果】 
・計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支

及び純資産の増減の状況をすべての重要な点において適性に

処理、表示しているものと認めます。 
・事業未収金で遅延（28年8月）しているものがある。早期

回収を計られたい。 

改善報告 

・事業未収金については本部事務局と担当管理職の連携により回収業務を推進していますが、未

収金すべての回収には至っていません。未収金については個別管理をしていきます。 

 
◎内部監査 

回 開催日 議題 監査意見 

1回 10月21日 平成30年
度事業中

間報告等

監査 

【事業報告等の監査結果】 
・役員が暴力団員等反社会的勢力でないことを就任承諾書等

で確認しておくこと。 
・非常災害対策計画については原案を作成済であるが可能な

限り早期に作成すること。 
・市から借受している一部の土地について契約の更新ができ

ておらず更新すること。 
【会計状況等の監査結果】 
・監査項目に従い全項目について監査いたしました。特に指

摘事項はありません。問題視するものについては上部団体、

税理士の指導を受けるように申し伝える。パソコン及び備品

の使用について管理規程を作られるよう指導する。 

改善報告 

役員が暴力団等の反社会的勢力でないこと等を盛り込んだ宣誓書を作成しました。 
非常災害対策計画はすべての事業所において作成を完了しました。 
借受けしている土地の契約更新について市に確認した結果、更新されていました。 
パソコン及び備品の使用規程については今後作成予定です。 

 
（３）法人の経営方針その他経営に関する事項および人事・人事評価・給与等を協議するため、

　また各事業所間の連携を図りスムーズな事業推進に努めるため、以下の会議を開催しました。 

会議名 回数 

運営委員会 24回 

人事給与等委員会 5回 

管理職会 19回 

管理職・主任合同会議 　　　　　2回 

主任会 14回 
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◆委員会活動 
 

　第1期中期経営計画で掲げる4つの経営戦略、①「安全・安心なサービス提供と必要な

サービス開発、見直し」、②「人を育て、人を活かし、人を大切にする職場づくり」、③

「透明性、安定性、効率性を追求した経営マネジメントの実践」、④「共生社会の実現を目

指した地域貢献」を実践していくため、以下の委員会を発足させました。 
 
◎個人情報管理委員会 

回数 目的 経過及び成果 

1回 個人情報管理に関する計画立案、
指示、セキュリティ対策等の必要
な取り組みを行う。 

個人情報入出記録簿の現状と課題の共有等を
行うとともに、対象者別に個人情報保護法研
修を実施しました。 

 
◎虐待防止委員会 

回数 目的 経過及び成果 

12回 事業所内における虐待防止を図る

ため、職員の虐待防止意識の向上

や虐待防止の取り組みを実施、虐

待のない施設環境を目指す。 

今年度は、特に心理的虐待に対する理解を深
めるため、事例集作成や各事業所でロールプ
レイを行いました。また、虐待防止に向けた
意識付けがより浸透するよう虐待防止チェッ
クリストの見直しを行いました。 

 
◎リスクマネジメント委員会 

回数 目的 経過及び成果 

9回 利用者の安心・安全を確保すると
共に、事故防止対策・危機管理体
制を構築する。 

基本的な13項目について、業務手順書案を作
成し法人全体へ共有化を図りました。また、
非常災害対策計画の原案も作成しました。 

 
◎GH検討委員会 

回数 目的 経過及び成果 

1回 安心して生活できる環境をハード
面・ソフト面の両面から検討し、
必要なホームを整備する。 

現行ホームのスプリンクラー設置現状報告と
課題整理を行いました。また、新規ホームの
整備について、家族会向け説明会を実施しま
した。 

 
◎新規事業検討委員会 

回数 目的 経過及び成果 

6回 利用者と地域ニーズに寄り添った
新たな分野の事業を検討し、提案
する。 

医療機関との連携も視野に入れた、精神障が

い者支援強化のための研修を法人全体研修と

して企画、実施しました。また、共生型サー

ビスについて、情報収集を行いました。 
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◎人材育成委員会 

回数 目的 経過及び成果 

13回 採用から人材育成までを充実さ
せ、職員の資質向上を図ることで
運営の適正化を行い、福祉サービ
スの質の向上を目指す。 

インターンシップの企画、実施、キャリアパスの
構築と研修体系の見直しを行うことができまし
た。また、新卒採用のためのリクルートパンフ
レットをリニューアルすることができました。 

 
◎働き方改革委員会 

回数 目的 経過及び成果 

6回 職員がいきいきと働けるための風

土や、待遇・福利厚生等に関する

ことを検討し、提案する。 

「働きがいのある職場環境の構築」に向けたア

ンケートを実施し、現状の把握と課題整理を行

いました。 

 
◎人事評価検討委員会 

回数 目的 経過及び成果 

5回 管理職会と連携し、人事評価制度
の活用方法について検討する。 

現行の人事評価制度についてアンケートを実
施したところ、職員間で制度の理解に差が生
じていることがわかりました。この結果を受
け、次年度に改めて人事評価制度に関する説
明会を開催することとしました。 

 
◎先進的取組委員会 

回数 目的 経過及び成果 

5回 法人の地域貢献の方向性や大局的
な見地にたって、共生社会づくり
に寄与できるような先進的な取り
組みを検討、企画する。 

共生社会づくりに貢献すべく、福祉教育の推進
やワークシェアリングについて研修を交えなが
ら協議を重ねました。成果のひとつとして、湖
西中学校との協働による「湖西中カフェ（コ
ミュニティ
カフェ）」
を立ち上げ
ることがで
きました。 
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◆行政監査の結果 
 

 

◎社会福祉法人虹の会 

　実施日：１０月３０日　　　　実施官庁：高島市 

文書指摘事項 改善報告 

【法人の管理、運営について】 
・なし 
 
【会計、経理について】 
・なし 

 

口頭指示事項 改善報告 

【法人の管理、運営について】 
・なし 
 
【会計、経理について】 
・経理規程に定めるところにより、事務処理を行う
こと。金融機関との取引に使用する印鑑について
は、通帳保管者とは別の者が保管すること。 

 
 
 
 
・印鑑および通帳保管者をそれぞれ配
置し、銀行出入金公印管理簿兼記録表
を一部見直しました。 

助言・その他 改善報告 

【法人の管理、運営について】 
・役員等報酬及び費用弁償規程について、非常勤役
員等に対する報酬の支給方法が実態に合うよう改正
を検討されたい。 
・不動産の借用契約書について、一部の契約におい
て現状と見合っていない部分があるため、契約の見
直しを検討されたい。 
 
【会計、経理について】 
・寄附物品について、固定資産の寄附は「固定資産
受贈額」として事業活動計算上に計上し、附属明細
書の寄附金収益明細書は「固定」で区分すること。 
・計算書類に対する注記について、一部様式と合っ
ていないので確認すること。 
・注記の4法人で採用する退職給付制度について、
加入している制度を列記すること。 
・積立金の計上については、理事会で当該積立金の
支出計上をしている計算に係る計算書類及び附属明
細書の承認を受けることで足りるが、特に、新しい
積立金を計上する場合は、その目的や承認の経過が
分かるように議事録を作成されたい。 

 
・次回評議員会にて役員等報酬及び費
用弁償規程を一部変更します。 
 
・契約を見直し現状と整合性を取りま
した。 
 
 
 
・指導監査の助言を受け、以降顧問税
理士と相談し適切に処理します。 
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◎ドリーム・あんです 

　実施日：８月９日　　　　対象事業：就労継続支援B　　　　実施官庁：滋賀県 

文書指摘事項 改善報告 

①特になし  

口頭指示事項 改善報告 

①個別支援計画について、その実施状況の把握（モ
ニタリング）は行われているものの、見直しにより
変更することとした内容が、見直し後の個別支援計
画に反映されていなかったため、適切に変更を行う
こと。 
②非常災害に関する具体的な計画が策定されていな
いため、速やかに策定すること。 

①指導監査により指導を受け、以降適
切に処理します。 
 
 
 
②非常災害対策計画を策定しました。 

 
 
