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社会福祉法人  福知山学園  

■「改正社会福祉法」が平成 28 年 4 月 1 日から施行された。 

その主な内容は社会福祉法人改革であり、「経営組織のガバナンス強化」・「事業運営の

透明性の向上」・「財務規律の強化」を柱としている。  

とりわけ、「財務規律の強化」では、いわゆる「内部留保」の明確化や「社会福祉充実計

画」の義務化が謳われている。 

本改正法は、国の公的責任後退等、幾つもの危惧すべき側面があるが、本法人としては、

改正法全てを脅威と捉えるのでなく、法人組織・経営基盤の強化や社会的ステイタス向上へ

の好機と捉え、必要な情報の収集・整理にも努めてきたところである。  

■法人事業経営の観点からは、常に法・制度改革を予見し、いかに財務状況の安定化を

図るかが重要となるが、一方、ご利用者の個別的かつ多様なニーズに向き合えているか、地

域のニーズ変化に敏感に対応できているかが一段と重要となる。  

平成 27 年度、法人傘下の各事業所、第一線のスタッフがご利用者のニーズに正面から向

き合い、ご利用者やご家族などと課題を共有することが出来た一年であったと思う。  

その地道な実践は施設・事業所毎の特色として醸成されつつあり、正に法人理念の「いの

ちいきいき福知山学園」の具現化として実感しているところである。  

また、児童発達支援センターすきっぷ、デイサービスむとべ、相談支援センターてくてく、地

域生活支援センターシンフォニー、高齢者デイサービスほほえみの里など、日々地域の多様

なニーズに向き合う事業所・スタッフについても一歩ずつ存在感を高められてきたと捉えてい

る。 

■一方、それら地域・在宅福祉へのさらなる強化は、今後も法人の最重要課題であり、スタ

ッフのさらなる意識改革と専門性の蓄積が喫緊のテーマともなっている。  

また、当法人にとっても人材の確保・育成・定着は重点課題であり、あらゆる機会に人材

確保のアクションを展開し、結果として全施設・事業所において所定人員の確保を実現でき

たことは、法人サポートセンター担当者はもとより、若手職員 PRチームなどによる活動の成果

でもあると考えている。 

さらに、福知山学園の魅力発信としては、12 月に開催した FUKUGAKU オープンセミナーも

大きな成果を残し、またホームページ、広報誌の刷新に向けた検討も進めてきた。  

■障害者総合支援法改正案が国会で審議されているが、改正案は 2 年間の準備期間を設

けており、成立後、数多くの政省令によりその中身が明らかになってくると思われる。 

来る平成 30 年度は、総合支援法及び介護保険法報酬改定、両法の一部統合の有無な

ど、異次元の激変に遭遇することも予測化される。 

平成 28年度以降、法人中・長期プラン「FUKUGAKUバリューアップ」の基本骨格づくりを進

めると共に、人事管理制度の抜本的見直しや、適正な財務管理強化など法人制度改革へ

の確実な対応を図るなど、将来に亘り“真に必要とされる法人”への基盤形成を進めていきた

いと考える。 

 

平成 27 年度 事業報告書 
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～平成 27 年度 10 月 1 日～ 

施設長

主任

副主任

.

3等級

財務部長⇒森田政寿 事業推進部長⇒山本真也経理課長⇒　堀　　学
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サビ管
西山秀樹

廣田施設長
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【響・奏】

理事長・副理事長

総園長

飯田副主任
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     ～平成 27 年 10 月 1 日～ 

むとべ翠光園 あまだ翠光園 おさだの翠光園 みわ翠光園 シンフォニー てくてく ほほえみ 橘 就労部門

北山実果
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福知山学園PRチーム

奥村広子
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　　　＜各委員会＞
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大西文生 足立昌昭 上田朱美 瀧本拓也 井地明子
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小中秀樹
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サポートセンター
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　　　＜人事管理委員会＞
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JUMP
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サポートセンター 堀　学
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西山秀樹

遠藤　聡 矢持雄二

澤田誉子

 

Ⅰ．法人管理体制・委員会体制  

■ 法人管理体制 ■ 

■ 法人 委員会体制 ■ 
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１．法人運営  重点施策と行動計画  

オ
ン
リ
ー
ワ
ン
支
援 

1-(1) キャリアパス制度、人材育成・研修計画の作成と実践 

実行計画 キャリアパスに伴う、職員研修計画の強化 9月達成率 3月達成率 

目標数値 

①新任職員、中堅職員、事務、管理職等階層別研修の実施 70％ 100％ 

②各専門研修の拡大（OJT・OFF-JT） 50％ 100％ 

③各事業所による、実践報告会の実施 未 未 

責任者 （法人）研修委員長・サポートセンター 

上半期実績 下半期実績 

①新任職員、中堅職員、事務、管理職等階層別研修の実施 

○5月 21日⇒第一回法人内新任職員研修会 

  講師：塩見総園長 

○6月 23日⇒法人内管理者研修 

 （施設長・主任・副主任） 

講師：堀田慎一氏 ［日本経営  取締役］ 

○7月 21日⇒第二回法人内新任職員研修会 

 講師：足立明美氏 [オフィススキッパー] 

○11月 10日⇒メンタルヘルス研修（1等級） 

 講師：武田栄理子氏[独立行政法人 労働者福祉機構] 

○2月 10日⇒中堅職員研修会 

  講師：久田則夫氏［日本女子大学 教授］ 

○法人内人権研修会（2月～3月 各事業所毎実施） 

 

 

 

 

 

②各専門研修の拡大（OJT・OFF-JT） 

○6月 20日⇒「子供における感覚統合について」 

  講師：灘 裕介氏（OT）［有限会社 あーと・ねっと］ 

 主催：福知山市児童発達支援センター すきっぷ 

  対象：すきっぷ利用保護者     参加者  ２２名  

○11月 28日⇒「子供の発達段階に応じた支援」 

 講師：灘 裕介氏（OT）［有限会社 あーと・ねっと］ 

 主催：福知山市児童発達支援センター すきっぷ 

 対象：保育士・保健師・小学校教諭 参加者 ３３名 

 

○12月 12日⇒FUKUGAKUオープンセミナー2015 

 「働くこと・生きること」～働くことは生きる喜び～ 

 主催：福知山学園［ホテルロイヤルヒル］ 

 講師：社会福祉法人共生シンフォニー  

常務理事 中崎ひとみ氏 

     アントレプレナーシップ  

理事長  原田紀久子氏 

  障害者就業・生活支援センターわかば  

センター長  和田和憲 氏 

社会福祉法人よさのうみ福祉会 リフレかやの里 

管理者 藤原さゆり 氏 

 来場者総数 １３４名    予算実績 ９２万円 

Ⅱ.2015 年度  重点施策と行動計画  
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オ
ン
リ
ー
ワ
ン
支
援 

③各事業所による、実践報告会の実施 

○秋季研修会にて、実践報告会の計画を進めていたが、法人

研修委員会からの要望もあり、その緊急性・必要性を確認す

る中で、「メンタルヘルス研修」へと計画変更を行い実施。 

○来期計画とする 

［戦略・課題］ 

◆法人規模が拡大されている中、各階層、各職種、雇用形態別スキルアップの促進 

◆各階層、特に上位階層へキャリアパスできる人材育成計画の作成 

◆魅力ある役職者イメージの創造 

フ
ァ
ン
作
り 

1-(2) 職員採用計画策定と情報発信力の向上 

実行計画 リクルート機能の強化 9月達成率 3月達成率 

目標数値 

①目標人員の確保 80％ 100％ 

②リクルート活動素材（web・SNS、パンフ、DVD等関連資料作成） 70％ 80％ 

③高校、短大、専門学校、大学等各関係機関との連携 50％ 50％ 

④リクルート広報チーム結成と検討会議の実施 80％ 100％ 

責任者 (法人）事業推進部長、広報委員会 

上半期実績 下半期実績 

①目標人員の確保 

○上半期 離職者数 17名／上半期採用者数 20名 

 ※採用者の確保は進んでいるが、常勤・支援員の離職者   

  が多数。これに対し、採用者は非常勤者又、調理 

員・看護師等であるため、更なる人材確保を要する。 

■平成 28年度 新卒内定者数 5 名 

○下半期 離職者数 11名／下半期採用者数 12名 

 

◆年 間 離職者数 28 名／年間採用者数 33 名 

 