◎ドリーム・だんだん 

　実施日：８月９日　　　　対象事業：生活介護　　　　実施官庁：滋賀県 

文書指摘事項 改善報告 

①施設入所者については、送迎加算の算定対象とは
ならないため、過誤調整を行うこと。 

①指導監査により指導を受け、以降適
切に処理します。 

口頭指示事項 改善報告 

①非常災害に関する具体的な計画が策定されていな
いため、速やかに策定すること。 
②「サービス利用説明書」の中で、サービス管理責
任者でない者を個別支援計画の作成担当者として
誤って記載されていたが、個別支援計画の作成者
は、あくまでもサービス管理責任者であることに留
意し、適切に事務処理を行うこと。 
③個別支援計画の実施状況の把握（モニタリング）
について、結果の記録（時系列）が一部適切でない
ものがあったため、適切に事務処理を行うこと。 
変更届出書について、変更があった日から10日以内
に届け出がなされていない事例があったため、今後
は10日以内に届け出ること。 

①非常災害対策計画を策定しました。 
 
②指導監査により指導を受け、以降適
切に処理します。 
 
 
 
③指導監査により指導を受け、以降適
切に処理します。 
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◎大地 

　実施日：２月８日　　　対象事業：就労継続支援B、生活介護　　　実施官庁：滋賀県 

文書指摘事項 改善報告 

①特になし  

口頭指示事項 改善報告 

①職員の処遇改善にあたり職員の任用要件や賃金体
系等について、全ての職員に周知を行うこと。 

①就業規則及び給与規則等は法人クラ
ウドにより閲覧可能な環境、処遇改善
計画の公開等、次年度適切に処理しま
す。 

 
 
◆事業の開始および廃止 

 
　 
　※新規事業に関する指定の取得および受託はありませんでした。 

　※アイリス就労移行支援事業を３月３１日付けで廃止いたしました。 

　　 
 
◆大規模修繕等 

 
 
◎ひまわり生活の家 

工事名 太陽スプリンクラー設備新設工事 

金額（税込み） ４，４８２，０００円 

施行期間 平成３０年３月１６日～平成３０年９月５日 

工事名 ひまわり生活の家スプリンクラー設備新設工事 

金額（税込み） ４，４８２，０００円 

施行期間 平成３０年３月１６日～平成３０年９月５日 

工事名 さくら荘スプリンクラー設備新設工事 

金額（税込み） ４，３２０，０００円 

施行期間 平成３０年３月１６日～平成３０年９月５日 

工事名 よこまちスプリンクラー設備新設工事 

金額（税込み） ４，４２８，０００円 

施行期間 平成３０年３月１６日～平成３０年１１月１９日 
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◆法人研修 
 

　 
　職員に大切にしてほしい視点を学ぶため人権・障害者虐待防止・個人情報保護の3点を主

軸に法人全体での研修を開催しました。 

開催日 研修名 対象 

5月23日 個人情報保護法改正の概要 全職員 

5月27日 福祉事業所での「虐待」に関係する人の気持ちを感じて、

改善を考える。 
全職員 

7月18日 福祉事業所での「虐待」に関係する人の気持ちを感じて、

改善を考える。 
虐待防止責任

者・防止マネー

ジャー 

9月25日 個人情報の取り扱い基本研修 管理職・主任 

9月25日 マイナンバー基礎研修 取扱担当者 

11月25日 コール＆レスポンス～ハラスメント～ 
「高島市内における精神障がいのある方について」 
「こころ」の支援のあり方～あなたとわたしの「こころ」

のかたち～ 

全職員 

 
※各事業所の研修等については別紙資料を参照してください。 
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◆苦情および事故発生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位（件） 
 

 

事業所名 第三者委員訪問日 苦情 事故 
（車輛） 

事故 
（怪我） 

事故 
（物損） 

事故 
（その他） 

事務局 ー 0 0 0 0 3 

わになろう ー 2 3 2 1 1 

ひまわり生
活の家 

9月12日13日藤原氏 
3月12日13日藤原氏 

0 1 0 1 4 

虹 ー 1 0 0 0 1 

コンパス ー 1 1 0 0 0 

ハーモニー 9月10日　松井氏 
3月12日　北川氏 

0 3 5 1 3 

アイリス 9月11日　北川氏 1 1 4 2 1 

大地 9月13日　北川氏 
3月15日　松井氏 

4 6 3 0 1 
 

あんです 9月10日　福井氏 
3月11日　松井氏 

3 1 2 0 7 

だんだん 9月10日　福井氏 
3月11日　松井氏 

3 3 6 4 6 

マーブル・
ホップ 

9月10日　松井氏 
3月 8日　 北川氏 

0 0 1 0 1 

 15 19 23 9 28 
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◎第三者委員全体会　 
 
　虹の会が提供する福祉サービスにかかる苦情の対応が適切であったか助言を受けるため、

または第三者委員との情報交換を行うため第三者委員全体会議を開催しました。　　　　　

　　　 

回 開催日 内容 

１回 4月19日 ・事業所訪問の報告 
・苦情および事故概要説明 
・感染症対策について 
・利用者が安心できる環境作り 

２回 10月15日 ・事業所訪問の報告 
・苦情および事故概要説明 
・各事業所事故防止の取り組み 
・施設訪問活動確認シート 

 
 
◆職員の状況（平成31年月3日31日現在） 

　 
（１）人員表 

 正職 嘱託 臨時 短時 アル 合計 男性 女性 

法人事務局 4 1 1 0 0 6 2 4 

わになろう 1 1 0 8 0 10 4 6 

ひまわり生活の家 3 0 1 18 0 22 3 19 

虹 2 0 1 1 0 4 1 3 

コンパス 6 3 1 0 0 10 2 8 

ハーモニー 8 1 1 7 0 17 4 13 

アイリス 6 0 2 3 1 12 6 6 

大地 4 1 3 3 0 11 3 8 

あんです 1 2 1 5 0 9 0 9 

だんだん 5 1 1 6 0 13 4 9 

マーブル（ホップ） 3 0 2 1 0 6 1 5 

計 43 10 14 52 1 120 30 90 
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（２）職員の状況 

 正職員 非正職員 

職員比率 ３６％ ６４％ 

平均勤続年数 １０年３カ月 ５年２カ月 

平均年齢 ４１歳 ５２歳 

 
（３）時間外勤務の状況 

 正職員 非正職員 

平成２９年度月平均時間外勤務 ８.２時間 ２.５時間 

平成３０年度月平均時間外勤務 ８.１時間 ２.６時間 

 
（４）有休取得の状況（平成３０年度付与に対して） 

 正職員 非正職員 

平成２９年度平均取得率 ６７.0％ ７９.９％ 

平成３０年度平均取得率 ７４.０％ ７９.８％ 

 
（５）新卒採用活動の状況 

 採用者数 定着率 

平成２９年度 ２名 １００％ 

平成３０年度 ２名 １００％ 

 
平成３０年度に虹の会リクルートパンフレット、ポスターをリニューアル 
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◆事業所の状況（平成31年3月31日現在） 
 

 

事業所名 年度 定員 
（名） 

契約者数 
（名） 

平均年齢 
（歳） 

平均区分 平均稼働率 
（％） 

ひまわり生活
の家 

平成２８年      38      38     44.2      3.3      84.1 

平成２９年      38      38     44.2      3.3      84.1 

平成３０年 38 36 48.0 3.2 87.0 

ハーモニー 平成２８年 20 29 40.1 4.6 110.5 

平成２９年 20 30 40.8 4.8 108.5 

平成３０年 20 28 41.5 5.1 107.7 

 
アイリス 

平成２８年 40 40 43.3 2.9 96 

平成２９年 40 41 39.2 ３ 86.8 

平成３０年 34 40 40.7 — 89.3 

大地 
（B型） 

平成２８年 10 13 36.7 2.15 121.0 

平成２９年 10 12 37.11 1.83 114.0 

平成３０年 10 13 38.10 — 113.1 

大地 
（生活介護） 

平成２８年 10 13 39.5 4.1 121.0 

平成２９年 10 13 40.5 4.1 121.0 

平成３０年 10 12 41.4 4.1 122.3 

ドリーム 
あんです 
 

平成２８年 26 25 35.9 1.47 86.3 

平成２９年 20 25 37.11 — 91.1 

平成３０年 20 20 39.6 — 87.6 

ドリーム 
　だんだん 

平成２８年 28 41 38.6 4.2 105 

平成２９年 28 42 42.7 4.1 122.9 

平成３０年 28 41 44.1 4.1 114.4 

 
マーブル 

平成２８年 10 10 38.6 — 84.9 

平成２９年 20 17 39.7 — 80.7 

平成３０年 20 16 41.1 — 80.7 

※アイリス就労移行支援は平成３１年３月３１日付で廃止しました。 
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◆地域における公益的な取組の状況 
 