■平成 28年度 新卒内定者数 6 名 

②リクルート活動素材／④リクルート広報チーム結成と検討会議の実施 

○法人 PRチーム立上げ（20代若手チーム） 

・月 1回の定例会議の実施 

・就職フェアの参加／採用広告の作成／PR DVD作成 

・外部研修会の参加 

○法人 PRチームの活動 

・スマイルフェスタ 感動エピソード DVD出展 

・施連協主催 介護の日イベント参加   11／11 

・京都府福祉座談会スピーカとして派遣  2／3 

・京都府就職フェスタスタッフとして派遣  3／1 

③高校、短大、専門学校、大学等各関係機関との連携 

・各関係機関に、法人パンフや法人説明会の案内を郵送 

・地域の高校への訪問実施 

・各関係機関に、法人パンフや法人説明会等の資料郵送 

・地域の高校への訪問実施 

・大阪医療専門学校との連携強化 

［戦略・課題］ 

◆PR チームの活動は、法人内にとどまらずアウトリーチを積極的に実践する。 

◆Web、SNS 等、現在の世代に応じた広報活動の展開を図る 

 

実行計画 法人情報公開の強化 9月達成率 3月達成率 

目標数値 
①法人 HPの再校正と活用度 UP 30％ 50％ 

②各施設パンフリニューアル 50％ 100％ 
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フ
ァ
ン
作
り 

目標数値 ③広報誌 すいこう 認知度ＵＰ 70％ 100％ 

責任者 ①②③広報委員会 

上半期実績 下半期実績 

①法人 HPの再校正と活用度 UP 

○広報委員会による、各施設新着情報の更新は月 1 回以

上の更新を実施。又、各施設スタッフ紹介等についても

更新を実施。 

○HP（イントラサイト含む）の再校正についても、株式会社 

ブラシナから株式会社イー・ネットワークスへ業務引継を

完了し、再校正に入る。 

○株式会社イー・ネットワークスと HP・イントラサイト・リクリー

トサイトのリニューアル検討会議を実施。平成 28 年度 

リニューアルへ向けて継続的に検討会議を確実に進捗

させていく。 

 

②各施設パンフレットリニューアル 

○各施設毎に、施設パンフレットの見直しを実施。 ○あまだ翠光園・みわ翠光園 リニューアル版完成 

③広報誌 すいこう の認知度 UP 

○すいこう 配布エリアの拡大 

○読者が手にしやすいサイズへの変更（B５⇒A５）計画 

○12月 A５版 すいこう 発行。 

○利用者活動状況に加え、法人活動状況の掲載。 

［戦略・課題］ 

◆HP・すいこう での情報発信における、ターゲットの明確化 

◆HP・リクルートサイトをリニューアルする事で、関係機関への広報と同時にリクルーターに興味を持って頂ける福知山学

園としての新たな情報発信を行う。 

 
 
 
 
 
 

オ
ン
リ
ー
ワ
ン
支
援 

1-(3) 人事考課制度再構築とワークライフバランスの実践 

実行計画 人事考課制度の再構築 9月達成率 3月達成率 

目標数値 
①人事考課マニュアルの再構築と実践シミュレーション 50％ 50％ 

②6等級制への変更に伴う、役職名の変更 50％ 100％ 

目標数値 ③資格手当制度の見直し 50％ 90％ 

責任者 法人サポートセンター・人事管理委員会 

上半期実績 下半期実績 

①人事考課マニュアルの再構築と実践シュミレーション 

○人事考課マニュアル改定（案）の作成 

 ・評価シート（案）作成 

○12 月に新・人事考課マニュアル決定の計画で進めてき

たが、未来の福知山学園の安定した経営を見据える中

で、施設長会・人事管理委員会 合同会議にて、再度人

事考課マニュアルの課題整理を行い、人材育成、職員

処遇の改善、モチベーションアップ、職員採用への有効

手段等、マニュアルの根底からの見直しを実施した。 

②6等級制に伴う、役職名の変更 

○6等級制職務基準書作成 

○6等級制移行時の役職名の決定 

○6等級号俸ピッチ表作成 

○６等級制移行後の役職名等は決定しているが、役職名

等の変更については、平成 29 年度 新人事考課マニュ

アルと一体的に施行する 
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オ
ン
リ
ー
ワ
ン
支
援 