 

地域における公益
的な取組事業 

実施内容 

ぎょうれつ本舗 ①「山間過疎集落への移動販売」毎週金曜日に定期コースとして、
今津町椋川や朽木地域、高島町の勝野地域を中心に訪問し（合計48
回）、販売・交流を行いました。②「介護施設等への移動販売」Ｎ
ＰＯ法人びわの音のグループホーム、ＮＰＯ法人元気な仲間の小規
模多機能ホームの2ヶ所を訪問しました。③「MIZU café coccoとの
一体的な取り組み」移動販売用の惣菜を作り、ぎょうれつ号で地域

にお届けしました。④「生活支
援サービスの提供」ＮＰＯ法人
元気な仲間のたすけあい高島
（住民同士の助け合いの仕組
み）と連携し、ぎょうれつ本舗
で、掃除や大型ゴミの搬出と
いった生活支援サービスをス
タートさせました。 

傍楽体験 滋賀の縁創造実践センターのモ
デル事業としては最終年度で、
実人数15名、延べ140名の方々
に体験していただきました。法
人から切出した仕事は、事務作
業、リネン作業、マラソンタグ
の洗浄、ぎょうれつ本舗の販売
補助等で、働きづらさを抱える
人、ひきこもりがちな人等の社
会参加のきっかけづくりとして
の役割を果たしました。 

虹カフェ 実人数9名、延べ利用者数は約
420名（月平均35名）でした。
「社会的居場所」として徐々
に認知されるようになり、
「傍楽体験もハードルが高
い」と感じている人が、自宅
以外に外出できるところとし
て、有効に作用しているもの
と考えています。また、「傍
楽体験ＯＢ（就労のステップ
に進んだ人）」にも訪れてい

ただけるなど、自宅、会社以外の第3の居場所（いわゆるサードプレ
イス）としても機能するようになりました。 
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◎視察研修の受け入れ状況等 

 
 

日時 視察依頼元と来訪人数、視察目的 

10月12日 嬉野市役所（佐賀県、2名）　視察目的： 買物弱者支援として移動販売

事業を計画している。ぎょうれつ本舗の取り組みを参考にしたい。 

10月29日 美作市社会福祉協議会（岡山県、7名）　視察目的：買物弱者支援とし

て移動販売事業を計画している。ぎょうれつ本舗の取り組みを参考にし

たい。 

10月30日 北上市議会議員団（岩手県、11名）　視察目的：買物弱者支援として

の移動販売事業および虹の会の事業内容全般について学びたい。 

2月27日 西濃圏域障がい者総合支援推進会議（岐阜県、12名）　虹の会の事業

内容（特に高工賃の事業所の取り組み）について学びたい。 
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◆財務ハイライト 
 

（単位：円） 

 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

就労支援事業収益 49,830,514 46,960,656 45,464,332 

障害福祉サービス等事業収益 540,045,749 559,019,858 554,276,606 

人件費 347,926,371 370,534,356 376,153,040 

事業費 65,725,720 61,886,354 59,656,240 

事務費 46,849,004 42,394,012 41,216,723 

サービス活動増減差額 52,189,574 59,420,570 58,603,474 

経常増減差額 58,370,740 65,058,042 65,797,012 

　　　　　就労支援事業収益　　　　　　　　　　　障害福祉サービス等事業収益　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　人件費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経費　　　　　　　　　
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◎経営分析参考指標 
 

指標銘 指標の視点 参考指標 
平成２８年

度 
平成２９年

度 
平成３０年

度 

人件費率 

費用合理性 

66.8％ 64.3％ 66.2％ 67.8％ 

経費率 

 23.9％ 20.8％ 18.6％ 18.2％ 

事業費率 ― 12.1％ 11.0％ 10.8％ 

事務費率 ― 8.7％ 7.6％ 7.4％ 

サービス活動収益対

サービス活動増減差額

比率 
収益性 
プラスである

こと 

3.4％ 9.6％ 10.6％ 10.6％ 

経常収益対経常増減差

額比率 
3.5％ 10.5％ 11.3％ 11.5％ 

減価償却費率 適正性 4.6％ 4.4％ 4.1％ 3.1％ 

流動比率 
短期安定性 
200％以上 

301.0％ 442.3％ 504.7％ 508.1％ 

純資産比率 
長期持続性 
高いほど良い 

73.1％ 91.3％ 92.3％ 92.2％ 

固定長期適合率 
長期持続性 
100％以下 

85.8％ 80.8％ 81.4％ 80.4％ 

経常増減差額率 
（経常利益率） 収益性 

プラスである

こと 

― 10.8％ 11.6％ 11.9％ 

事業活動資金収支差額

率 
― 14.9％ 15.0％ 14.6％ 

※サービス活動収益＝サービス活動収益－就労支援事業収益 
※事業活動収入＝事業活動収入－就労支援事業収入 
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◆事業所ごとの報告 
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【事務局】 

総括 

　法人事務局において経理・労務・総務を一元管理することで各拠点管理職とのスムー

ズな情報共有を図ることができ、業務の効率化につながりました。また、法人全体の情

報と資金を集約したことで中期資金計画の見直しをはじめ、各事業の新規開設及び廃止

など利用者ニーズに合った事業展開を各拠点間と共有する中、円滑に実施することがで

きました。 
　今後は、少子高齢化が進む中、複雑化・多様化するニーズに対応していくためにも持

続可能で安定的な経営を実践していくことができるよう、経営状態や地域課題の把握・

分析を適切に行なっていきます。 

2018年度　重点項目 

【経理部門】 
・試算表をもとに各拠点の予算と実績の計画対比及び前年対比が一目でわかる資料を作

成し、経営陣へ情報提供しました。 
・クラウドを活用して予算作成シートのフォーマットを作成し、各拠点管理職との情報

共有を効率化、強化しました。 
 
【労務部門】 
・人事大臣のソフトに必要な情報入力を行い給与大臣との連携を図りました。 
・定期的に労務に関する情報をポータルサイトで発信しました。 
 
【庶務部門】 
・文書管理規程に基づき文書受付簿を試行的に導入しました。 
 
【総務部門】 
・第１期中期経営計画を推進していくため各種委員会を立ち上げ、委員会の事務局を担

いました。また、評価委員会を２回開催し客観的な見地から評価を頂きました。 
・グーグル（クラウド）を活用し規程および書式を電子化しました。 
・必要に応じ理事会を開催し意思決定を行いましたが、議案以外について協議する仕組

みの構築には至っていません。　 
 
【広報部門】 
・法人広報誌「虹の会だより」を計画通り年５回発行する中で、事業所や委員会の取り

組みなどを利用者だけでなく関係者や地域の方々にも知っていただく機会としました。 
・ホームページの「お知らせ」機能を強化し、リアルタイムの情報発信を行いました。 
 
【地域部門】 
・地域における公益的な取組を地域ニーズを把握しながら推進しました。 
　（詳細は地域における公益的な取組の状況で報告） 
・虹カフェとはたらく体験のパンフレットを作成しました。 
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【わになろう】 

総括 

　今年度は年度途中に男性1名が退職。同性介助を基本とする中で男性職員不足となりま

したが、年間を通して利用ニーズに概ね応えることができました。また、利用者の障が

い特性や状況から、より利用者ニーズに応じたサービス内容に変更したことも影響し、

当初予算並みの収入となりました。 
　職員研修については、計画した研修以外に積極的に学ぶ機会を設定しました。特に支

援度が高い障害支援区分5、6および行動点数が10点以上で行動障害のある方の対象とな

る「行動援護サービス」事業所が、市内でわになろう1事業所であることから、利用ニー

ズに応えるべく、支援スキル向上のためにケース検討会や研修会への参加、コンサル

テーション等も受け、学びを深めています。また同時に、市内でわになろう1事業所では

ニーズへの対応に限界もあることから、課題と捉えています。 
　事故等につきましては、公用車に乗車中の交通事故や交通違反が発生しました。特に

運転する機会が多い事業所だけに、職員間で安全運転の意識を高め、再発防止に向けた

取り組みを行っています。 

第１期中期経営計画の最重点項目「主人公」にかかる取り組みについて 

意思決定支援の推進と実践 
　支援を通して個々の意思の表出からアセスメントを取り、職員会議やケース会議等で

検討・共有しました。連携が必要なケースは関係機関へ報告・提案を行いました。 

質の高い個別支援計画 
　相談機関からのモニタリング、個別支援会議、支援中の会話等の中から本人のニーズ

を把握し、支援マニュアルの作成に取り組みました。また、支援前には前回までのケー

ス記録を確認するようにしました。 

障がい理解の研鑽 
　研修計画やスキル向上を目指すため、各種研修へ参加しました。専門性を要する行動

援護サービス対象者（特に強度行動障害のある方）に対する研修として、強度行動障害

支援者養成研修も受講しました。また、内部研修として虐待防止研修やケース検討会、

コンサルテーションによる勉強会も実施しました。 

2018年度　重点項目 

就労・生活支援事業のあり方（中期経営計画　経営戦略１より） 
　地域活動支援センター事業および余暇活動の充実を図るため、ニーズに応じた活動を

実施しました。また、アート活動では魅力を発信するため作品展を継続開催するととも

に、各公募展へも出展しました。 
関係機関との連携強化（中期経営計画　経営戦略４より） 
　各関係機関と連携を強化するため、支援実施前には事前情報の把握に努め、関係機関

と情報共有を行いました。 
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 ホームヘルプ事業等 地域活動 
支援センター 

延べ
利用
者数
（３
月末
時
点） 
 

 居 
宅 
介 
護 

行 
動 
援 
護 

移 
動 
支 
援 

日 
中 
一 
時 
支 
援 

セ 
ー 
フ 
テ 
ィ 
ネ 
ッ 
ト 

福 
祉 
有 
償 
運 
送 

　　
合 
 

計 

土 
曜 
デ 
イ 

ア 
ー 
ト 

　　
合 
 

計 

Ｈ29 1,383 1,554 1,082 715 0 3,115 7,849 378 360 738 

Ｈ30 1,056 1,699 1,057 486 0 2,967 7,265 384 339 723 
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【ひまわり生活の家】 

総括 

　平成30年度は入居者38名でスタートし、途中5名が退居、3名が入居され年度末におい
ては36名となりました（平均年齢は3.8歳アップ）。職員体制については、生活支援員が
7月より1名増えましたが、7つのホームがマキノから安曇川に点在している状況の中で、
利用者の支援度は高くなっています。今年度は、早朝・夜間・休日などの緊急支援が多
く（急病、家電・物品等の故障、利用者間のトラブル等による支援のSOS等）、キー
パーと生活支援員の役割の二分化も背景要因にありますが、緊急時の支援体制につい
て、大きな課題があると感じています。 
　設備面では、通報装置の設置やスプリンクラーの設置により安全性が高まりました。
順次、7つのホームの修繕にも力を入れはじめたことで、買い替え時期の把握と計画的な
予算計上、営繕管理業務の必要性を感じています。また、新規ホームの整備にかかる補
助金申請（国庫補助）を行いましたが、今年度は不採択となりましたので、次年度に再
び申請する予定です。 
　今後は、防災訓練等を通じて地域とつながる機会を持つことや「その人らしい暮ら
し」と「共同生活」の両面を大事にする生活支援に努めたいと考えています。 

第１期中期経営計画の最重点項目「主人公」にかかる取り組みについて 

意思決定支援の推進と実践 
　「自分らしい部屋づくり」「自分らしい共同生活」についてテーマを設定し、その
テーマに基づいた入居者の意思決定支援の推進と実践に取り組みました。一つの事例と
して、10年越しの一人暮しを実現１名、自宅での生活に移行３名、部屋の移行１名が本
人の望む暮らしの実現をしました。　 
　個々人が希望する余暇活動（スペシャルオリンピクス、第九、パソコン教室等）への
参加の促しと見守り、また、外泊や外出、GHの行事についても自己選択・自己決定を尊
重した支援を大事にしています。 

質の高い個別支援計画 
　 一人ひとりの生活のスタイルや質を、キーパーや職員がどう捉えているのかを絶えず
各ホーム会議で出し合い、本人の言動を理解した中でニーズやデマンドから個別支援計
画を作成し、実践、評価についてキーパーと職員が共有し、支援の協同を図りました。 
　「自分らしい共同生活」においては、外出・外泊届けの必要な時には、自分で書いて
提出する仕組み（提出期限、届出紙面の記入の仕方、実施後の記載等）を構築し、共同
生活の一つのルールが周知できました。 
　また、「自分らしい部屋づくり」では、本人に合った住環境の整備や改善について
も、OTの助言等を頂き食事の椅子や寝具等の支援を始めたケースもあります。22歳から
80歳の年齢幅、障がい特性や加齢の影響等、生活の多様性・価値観も36通りあります。
支援の答えは個々人が持っているので、支援者の試行錯誤と本人の「自分らしさ」を大
事にしながら、折り合いをつけて共同生活援助ができればと考えています。 
 

障がい理解の研鑽 
　法人主催の研修には、全キーパーが受講でき貴重な学びの場になりました。GH独自と
しては、入居者の障がい特性や成育歴等について情報共有の場を持ちました。 
　ホーム毎のキーパー会議で、担当ホームの入居者の生活の状況や言動について、それ
ぞれのキーパーの観察からその人理解に努め、支援の方向性を周知しました。ある時
は、日中活動や就労の場の情報を提供しその人の理解を共有しました。（アート展の紹
介、事業所だより等） 
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2018年度　重点項目 

権利擁護・虐待防止の推進（中期経営計画　経営戦略１より） 
・職員とキーパーとの各ホーム会議や全体会議で、目指す職員像や倫理綱領、職員行動
指針の唱和と個別ケースの生活の状態像の共有、また支援の方向性を確認する中で、利
用者への心理的虐待の芽をつむ手立てになったと考えます。関わっているケースを通し
て、学ぶ・実践する・評価することは分かり易く、「あるある、なるほど」といった共
感と納得の場が大切で、次の業務の原動力となっていることを実感しました。 
 
安全・安心なサービス提供（中期経営計画　経営戦略1より） 
・感染症や台風時等の緊急時の応援やキーパーの急な交代等にも迅速に対応し、入居者
の安全・安心に配慮しましたが、昨年のアーカスの台風被害は凄まじく、次年度以降に
は今後の異常気象を想定した整備の検討の必要性を感じています。 
・必要なホームには、スプリンクラーの設置が完了しました。 
・各ホームに通報装置の設置が完了しました。 
 

事業内容等 

【ホーム】 
　太陽　　（定員6名：6名契約）法人所有　スプリンクラー設置　平成30年9月5日 
　よこまち（定員6名：6名契約）法人所有　スプリンクラー設置　平成30年11月19日 
　アーカス（定員6名：4名契約）法人所有　スプリンクラー設置済み　1階居室床張替え 
　ひまわり（定員5名：5名契約）法人所有　スプリンクラー設置　平成30年9月5日 
　さくら　（定員5名：5名契約）賃貸　　　スプリンクラー設置　平成30年9月5日 
　ほがらか（定員5名：5名契約）賃貸 
　さかえ　（定員5名：5名契約）賃貸 
【生活支援】 
　・緊急時の通院、買い物、外出、行政等の申請書類手続き時の同行支援 
　・日常生活上の援助：衣替え、居室の掃除や整理整頓の支援、服薬の確認、入浴支援 
　　　　　　　　　　　小遣い帳収支確認 
【関係機関との連携】 
　・日中活動の利用事業所（介護施設・福祉施設）、相談支援センター等との連絡・調
　整を蜜にし、安心した生活が送れるように努めました。 
　・利用者の職場、働き暮らし応援センターとの連携を深め、継続した就労が出来るよ
うに情報の共有に努めました。 
　・必要に応じた情報を家族にも発信し、共有を図りました。 
【行事・その他】 
　新年会（1月）ホーム交流会（6月：ボーリング、9月：温泉　11月：カラオケ） 
　食事会（5月、8月、12月） 
　利用者対象防災・安全学習（7月：熱中症、9月：台風時対策、11月：食中毒、ノロな
どの嘔吐物処理対応） 
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【計画相談支援センター虹】 