③資格手当制度の見直し 

○各種資格手当（案）決定 ○各種資格手当（案）は決定するが、施行については平成

29年度新人事考課マニュアルと一体的に施行する 

［戦略・課題］ 

◆法人中・長期計画の実現、それに伴う人材育成そして、安定した経営を継続する為にも、新・人事考課制度を慎重に

改定していかなければならない。 

◆既存職員又新規採用職員共に、魅力ある法人として認識される職員処遇を目指す 

フ
ァ
ン
作
り 

実行計画 ワークライフバランスの推進 9月達成率 3月達成率 

目標数値 

①ノー残業デイの検討と実施 未 50％ 

②仮）誕生日休暇の設定 未 未 

③有給取得率の更なる向上 80％ 90％ 

④リフレッシュ休暇の検討 50％ 90％ 

⑤労働時間管理の徹底 50％ 90％ 

責任者 各施設長、人事管理委員会 

上半期実績 下半期実績 

①ノー残業デイ／②仮）誕生日休暇／③有給取得率の向上 の検討 

○ノー残業デイ、仮）誕生日休暇・・等についての検討 

 は人事管理委員会にて行っているが、実施までには至って

いない。 

○有給取得率につても、法人全体とすれば高い取得率であ

るが、小規模事業所、多機能事業所等においては有給消

化率改善の検討を要する。 

○有給消化について、法人職員へ全数調査を実施し、

有給消化について現状の把握を行った。事業所間で

偏り傾向である為、改善策の提示と実施が来期に求め

られる。 

 

④リフレッシュ休暇の検討 

○施設長会議にて、職員永年勤続表彰を検討する中、商品

と併せて特別休暇付与で決定する。平成 27年度から福

知山学園 表彰制度を実施し、9月には 

97 名の永年勤続表彰を各事業所長より行った。 

○永年勤続表彰者の中での特別休暇付与をすることで、 

 特別休暇の申請が実施されている。 

⑤労働時間管理の徹底 

○人事管理委員会にて、各主任の退社時間の調査と分析を

定例（月 1回）実施。4月から現在を比較すると主任全体

で、超過勤務時間およそ 50％削減。 

○下期は人事管理委員会と施設長会議と合同で人事考

課マニュアル改定についての再整理を月１回実施。平

成２８年度改訂版マニュアル作成に向けて取り組む。 

［戦略・課題］ 

◆魅力ある法人として、ワークライフバランスを図る中で、内部・外部ともにスピカ―となれる職員を増やしていく 

 

オ
ン
リ
ー
ワ
ン
支
援 

1-(4) NEXT50 に基づく、既存事業の強化と新規事業計画（案）の作成 

実行計画 福知山学園 ＮＥＸＴ５0 に基づく、新規事業計画の推進 9月達成率 3月達成率 

目標数値 
①居宅介護事業所シンフォニー在宅サービス拡充計画と実践 70％ 100％ 

②居宅介護事業所シンフォニー在宅訪問シュミレーション策定 70％ 100％ 
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オ
ン
リ
ー
ワ
ン
支
援 

目標数値 

③児童発達支援センターすきっぷ 基幹センター機能の充実 50％ 70％ 

④新規事業計画主要プランの作成 50％ 80％ 

⑤みわ翠光園×あまだ翠光園コラボプラン(基本プラン)の推進 50％ 90％ 

責任者 ①②③④⑤各センター長、各管理者・サポートセンター 

上半期実績 下半期実績 

①②居宅介護事業所シンフォニー在宅サービス充実計画と実践 

○GH居宅介護・・・14名 

○在宅居宅介護・・2名[身体介護・家事援助] 

 ・内容【移動支援・家事援助】 

○在宅居宅介護の拡充は行えているが、訪問介護員の 

.. 配置の人数によって、サービス量が増減する。 

○在宅居宅介護・・2名［身体介護・家事援助］ 

・現在の有資格者配置で、対応可能なサービスは実施で

きているが、地域ニーズに対しての有資格者配置数が不

足している。 

 

③児童発達支援センター 基幹センター機能の充実 

○6月 20日⇒「子供における感覚統合について」 

  講師：灘 裕介氏（OT）［有限会社 あーと・ねっと］ 

 主催：児童発達支援センター すきっぷ 

○6月 15日～30日公開療育実施 

［地域保育園との連携と確認］ 

○作業療法士実習生 3名受入［大阪医療専門学校］ 

○保育所等訪問支援事業の契約者増加 

○1月 29日 惇明小学校 校内研修会 

  講師派遣：臨床心理士 

○11月 28日⇒「子供の発達段階に応じた支援について」 

  講師：灘 裕介氏（OT）［有限会社 あーと・ねっと］ 

 主催：児童発達支援センター すきっぷ 

 対象：地域 保育園・学校・保健師・・等 

○作業療法士実習生 1名受入［大阪医療専門学校］ 

  平成 27年度 作業療法士実習受入総数 4 名 

④⑤新規事業計画主要プランの作成 ［FUKUGAKU バリューアッププラン］ 

○FUKUGAKUバリューアッププランの作成 

 ［社会福祉充実計画書］ 

・7月 9日  ⇒福知山市との協議 

・7月 15日 ⇒中丹西保健所 福祉室 との協議 

・9月 4日 ⇒京都府庁 補助事業申請ヒヤリング 

○FUKUGAKUバリューアッププラン行政継続協議開始 

・10月 30日⇒中丹西保健所 福祉施 との協議 

  その他、中丹西保健所とサポートセンターにての確認会 

を実施。 

 