総括 

　職員体制で、29年度は相談支援専門員の配置が2名でしたが、30年度は4名の配置と手厚く
なり、サービス等利用計画やモニタリング・訪問、面談の充実に努めました。そのことで、モ
ニタリングが適切な時期に行なえるようになりました。そして、利用者や家族からの、依頼に
もスムーズな対応が可能となりました。 
　課題としては、①相談支援専門員としての更なるスキルアップ②新規ケースを受け入れるた
めにも、相談支援専門員の現状数維持や増員ができるよう、事業運営のできる加算等の課題が
あります。 
　今後は、高島市障がい者自立支援協議会の部会等を通して市内の相談支援事業との協議を重
ねる必要があります。 

第１期中期経営計画の最重点項目「主人公」にかかる取り組みについて 

意思決定支援の推進と実践 
　利用者本人の希望に寄り添いながら、実現ができるように支援を行いました。 

質の高い個別支援計画 
　計画作成では、隠れたニーズを聞き出せる配慮や、関係機関との情報共有を基に、正確なア
セスメントを行い、プランにつなげました。サービス等利用計画を、各事業所の個別支援計画
に連動できるように会議では丁寧な説明を心掛けました。 

障がい理解の研鑽 
　利用者本人をしっかり知るために、関係機関のケース記録・判定や診断の情報を理解し、
ケース会議等で他の事業所支援者にも理解できるように努めました。 

2018年度　重点項目 

持続可能で安定した相談支援体制の整備 
　高島市障がい者自立支援協議会のプロジェクトチームに参加し、計画相談事業所の現状を分

析する中で、報酬や加算について、どのようにすればよいか協議を重ねています。また、現状

の加算に適応した研修に参加しています。 
関係機関との連携強化（中期経営計画　経営戦略４より） 
　緊急時の受入体制の整備関係協議の場への参加、災害時のプラン作成では、地域の区長や民

生委員等の連携に努めました。 
 

サービス実績
（件） 

4 
月 

5 
月 

6
月 

7
月 

8
月 

9
月 

10
月 

11
月 

12
月 

1
月 

2 
月 

3 
月 

合
計 

Ｈ 
29 

計画 22 6 7 11 4 3 15 3 2 6 3 1 83 

モニタリング 40 48 61 60 43 47 42 48 54 62 51 45 601 

Ｈ 
30 

計画 10 2 5 4 1 9 5 3 4 3 2 4 52 

モニタリング 56 68 59 68 58 48 54 48 43 50 51 20 623 
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【コンパス】 

総括 

　高島市障がい者自立支援協議会の事務局として、事務局会議・部会長会議・定例会・
全体会・各部会（4部会）・各種連絡会等（12連絡会等）の運営と、相談事業所（基幹・
委託）として、相談延べ9,078回の対応、ケース以外の相談や会議等への参加3,515件の
対応を実施しました。 
　地域課題としては、①計画相談支援事業所が新規を受けられない課題があり、セルフ
プランとなる方が増えている②精神障がいの在宅の方で、精神科病院のデイケアや地域
活動支援センター等の資源がないため、B型事業所やサロンに通所されているが、居場所
の課題③重症心身障がい児の居場所・送迎・入浴・短期入所等の不足がある④アルコー
ル等の依存症に対する、当事者や家族・支援者からの相談が増えてきているが関係機関
との連携の難しさがある⑤緊急時の受入先の確保等について、地域生活拠点等事業を活
用し実用性のあるもにしていく課題があります。 
　今後、地域課題を関係機関と連携し改善策に繋げる必要性があります。 

第１期中期経営計画の最重点項目「主人公」にかかる取り組みについて 

意思決定支援の推進と実践 
　高島市障がい者自立支援協議会の全体会にて、意思決定支援の原則や基本理念を学ぶ
ための研修会を実施しました。 

質の高い個別支援計画 
　個別支援計画につながる、サービス等利用計画を作成する相談員を対象に、各事業所
より事例報告を行い、プラン作成や相談支援専門員としての方向性の確認に取り組みま
した。 

障がい理解の研鑽 
　小学校の福祉学習・医師会・リハビリ協会・当事者団体のイベントや会議に参加し、
障がい理解の普及啓発に取り組みました。 

2018年度　重点項目 

権利擁護・虐待防止の推進（中期経営計画　経営戦略１より） 
　高島市障がい者自立支援協議会の部会より、当事者・弁護士・障がい福祉課に講師を
依頼し研修会を開催しました。また、MDG（当事者活動）の事務局として、当事者の声
を大切に、ともに学ぶ場を開催しました。 
 
関係機関との連携強化（中期経営計画　経営戦略４より） 
　高島市障がい者自立支援協議会を通して、県・市の相談支援事業所との情報共有を深
め、地域の実情にあった効果的でスムーズな相談体制の構築が進むように取り組んでい
ます。 
精神障がい者の支援の強化（中期経営計画　経営戦略１より） 
　精神障がいのある人・生きづらさを抱えた人達が安心して過ごせる居場所等につい
て、大津市との連携も視野に入れて協議を進めています。 
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【新規利用登録状況】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人） 

月 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 合計 

人
数 4 4 6 8 13 6 6 5 1 6 4 4 67 

累
計 4 8 14 22 35 41 47 52 53 59 63 67 ― 

 
【対応実人員】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人） 

月 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 
年間利
用実員 

人
数 117 104 107 106 104 103 108 90 81 96 104 100 1220 

 
【相談件数】 

月 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計 

訪　問  29  38  41  40  25  40  46  32  31  33  29  20  404 

来　所  36  35  34  34  36  43  25  37  26  33  24  16  379 

同　行  13  10  14  7  18  1  12  3  6  9  12  10  115 

電　話  250  217  224  215  194  152  236  208  207  159  170  166  2398 

メール  44  43  68  63  53  64  177  79  83  65  21  98  858 

小　計  372  343  381  359  326  300  496  359  353  299  256  310  4154 

個別支援 
会議等 

25  19  22  27  15  12  25  28  24  32  31  21  281 

関係機関  367  349  477  412  448  379  390  366  403  421  307  324  4643 

ケース以外
相談等  219  218  249  228  279  322  314  445  278  330  275  358  3515 

合計  983  929  1129  1026  1068  1013  1225  1198  1058  1082  869  1013  12593 
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【ハーモニー】 

総括 

　平成30年度は定員20名の中、契約者数30名でスタートしましたが、年度内に2名退所
され、契約者数は28名となりました。障害支援区分が5、6または行動点数が10点以上の
方の利用が約80％となり、職員の支援スキル向上に向けた研修会への参加やコンサル
テーションを受け、学びを深めました。しかしながら利用者の他害による事故も発生し
ていることからも継続して学びを深めるとともに、リスクマネジメントの視点を持ち、
再発防止に取り組み、安心して通所していただける事業所を目指しています。 
　また、日々の活動の発表の場としてハーモニー作品展「僕らの365日 Vol.5」を開催し
ました。新旭ふくしまつりと同日開催したことで今まで以上に多くの方の目に触れてい
ただくことができ、利用者の自信や意欲に繋がりました。 

第１期中期経営計画の最重点項目「主人公」にかかる取り組みについて 

意思決定支援の推進と実践 
　日々の活動やイベントにおいて、利用者の意志が表出・選択できる場面を意図的に設
定しました。また、意思の表出が苦手な方に対して、職員間で検討する機会を随時設け
ました。 

質の高い個別支援計画 
　個別支援に反映させるために、日々の生活から本人ニーズを受け止めるとともに、定
期的なモニタリングや言動から本人の思いを引き出せるよう努めました。 

障がい理解の研鑽 
　支援スキル向上に向け、職員全員が同じ内容で学べる機会を設定するため、専門職に
よるコンサルテーションを受けました。その他にも各種研修会や内部研修にも参加しま
した。 

2018年度　重点項目 

就労・生活支援事業のあり方（中期経営計画　経営戦略１より） 
　安心して通所できる事業所となるよう個々の生活スタイルを尊重した活動の提供を行
いました。また、日々の活動を地域へ発信・交流するために作品展の開催や各作品展へ
の出展を行いました。 
安全・安心なサービス提供（中期経営計画　経営戦略１より） 
　インシデント等で挙がった内容を職員間で共有を行い、安全対策を検討しました。ま
た、再発防止に向けてマニュアルを作成しました。 
　トイレ改修工事を行い、使用しやすい環境を整えました。 
関係機関との連携強化（中期経営計画　経営戦略４より） 
　複数の事業所を利用されている方が多く、利用者本人の状態や調子の把握等が必要な
ため、意識して他事業所との情報共有や連携を強化することに努めました。 

事業内容等 

生活介護事業（定員20名） 
　運動（ウォーキング、ストレッチ）・音楽（音楽療法、ミュージックケア） 
　創作（陶芸、絵画、手芸、作品展出展）・美化・健康管理・レクリエーション 
　園芸（野菜、植物）・作品展の開催 
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【アイリス】 

総括 

　就労継続支援B型事業は1名減の40名。就労移行支援事業は新規4名（1名は途中で一般

就労のため退所、3名は就労アセスメントの短期）の利用者の増減がありました。 
　B型の生産活動では、夏季は熱中症対策を意識して利用者の体調管理に留意し、熱中症

を予防することに努め、冬期はインフルエンザ・ノロウイルスの予防のため次亜塩素酸

散布や体調管理で施設内で蔓延することの無いように努めました。台風の影響で休所す

ることもありましたが、概ね計画通り開所することが出来ました。 
　課題としては、余暇活動等を優先される利用者が増えていることから土曜祝日に働き

たいと考えている利用者ニーズは低下しています。開所日により多く利用してもらえる

ようにする為の見直しが必要になってきています。また、休憩時間に利用者間のトラブ

ルによる事故が発生しました。同じ事故を繰り返さない為にも、リスクについて職員全

員で意識を統一し、事故を予防するための支援について検討を重ねながら対応していま

す。 
　就労移行支援事業は、希望者が無い状況が続きました。今後も新規利用者の希望者が

見込めない為、今年度で廃止することになりました。 

第１期中期経営計画の最重点項目「主人公」にかかる取り組みについて 

意思決定支援の推進と実践 
　自分の気持ちを利用者自ら表出できるような投げかけをする等、本当に言いたいこと

が言えるための雰囲気作りを心掛けて行いました。また、職員間で現状把握する場を作

り、支援のポイントを確認しながら支援に取り組みました。 
 

質の高い個別支援計画 
　個別ケース会議の開催、新たな作業に挑戦できる機会を意識して設定しました。ま

た、支援会議で利用者が作業内容を理解できるような提示方法について検討し、実践し

ながら配慮について考えたり、挑戦したい作業、就労への希望など本人の思いを聞き取

る場を設け、それに近づくための機会を利用者本人と考え取り組めるよう努めました。 
 

障がい理解の研鑽 
　キャリア研修、支援者養成クラスルームなど各種研修への参加、内部で虐待研修や、

主任会での学びについての伝達研修を実施しました。　 
 

2018年度　重点項目 

就労・生活支援事業のあり方（中期経営計画　経営戦略１より） 

　個別支援計画に沿って、就労に向けての相談や日中取り組みたい事などを利用者・家

族からの相談やモニタリングなどの機会を通じて本人の目指す将来の姿に近づけるよう

関係機関と連携しながら対応しました。 
　新たな作業を利用者のニーズに応じ新しい仕事に挑戦できる環境作りを行いました。

また、行政や関係機関と連携し、働き甲斐の持てそうな新規事業の検討（きくらげ栽

培・ビルメンテナンス）を行ったり、利用者、家族と話し合い織り事業を終了し、朽木
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道の駅などにある直売所スペースを「あんです」に譲渡するなど生産活動の整理を実施

しました。 
　夏期には熱中症が心配な利用者・家族のニーズに応じられるよう個別に作業場所など

の配慮などの対応をしました。 
関係機関との連携強化（中期経営計画　経営戦略４より） 
　利用者支援・生産活動の取引先において、事業打ち合わせ、ケース会議、自立支援協議 
会等に参加し、情報発信・情報収集など関係機関と連携を密にすることに努めました。 

事業内容 

就労継続支援B型（定員34名） 
【主な生産活動】受託（下請け・メンテナンス） 
　　　　　　　　仕入（リサイクル・碧いびわこ） 
　　　　　　　　製造製品（手織り） 
【　 その他  　】健康管理、研修、レクリエーション、就労支援 
就労移行支援（定員6名） 

 工賃支給総額 平均工賃（月額） 

Ｈ２９ 7,640,951円 15,070円 

Ｈ３０ 7,978,703円 16,417円 
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【大地】 

総括 

　就労継続支援B型12名、生活介護13名（各定員10名）の契約者数で、31年１月には集団

での感染症発症のためマニュアルに沿って３日間の臨時休所を行いましたが、全体として

は100％以上の利用率での事業実施となりました。 
　地域とのつながりを意識した事業所運営の大きな柱として定着してきた「ようこそ大地

へ」は、地域関係機関とのつながりを今まで以上に深めながら進められ、また地域ボラン

ティアの方も常に事業所を訪問いただける関係性構築など、着実に成果として現れていま

す。更に今年度は地域内で開催されているサロンへ訪問する機会を設けるなど、広がりを

持つことが出来ました。 
　中期経営計画に則り、多機能事業所（就労継続支援B型10名、生活介護10名）から生活

介護事業所（20名）への移行を2020年4月に見据え準備を始めました。今後利用者・ご家

族をはじめ関係者へのご理解を求めながら、事業内容の充実を図りたいと考えています。 

第１期中期経営計画の最重点項目「主人公」にかかる取り組みについて 

意思決定支援の推進と実践 
　本人理解の視点を第一に、支援の実践に取り組みました。外部研修、伝達研修を活用

し、意思決定支援について職員が共に学ぶ時間を持ち共有を図りました。 
　作業や活動の場を通して選択の機会の提供を多方面からアプローチすることで、自信や

誇りにつながり、その人らしい生活につながるよう支援を行いました。 

質の高い個別支援計画 
　個別支援計画に基づく統一した支援、また、サービス等利用計画にも目を向け一人ひと

りの生活全般を把握した中での日中支援を目指し、関係機関とも情報共有・協力しながら

支援の実施を行いました。 

障がい理解の研鑽 
　一人ひとりの障がい特性を理解した上での支援提供が行えるよう、アセスメントを基本

とし得られた情報などを打ち合わせやケース記録を通して、職員間で情報共有に努めまし

た。多方面からのアプローチの実践を行うため、発達障がい支援研修の連続講座（クラス

ルーム）、滋賀県強度行動障害支援者研修（基礎）への参加も行いました。 

2018年度　重点項目 

権利擁護・虐待防止の推進（中期経営計画　経営戦略１より） 
　人権意識の向上について、法人で行われる職員研修をはじめ、人権について考える機会

を重ねています。法人虐待防止委員会の取り組みを基に事業所内で日頃の支援を振り返る

場面を多く持ちながら、虐待防止の推進に努めました。利用者については、人権学習の取

り組みとしてお互いの良さを見つけ合える風土づくりを進めています。 
就労・生活支援事業のあり方（中期経営計画　経営戦略１より） 
　農福連携事業の推進については、専門機関で受けた土壌肥沃度指数の結果を受けた「ふ

れん土」の改良、ニンニクの栽培、付加価値のある黒ニンニクづくり、安定した販路開

拓、「大地の農業」の方向性を検討を始めました。天候・気候に左右される生き物の管理

については、職員への作業負担も大きく生産活動の充実した実施において課題となってき

ており、早急な対応が必要となっています。 
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　地域社会とのつながりの中で働く・生活する・余暇を楽しむ視点を持つことへの支援も

「ようこそ大地へ」や地域サロンの訪問、地域ボランティアの受入れ等の取り組みを通し

て充実することができました。 

事業内容 

【生活介護の活動】※看護師配置 
・健康・衛生学習（週1回半日）バイタルチェック、栄養・歯科指導、軽運動等、調理、
エコフォスター等 
・文化的活動（週1回半日）　　創作活動、読書、音楽（ワークショップ）、イベント参
加等 
【生産活動】（Ｂ型・生活介護共通） 
　園芸：「ふれん土」の製造・販売、苗の育苗・販売、野菜の販売、寿光苑ガーデンメン
テ等 
　リサイクル：安曇川地域の福祉推進委員と連携したアルミ缶回収・販売、竹紙製造（は
がき・色紙）・販売 
　請負業務：京都シール、アロン化成、のんきぃファーム等 
　その他：草刈り他 
【学習・活動・生活支援等】（B型・生活介護共通） 
　・人権学習、安全衛生学習、作業研修（マノーナファーム見学） 
【行事・その他】（B型・生活介護共通） 
　・家族会合同行事（バーベキュー、カレー作り、新春の集い）、日帰り旅行、誕生会 
　　ようこそ大地へ、糸賀一雄音楽祭、クリスマス会等 
　・避難訓練（年3回）、健康診断（年3回）、歯科検診（年1回） 