［戦略・課題］ 

◆FUKUGAKU バリューアッププランは、福祉サービス拠点整備事業となる為、数カ年計画として地域ニーズ、

ご利用者ニーズに応じてプラン策定していく 

◆在宅サービスについての実践とニーズは蓄積されている。シンフォニーへの有資格者配置へ向けての人材

確保の必要がある。また、在宅サービスを拡充する為にも、既存職員に対して資格取得サポートを積極的

にする必要ががある。 

◆在宅サービの拡充を図る為、高齢者分野と障害者分野一体的な居宅サービス事業計画を策定していく。 

◆福知山市の児童発達支援センターとしての役割を明確にし、計画・実践する必要がある。 

 

フ
ァ
ン
作
り 

1-(5) 地域ニーズに応える在宅サービスの強化 

実行計画 相談支援体制の強化 9月達成率 3月達成率 

目標数値 ①相談支援体制の再構築 30％ 50％ 
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フ
ァ
ン
作
り 

目標数値 
②専門職員のスキルアップ 50％ 100％ 

③計画相談年間スケジュール策定 100％ 100％ 

責任者 てくてく管理者 

実行計画 ショートステイ・日中一時支援事業の充実 9月達成率 3月達成率 

目標数値 ①対前年度比の 5% ＵＰ 72% 127％ 

責任者 各施設主任 

上半期実績 下半期実績 

①対前年比の 5% UP 

○ショートステイ                ［4月～9月］ 

 H26年度 H27年度 対比 

むとべ 4.451.820 4.492.870 ↑ 9％ 

あまだ 2.325.577 4.186.105 ↑80％ 

おさだの 2.522.800 2.940.515 ↑16％ 

みわ 5.939.700 6.777.125 ↑14％ 

合計 15.239.897 18.396.615 ↑20％ 

 

○日中一時【むとべ】             ［4月～9月］ 

 H26年度 H27年度 対比 

むとべ 1.054.060 1.795.350 ↑ 70％ 

 

○生活介護【通所】              ［4月～9月］ 

 H26年度 H27年度 対比 

あまだ 1.340.980 1.164.900 14％↓ 

おさだの 1.178.760 1.286.030   9％↓ 

みわ 1.071.970 997.060  6％↓ 

合計 3.591.710 3.447.990 4％↓ 

      

                          ［4月～9月］ 

 H26年度 H27年度 対比 

総合計 22.871.572 23.695.770 ↑3.6％ 

 

 
 

○ショートステイ                  ［年間］ 

 H26年度 H27年度 対比 

むとべ 7.871.100 7.859.013 0.1 ％↓ 

あまだ 5.507.750 8.386.598 ↑52％ 

おさだの 4.409.790 5.660.265 ↑28％ 

みわ 11.533.030 12.904.460 ↑11％ 

合計 29.321.670 34.810.336 ↑18％ 

 

○日中一時【むとべ】               ［年間］ 

 H26年度 H27年度 対比 

むとべ 1.758.040 3.665.700 ↑108％ 

 

○生活介護【通所】                ［年間］ 

 H26年度 H27年度 対比 

あまだ 2.625.840 2.244.500 14％↓ 

おさだの 2.106.550 4.102.790 ↑94％ 

みわ 2.142.020 2.138.360 0.1％↓ 

合計 6.813.490 8.485.650 ↑24％ 

            

                  ［年間］ 

 H26年度 H27年度 対比 

総合計 37.893.200 46.961.686 ↑23％ 
 

［戦略・課題］ 

◆在宅障害者福祉ニーズの集約と利用エントリ―者の情報共有 

◆在宅障害者ニーズに対応できる、施設機能強化 
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２．利用者支援  重点施策  行動計画  