 Ｂ型 生活介護 

 工賃支給総額 平均工賃（月額） 工賃支給総額 平均工賃（月額） 

Ｈ２９ 1,852,133円 12,862円 1,265,918円   8,115円 

Ｈ３０ 1,950,057円 13,542円 1,349,404円 8,650円 
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【あんです】 

総括 

　29年度末から30年度初めにかけて就労3名（一般2名、A型1名）、年度途中で他事業所

への移行1名がおられたため、昨年度からは収入面では大きく減収となりました。一方、

地域課題である精神障がいのある方の社会参加の場として繋がる方（新規利用者2名）、

生きづらさを抱えた方々の社会とのつながりの場として傍楽体験を活用した就労体験の

受入れの役割など、地域ニーズに応じた社会資源として、関係者からの信頼を得ながら

多様な受入れを積極的に実施できたことは、地域にとって必要な役割の一旦を果たせた

のではないかと思います。 
　職員体制を変更したことをきっかけに（常勤者２名減、中途退職１名）、これまで実

施してきていたパン・菓子の製造業務については利用者が主体的にかかわる製造現場で

あり、かつ人員体制に伴うリスクも考慮しつつ今後も持続可能な形を見据えて、業務縮

小も含めて実施内容を関係者の理解も進めつつ、大きく方針転換することになりまし

た。 
　また年度の終わりを迎えるタイミングで高島市民病院内の売店・食堂を利用者の方々

の新たなはたらきの場として提供することとなり、準備期間としては非常に短かったも

のの利用者・ご家族の理解、法人内外関係者皆様の協力を得て無事スタートを切ること

ができました。これまでのパン・菓子、カフェ事業に合わせて地域資源として活用いた

だける場所となり、多くの市民の方が利用される環境で、地域の中でとけこみながらは

たらくことに繋ぐことができ、障がい理解を地域に深めることについて、同時に進めら

れたと考えています。 

第１期中期経営計画の最重点項目「主人公」にかかる取り組みについて 

意思決定支援の推進と実践 
　「自分の事を自分で決める」その経験をいかに積んでもらうか、支援に置いて常に意

識し様々な場面を通してその実践を行いました。個々の強みを活かし、自らの選択した

環境で生き生きと働く姿が着実に見えてくるようになりました。 
　一人ひとりの意思決定支援を常に意識できるよう「まず、本人に聞いてみる」姿勢を

職員間で共有し、支援者側の都合が優先することのないよう支援の提供内容を内部で協

議できる風土も醸成しました。 

質の高い個別支援計画 
　目標達成のためへの環境調整や新たなニーズの掘り起こしなど、定期的なモニタリン

グに加えて、日々の支援提供の中での本人との面談、必要時にはご家族も交えながら実

施しました。月１回の職員会議において、短期目標の進捗状況を職員間で共有しながら

達成度合いについての管理も全体で行いました。　 
　環境の変化や新たなニーズについては、計画相談支援事業所や関係機関と情報共有

し、ご本人の暮らしの充実につながるよう努めました。 

障がい理解の研鑽 
　支援に関する研修受講を経験年数や必要度合いに応じて行いました。また、職員会議

において伝達研修の機会を増やし、受講者以外にも学んだことを共有し全職員のスキル

向上に努めました。 
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2018年度　重点項目 

権利擁護・虐待防止の推進（中期経営計画　経営戦略１より） 
　虐待防止マネージャーにより虐待防止員会の取り組みを基に、目指す職員像の唱和

（毎日）、職員セルフチェックリストでの支援の振り返り、心理的虐待の具体例を職員

会議において協議、倫理要綱・職員行動指針の読み合わせ、法人全体研修への参加等に

取り組みました。 
　地域自立支援協議会権利擁護部会への参画も行い、地域で障がいのある方の権利擁護

等の取り組みが推進されるよう、研修会企画・運営をメンバーと共に行いました。また

他の事業所への見学も行いながら支援の工夫などについても部会内で協議を行いまし

た。 
安全・安心なサービス提供（中期経営計画　経営戦略１より） 
　各種研修会への参加や施設内での研修を行い、知識・技術の向上を図り、統一した支

援・質の高いサービスが提供できるよう努めました。 
　信頼関係をもとに、利用者が安心して通所し、安定した毎日を過ごせるため様々な作

業や活動を提供しました。自らの強みを活かし充実した日々を過ごすため、個々の障害

特性に応じた作業の関わりについて常に意識し探求を続けています。対人面での環境調

整が必要になる場面もありますが、支援の基本として自己肯定感を持つための工夫を行

い、自分を大切にしながら人も大切にする仲間づくりを人権学習の機会も合わせながら

実施しました。 

事業内容 

【生産活動】 
　パン・菓子：製造、販売 
　MIZU café cocco：カフェの運営および弁当・惣菜の製造・販売 
　下請け：ポテト惣菜の製造（ヴァロン） 
　高島市民病院内売店・食堂 
【学習・活動・生活支援等】 
・人権学習、衛生学習(各2回)、作業に関する研修(年2回)、作業ミーティング(随時) 
【行事・その他】 
・法人合同行事、家族会合同行事、日帰り旅行、誕生会、夏祭り、クリスマス会、 
　糸賀音楽祭、KOSEI輝く芸術祭、リフレッシュ活動、音楽ワークショップ 
　※おこしやすドリーム（中止） 
・避難訓練（年3回）、健康診断（年1回）、歯科検診（年1回） 

 工賃支給総額 平均工賃（月額） 

Ｈ２９ 6,941,586円 26,698円 

Ｈ３０ 5,906,659円 25,460円 
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【だんだん】 

総括 

　年度内に２名退所（1名転居、1名B型への移行）がありました。３名の介護保険併用利

用者をはじめ60歳以上の利用者が11名おられます。日常生活全てにおいて見守りや介護

の必要な方が年々増加されてることが新たな課題として顕著になってきています。 
　生産活動事業の取組みの中では、年度初めにリサイクル事業の縮小を行いました。こ

れに伴い課題であったアルミ缶作業場の環境については改善が求められていましたが、

規制上これ以上の設備整備も難しく家族にも理解を求めながら戸外での作業については

控えていく方向で進めてきました。 
　施設内の環境美化にも力を入れ、作業室の環境改善にもつなげ利用者にとって心地よ

い空間提供に努めました。自主製品については市内道の駅などで売り上げが伸び、利用

者の作品が多くの方の価値と共感を生んでいる事で、今後の取り組みへの励みにもつな

がってきています。 
　重度・高齢化へ対応できる生活介護事業が地域ニーズとして求められています。支援

者側に、より高度で専門性の高い支援が求められています。チームアプローチにより豊

かで充実したサービスが提供できるよう研鑽を積む必要があります。 

第１期中期経営計画の最重点項目「主人公」にかかる取り組みについて 

意思決定支援の推進と実践 
　作業が複数あることから作業選択が少しずつ進められ、利用者が一目見て作業内容が

分かるような予定や、手順書作成の必要性を職員間でしっかりと共有し支援に活かすこ

とができました。 
　文化的活動分野では、利用者の意見を反映させた年間活動計画をプログラムとして組

み立てましたが、ニーズは幅広く年齢層にも配慮した、さらに細かいプログラムの検討

の必要性も見えてきました。 
　利用者が安心して過ごせる環境づくりのため「受容」と「共感」について職員一人ひ

とりが工夫しながら支援を行っています。利用者の様々な形での自己表現を受け止めつ

つ、より適切な方法での表現の獲得も共に目指していく必要があります。その方に応じ

た意思の表出が十分に工夫されるよう今後も職員間で研鑽を重ねていくため、今年度は

その土壌づくりを行いましたが、実践と検証については取り組み強化が必要と考えてい

ます。 

質の高い個別支援計画 
　サービス等利用計画を踏まえ、利用者ニーズに応じた個別支援計画を作成し、利用者

の自己実現に向けた支援を実施しました。また、職員間で定期的に支援状況を振り返る

機会を持ち、個々の個別支援計画の理解と支援の統一が図れるよう努めました。 
　障害特性に応じた支援の実施については充実した取り組みが構築できている部分と改

善の必要がある部分とがあり、事業所としてより充実していけるよう職員間で協議を進

めていきたいと思います。 

障がい理解の研鑽 
　滋賀県強度行動支援者養成研修（基礎・実践）、発達障がい理解の連続講座（支援者

養成クラスルーム）への参加をはじめ、経験年数や必要に応じて障がい理解に関する研

修受講を行いました。職員会議などで伝達研修の機会を増やし、受講者以外にも学んだ

ことを共有し全職員のスキル向上に努めました。 
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　アセスメントを通して得られた情報と合わせて個々の障害特性に応じた必要な支援構