活
力
あ
る
チ
ー
ム 

2-(1) 委員会制度の活性化 

実行計画 各委員会制度の活性化 9月達成率 3月達成率 

目標数値 （法人横断）各委員会 70％ 100％ 

責任者 各委員長、サポートセンター 

上半期実績 下半期実績 

①各委員会の活性化 

○研修委員会⇒法人内研修 3回 

 

○人権委員会⇒人権啓発とストレスチェック（案） 

 

○広報委員会⇒すいこう発行／すいこう 改定版計画 

 

○RM委員会⇒ひやりはっと集約と分析／啓発活動 

          KYT（危険予知トレーニング）の開始 

○給食委員会⇒調理現場におけるひやりはっと共有 

           行事食・特別食共有／統一献立調整 

○医務委員会⇒健康管理における啓発活動 

           処置・予防における最新の情報共有 

○PR チーム⇒就職フェアの参加／職員採用広告作成 

         ⇒法人 PR DVD作成 

○人事管理委員会 

⇒新・人事評価マニュアル評価シート作成 

   ⇒各施設との情報共有 

 

〇研修委員会⇒法人内研修 1回 

FUKUGAKUセミナー／新卒者内定者説明会 

○人権委員会⇒人権研修会の実施／毎月の人権啓発 

 

○広報委員会⇒すいこう B5版発行 

／FUKUGAKUセミナー広報活動 

○RM委員会⇒RM統計整理と分析／KYT効果測定 

 

○給食委員会⇒統一献立調整 

／行事食・特別食の情報共有 

○医務委員会⇒感染予防の強化／職員勉強会の実施 

 

○PRチーム⇒スマイルフェスタ出展 

／リクリートパンフ作成／福祉座談会への派遣 

○人事管理委員会⇒施設長会合同にて、 

人事考課マニュアル課題整理 

［戦略・課題］ 

◆各委員会の取り組みの整理と情報発信 

◆各委員会年間計画の作成とモニタリングの実施 

 

オ
ン
リ
ー
ワ
ン
支
援 

2-(2)  食事提供の改善とマネジメントの強化 

実行計画 食事提供内容の改善・充実 9月達成率 3月達成率 

目標数値 
①「栄養マネジメント」内容の充実（個別支援計画への反映） 30％ 50％ 

②「ソフト食」「療養食」等提供レベルの向上 30％ 50％ 

責任者 各施設栄養士・給食委員会 

［戦略・課題］ 

◆管理栄養士の採用と配置 

◆栄養マネジメントに事業所格差がある為、マネジメント状況の情報共有を図る 

◆ソフト食・療養食の情報共有と試食会の実施 
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活
力
あ
る
ー
ム 

2-(3) 組織力の強化 

実行計画 「法人サポートセンター」機能の充実 9月達成率 3月達成率 

目標数値 「法人サポートセンター」職務分掌・権限の明確化 70％ 100％ 

責任者 (法人）財務部長・事業推進部長 

上半期実績 下半期実績 

①法人サポートセンターの機能の充実 

○財務管理機能・・・・・・・・森田部長 

○事業推進機能・・・・・・・・山本部長 

○経理・労務管理機能・・・堀 課長 

●人事管理機能・広報機能等・・・明確になっていない部

分もあり、法人にとっての最重要課題の部分でもある

為、業務分掌と内容の明確化を図る必要がある。 

○サポートセンター機能分掌は実践されてきたが、上半期

同様に、職員採用・人財育成、そして法人の広報等に

おいては、更なる強化が必要であった。 

［戦略・課題］ 

◆法人 各委員会との連携を強化する中で、広報・PR活動、人材育成・職員研修等の強化を図る 

◆広報、人材育成、研修等、他法人との比較又社会福祉法人の枠にとらわれず、企業との比較をする中で、計画立案

する 

◆サポートセンター配属となる人材の採用と育成 

実行計画 会議・ミーティングの改善・活性化 9月達成率 3月達成率 

目標数値 
①職員参画型オープンミーティングの導入 50％ 100％ 

②各会議時間の短縮化 30％ 90％ 

責任者 ①②各施設主任・サポートセンター 

上半期実績 下半期実績 

②各会議時間の短縮化 

○各会議の時間短縮化（効率化）を図る為、事前レジュメ作

成と配付し、会議に対する準備を前提として実施。短縮化

（効率化）を図れた会議もあるが、特に新規事業所では、

長時間の会議となる傾向がある。 

○レジュメにタイムテーブルを記載し、時間に対する意

識付けを強化する中で、結論導く会議の実践 

・法人内会議（企画会議・財務会議等）、委員会会議

等時間延長は軽減された 

 

［戦略・課題］ 

◆会議開催の目的を明確にし、レジュメ・タイムテーブル作成等事前準備（事前に意見を徴収しておく等）を行い、効率

と有意義な会議設定をする 

 

オ
ン
リ
ー
ワ
ン
支
援 

2-(4)  各施設生活環境改善計画の作成 

実行計画 各施設居住（生活）環境改善 9月達成率 3月達成率 

目標数値 

①（各施設）「安全・安心レベルアップ改修」の計画的実施 50% 100％ 

②施設改修（建替え）ハード整備計画策定 50% 90％ 

③施設改修(建替え）に伴う、新事業展開の研究 50% 70％ 
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オ
ン
リ
ー
ワ
ン
支
援 

責任者 各施設長 

上半期実績 下半期実績 

①（各施設）「安全・安心レベルアップ改修」の計画的実施 

むとべ 翠光園 

 

【デイ】 

調理用ミキサー等 

 

テレビ・設置用品等 

\248，400‐ 

 

\178，740‐ 

いぶき内装補修工事 

テーブルチェア等 

シャワーカーテン等 

\496，800‐ 

\438，659‐ 

\53，190‐ 

【すきっぷ】 ―  感覚統合療法備品 

家具等 

\43，909‐ 

\214，488‐ 

あまだ 翠光園  

鍵改修工事(2期) 

鍵改修追加工事 

ボイラ－交換工事 

漏水補修工事 

\12，258，000‐ 

\1，674，000‐ 

\1，296，000‐ 

\378，000‐ 

自家発電機一部 部品交換 

太陽系娯楽室一部改修 

職員玄関前汚水配管修理 

\132，840‐ 

\210，600‐ 

\388，800‐ 

おさだの翠光園 

トヨタ ハイエース 

トイレブース改修 

その他改修       

\3，985，000‐ 

\499，470‐ 

\511，920‐ 

給水ポンプ修理 

厨房電気温水器取替工事 

雑排水管保温材交換工事 

居室壁補修・その他改修 

\361，800‐ 

\351，000‐ 

\196，560‐ 

\1，508，397‐ 

み わ 翠光園 
布団倉庫前漏水 

修理・その他 

\158，760‐ 

\323，578‐ 

高圧交流器負荷開閉器交換 

活動場床改修 ・その他修理 

移乗リフト「ささえ手」等 

\352，080‐ 

\2，317，392‐ 

\424，840‐ 

ほほえみの里 
消防設備部品交換 

その他 

\89，100‐ 

\33，069‐ 

PC・その他備品 

スズキ ソリオ 

\219，906‐ 

\2，111，958‐ 

   橘 
セレナ タイヤ購入 \80，000‐ リクライニング車椅子等 

エアコン修理等 

￥437，346‐ 

\783，810‐ 

GHすまい・る 

GH You・ゆう 

浴室暖房修理等 

街灯取替工事等 

\159，516‐ 

\165，176‐ 

IHテーブル取替等 

エアコン等 

\279．468‐ 

\237．924‐ 

JUMP ― 軽トラック \1，142，000‐ 

友就館 
エアコン \432，000‐ ビニールハウス等 

階段修理 

\1，623，348‐ 

\45，360‐ 

          上期合計     ￥22.470.729          下期合計   ￥14.391.075 

                年間設備・備品投資実績   ￥36.861.804- 

フ
ァ
ン
作
り 

2-(5) 専門的支援スキルの蓄積・発信 

実行計画 専門的支援スキルの蓄積・発信 9月達成率 3月達成率 

目標数値 

①むとべ翠光園 i（あい）ユニット、あまだ翠光園 太陽系を  

  中心とした「自閉症者・強度行動障害者支援ポイント集」作成 
30％ 50％ 

②「児童発達支援セミナー」の開催プラン策定 50％ 100％ 

③法人内実践報告会開催プラン策定 計画変更 － 

責任者 

①むとべ・あまだ翠光園支援主任・サービス管理責任者・リーダー 

②児童発達支援センターすきっぷ 管理者 

③（法人）研修委員長・サポートセンター 
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フ
ァ
ン
作
り 