築を、学びと共に実践に活かしていく仕組みづくりが求められています。 

2018年度　重点項目 

権利擁護・虐待防止の推進（中期経営計画　経営戦略１より） 
　虐待防止マネージャーにより虐待防止員会の取り組みを基に、目指す職員像の唱和

（毎日）、職員セルフチェックリストでの支援の振り返り、心理的虐待の具体例を職員

会議において協議、倫理要綱・職員行動規範の読み合わせ、法人全体研修への参加等に

取り組み、虐待防止の推進に努めました。 
安全・安心なサービス提供（中期経営計画　経営戦略１より） 
　各種研修会への参加や施設内での研修を行い、知識・技術の向上を図り、統一した支

援・質の高いサービスが提供できるよう協議を進めました。 
　利用者が安心して通所し、安定した毎日を過ごせるための様々な作業や活動の提供を

検討し、障害特性や年齢、体力等に応じた活動の工夫を行いました。 
　避難訓練、防犯訓練、感染症対策を実施し、安全に通所できる事業所運営に努めまし

たが、冬期のインフルエンザ発症時期については数名の感染者も出たことで、障害者支

援施設からの通所者の長期休所（3名　約1カ月間）など外部機関へも影響がありまし

た。また通所率の減少にもつながったため、今まで以上の感染症予防の取り組みの必要

性が出てきています。 

事業内容 

【療育活動・生活支援等】 
　健康、衛生支援：（週一回看護師配置） 
　バイタルチェック、栄養指導、ブラッシング、ストレッチ、ラジオ体操、ダンス、 
　軽スポーツ、音楽療法等 
　文化的活動：音楽、手話、絵画、制作、ワークショップ、初釜、花見、季節の行事等 
　その他：イベント参加等 
【生産活動】 
　自主製品事業：フエルト商品・さをり織り商品の製造・販売、出店、その他D.dandan
ブランド商品 
　リサイクル事業：アルミ缶・牛乳パックの回収・販売 
　受託事業：今津運動公園清掃作業、トイレメンテ、箱折り、糊袋詰め作業、アロン化
成、草刈り等 
【学習・活動・生活支援等】 
　人権学習、健康・衛生学習、作業ミーティング 
【行事、その他】 
　法人合同行事、家族会合同行事、日帰り旅行、誕生会、夏祭り、クリスマス会、 
　忘年会、糸賀音楽祭、KOSEI輝く芸術祭、リフレッシュ活動 
　※おこしやすドリーム（中止） 
　避難訓練（年3回）、健康診断（年3回）　歯科検診（年1回） 

 工賃支給総額 平均工賃（月額） 

Ｈ２９ 2,065,569円 4,156円 

Ｈ３０ 2,165,892円 4,956円 
注）週の契約日数に応じた算出方法へ変更 
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【マーブル・就労準備支援ホップ】 

総括 

　30年度のマーブル利用者は17名でスタートしました。途中4名が退所されましたが3名
の新規利用があり、年度末では16名となっています。環境整備として、鉄道リネンサー

ビス（株）に要望していましたスポットクーラーが7月に設置されたことで、熱中症のリ

スクを軽減し作業に取り組めるようになりました。 
　一般就労を目指している利用者に対しては、施設外就労の場を提供し企業に出向いて

作業することにより、利用者もやる気を出して働くことで企業就労に一歩近づいた支援

が出来ました。課題としては、利用者が不足している状況が発生しています。対策とし

て地域の有償ボランティアに依頼することで作業は遂行できましたが、今後は業務遂行

が可能な人数の利用者が必要となっています。 
　一方、就労準備支援事業ホップについては、本年度から有期限（1年）の縛りが無くな

りました。これまでの3年間で延べ利用者数は19名となりましたが（再利用者1名を含

む）、30年度末現在の実績は、3名が企業就労、6名が福祉就労、他機関に繋がった方1
名、在宅2名、虹カフェ利用1名となっています（現在利用中の方は5名）。 

第１期中期経営計画の最重点項目「主人公」にかかる取り組みについて 

意思決定支援の推進と実践 
　困っていることや不安なこと、楽しいことなど利用者の思いや考えを知る日々を大事

にしました。個々のスキルアップしたいという思いを大切にして自己選択の機会とチャ

レンジの場を保障し、支援の創意工夫により「できそう、できた」の手ごたえを、当事

者も関係者も実感できるよう意識して取り組みました。 

質の高い個別支援計画 
　サービス等利用計画と連動した目標を日々意識できる個別支援計画を作成し、目標を

達成するための手立てを考え、利用者と個別に向き合う時間を作ることに努めました。 
利用者の多様な生活状況を把握するため職員会議で情報共有し、本人が望むことについ

て検討し支援しました。 

障がい理解の研鑽 
　他者理解をする場として作業ミーティングを設定し、一人ひとりの行動には意味や理

由があるという事について理解を深めました。 
　また、環境の構造化を意識して取り組むことにより、一人ひとりが「いい感じの自

分」を保てるコミニュケーションづくりを実践し始めることができました。 

2018年度　重点項目 

安全・安心なサービス提供（中期経営計画　経営戦略1より） 
権利擁護、虐待防止の推進 
　虐待防止チェックを実施し、結果をもとに支援について協議する場を設定し知識を深

めました。 
就労・生活支援事業のあり方（安全・安心な働く環境の構築）（中期経営計画　経営戦

略１より） 
　健康（体温・体調チェック）・衛生（身だしなみ）チェック表を改善し、現状把握を
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行ったり、熱中症対策としてスポットクーラーのほか、ネッククーラーの着用、扇風機

の設置、経口補水液・塩飴の摂取、水分補給の促しを行い、利用者、支援者が安全で働

きやすい環境を整備することを意識して取り組みました。 
　リネン事業について法人全体で協議しました。今後も協議を継続し、アイリスと連携

を図り方向性を検討していきます。 
関係機関との連携強化（中期経営計画　経営戦略４より） 
　就労準備支援事業ホップでは、訪問看護や働き・暮らし応援センター等の機関につな

ぎ、「働きつづけられる支援」を実践しました。また、たすけあい高島や地域の農園、

企業から「働く場」のご縁を頂き、人につながり地域につながり、次のステージにス

テップアップされたケースもありました。 
　しかしながら、コミュニケーションや対人関係の構築が得意ではないので、働きや暮

らしの悩みを聞いてもらいたくて、また居場所を求めてホップに来所されるOBも多く、

嬉しい賑わいがあった1年でした。また、活動の特徴として「ホップ工房」と名づけられ

るほど木工や縫製、アート作品づくりが盛んに行われ、地域のイベント等で販売する

チャンスを得て好評でした。結果として対価を得る機会にもなり、新たな働きが実現で

き、今後の展開が期待できるのではないかと考えています。 

事業内容 

【就労準備支援ホップ】 
　生活リズムが崩れている等就労に向けた準備が必要な人を対象として、日常生活自

立、社会生活自立、就労自立の３つの自立段階を想定した多様なメニューを組み合わせ

たプログラムを作成して支援を行いました。 
 
【生産活動（マーブル）】 
　受託事業（鉄道リネン㈱下請け） 
【その他の活動】 
　レクリエーション・学習会・健康管理・就労支援 

 工賃支給総額 平均工賃（月額） 

Ｈ２９ 6,492,443円 37,100円 

Ｈ３０ 9,531,823円 48,881円 
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　　　　　　　　　平成３０年度事業報告書　　　　　　　　 

 

社会福祉法人 虹の会 

    〒520-1521 滋賀県高島市新旭町北畑45番地　 

　　　　　　　　　　　  電話 0740(25)8220　FAX 0740(25)8221 

　　　　　　　　　 　  ホームページ　http://www.shiganijinokai.net　 

　　　　　　　　　　   メールアドレス　info@shiganijinokai.net 
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