上半期実績 下半期実績 

①「自閉症者・行動障害支援ポイント集」作成 

○支援ポイント集作成までには、至っていないが あまだ 

「太陽系」 むとべ 「あいユニット」で定例特別支援会議を

実施。 

○各障害者施設から 2名ずつ、強度行動障害支援養成研

修に参加。 

○「太陽系」「あいユニット」定例の特別支援会議の継

続 

○強度行動障害をめぐる研究会への積極的な参加 

○事例発表ケース等の検討 

○自閉症・強度行動障害支援ポイントの情報発信 

［戦略・課題］ 

◆強度行動障害が多くの職員に理解され、適切に支援できるよう又、重度障害者支援加算Ⅱの算定要件でもある、支

援計画シート作成を行い、適切な支援の実践を行う 

 

３．財務・経営  重点施策  行動計画  

オ
ン
リ
ー
ワ
ン
支
援 

3-(1)  新規事業計画等、法人中長期計画の見直し 

実行計画 法人中長期経営計画書の見直し 9月達成率 3月達成率 

目標数値 中期（5年スパン）で事業・財務計画の見直し 50％ 100％ 

責任者 （法人）財務部長・事業推進部長 

上半期実績 下半期実績 

①法人中長期計画の見直し 

○報告書１－（４）に記載。 

 FUKUGAKU バリューアッププランに併せて、法人中・長期

計画の見直しを実施。又、新規事業においても、行政協

議も開始となった。 

○FUKUGAKUバリューアッププランについては、行政協議

開始すると同時に、施設長会にて定例でプランのブラ

ッシュアップを行った。 

○法人の運営面・財務面・人事面等について日本経営と

定例の検討会を行ってきた。 

［戦略・課題］ 

◆法人の未来ある安定経営と人材育成の為、日本経営からのアドバイスを受けながら一企業体としての組織の構築を

始める必要がある。 

活
力
あ
る
チ
ー
ム 

3-(2) 財務基盤の強化 

実行計画 財務基盤の強化=「適正利益」確保 上半期 H27年 9月達成率 3月達成率 

目標数値 

①事業活動収支差額率 10％達成 19.5％ 12.8％ 195％ 128％ 

①財務会議の有効活用  30％  100％ 

③新会計においての適切な運営  50％  100％ 

責任者 サポートセンター 

［戦略・課題］ 

◆平成 30年の報酬単価改定を見据えての、経営シュミレーションを実施する必要がる。 

◆更なる事業展開を行う中で、社会福祉充実計画を明確に定め、計画を実行していく 
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フ
ァ
ン
作
り 

3-3 地域ニーズにおける社会貢献活動の推進 

実行計画 地域ニーズに応える社会貢献活動主要プラン作成 9月達成率 3月達成率 

目標数値 
①ニーズ調査の実施 未 50％ 

②社会貢献活動プラン作成と実践 30％ 100％ 

責任者 （法人）財務部長・事業推進部長・各施設長 

上半期実績 下半期実績 

②社会貢献活動プラン作成と実践 

○社会貢献活動プラン作成にまでは、至っていないが 

 社会貢献活動としては、実施を計画。 

（１） FUKUGAKUオープンセミナー計画 

（２） GH YOU・ゆう クリーンキャンペーン実施 

 

○誰でも働ける場所の提供という地域ニーズに応じて、

「働く事・生きる事」をテーマに FUKUGAKUオープンセミ

ナーを開催 

○相談支援事業所 てくてく からの情報提供を基に、障

害者施設へのショートステイ利用調整を実施 

［戦略・課題］ 

◆社会貢献活動として、FUKUGAKU オープンセミナーの計画立案 

◆FUKUGAKUバリューアッププラン 検討の際に、社会貢献活動を実施できる施設・体制を組み込んでいく 

 

3-4 各事業所の安定的な運営 

実行計画 むとべ翠光園各事業の安定化 上期稼働率 年間稼働率 3月達成率 

目標数値 

①むとべ翠光園入居事業・・・・99％ 98.8％ 98.9％ ↓ 99％ 

②児童発達支援センター事業・・・・75％ 63.3％ 68％  ↓ 90％ 

③デイサービスむとべ・・・・95％ 109．3％ ↑ 110％ 115％ 

④ほほえみの里 デイ・・・・89％ 84.1% 85%  ↓ 95% 

⑤橘・・・97％ [入居] 96.3％ 97％ 100％ 

責任者 各施設長・管理者 

［戦略・課題］ 

◆ほほえみの里、すきっぷ においては、ご利用者の体調不良等による利用キャンセルを見込んだ上で、利用予約の計

画を実施していく。 

◆入所施設においては、空床にならないように空床期間の短縮やショートステイの利用計画を予定していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


