
2021 年 6月 19 日評議員会 

報 告 

２０２１年度（令和３年） 法人事業計画 

 

  ２０２０年度は「新型コロナウイルス感染症」への不安と感染防止に明け暮れ、利用者・家族・職員の皆

さんに我慢を強いる一年でした。暮らしの励みとなる多様な活動や行事の中止、京阪聴覚障害者センタ

－（仮称）の開設のための「実態調査」等もできませんでした。経営面においても、コロナによる通所規模

の縮小や利用控えに加え新規利用者の確保が進まず、厳しい一年となりました。 

  そんな職員が疲弊し厳しい状況下でも、菅政権は「自助・共助・公助そして絆」と「全世代型社会保障」

を掲げ、特段の継続的な保障もないまま、「事業の継続」を要請し続けています。今年４月の報酬改定で

は、障害が０．５６％、介護が０．７％と基本報酬はわずかな引き上げ。加算の廃止分やコロナ対策として

９月まで限定的に支給される０．０５％を除くと、感染防止のための「衛生用品」購入費にも足りない額。 

  新型コロナ感染症の収束が見えない中でも、必要な職員の早期採用を最優先課題とし、利用者・家

族の願いや地域で暮らす聴覚障害者の福祉ニ－ズを踏まえた豊かな支援・活動と新たな事業展開を進

めなくてはなりません。そのためには、今年度は徹底した新型コロナ対策を講じつつ、新規利用者の確

保による経営の安定や老朽化等にともなう必要な改修工事、次年度策定の「アクションプラン２０２２」に向

けた「実態調査」や「関係団体との懇談会」等の取り組みを行ないます。 

  法人として、いかなる自然災害や感染症が発生しようとも、①利用者の権利、職員の暮らしを守る ②

つぶれない、つぶされない経営づくりと職員の連帯と共同 ③人が育つ職場づくり ④関係団体としっか

り向き合い共に活動すること重視した、経営・運営を進め、苦境を乗り越えて行きます。 

 

 

■202１年度の重点方針 

 １． 『職員の確保』『職員の定着と成長』を最重点課題とする。 

        職員育成の仕組みづくりと共に「共に学び・共に育つ」「元気に働き続けられる」「魅力ある」 

      職場づくりを進める。 

 ２． 新規利用者の確保に向け、２０２０年度に作成した『行動計画』を着実に実施する。 

 ３． 今後の大規模修繕や備品の整備、新規事業の開設そしてなかまの里の全面建替えを見据え、2020 年 

   １０月（１１月理事会承認）に策定した『中期事業積立目標指針』に基づく積立を達成する。 

 ４． 自然災害や感染症発生時の事業継続計画（ＢＣＰ）の作成と危機管理体制の強化、人権意識を高め、 

   利用者・職員にとって「安心・安全な施設づくり」をめざす。 

 ５． 「アクションプラン 2019」の最終年度として、京阪聴覚障害者センタ－（仮称）の開設に向けての調査や 

なかまの里の大規模修繕等を進める。 

 ６． 「アクションプラン 2022」の作成に向け、各種ニ－ズ調査や関係団体との懇談会等を開催する。 

 ７． 現在の事業継続と将来の事業拡大等を見据え、意識的な人事配置と計画的な育成を図る。 

 ８． 働き方改革や各種制度の改定を踏まえた、コンブライアンスを重視した適切な労働環境整備や運営・ 

実践を進める。 

 

 

Ⅰ．『アクションプラン２０１９』に基づき、事業の拡充、施設の修理・修繕と設備・備品の更新を進める。 

■ 202１年度の中期事業計画（達成目標・検討課題）  ★ 再検討課題を含む 

 

１． なかまの里の全面建替えの時期を決定し、大規模修繕および耐震補強等の必要な工事計画の作成と 

 優先すべき工事を行なう。 

(1) 築５０年目（２０４５年）の全面建替えを想定して必要な積立および計画的な大規模改修工事を実施。 

 

２． 新型コロナ禍において、開所を１年延期した「京阪聴覚障害者センタ－（仮称）」の２０２３年４月の開設 

 に向け、１０月から事務局を立ち上げ、基本計画の基礎となる「聴覚障害者の生活実態調査」を実施する。 
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(1) 「大東市障害者生活支援センタ－」「守口障害者生活支援事業者みみ」との懇談会を開催し、京阪 

地域における聴覚障害者に対する役割分担、連携等について相談する。 

 

３． あいらぶ工房のグル－プホ－ム（ショ－トスティ含む）の増設について、ニ－ズと緊急性そして「建て貸し 

 方式」による一体的運営の実現が厳しい実態（家賃５万円の支払ではオ－ナ－開拓困難）を踏まえ、 

 増設の方法を施設内で検討し、法人の経営委員会等に提案・論議する。 

  〔法人としての方針づくり〕 

・ 大阪市内で一体的運営（建て貸し式）は、利用者が高額な家賃負担が難しい等の理由で実現困難。 

・ 方法として 1.現在の一戸建てＧＨの近くに一戸建ての物件を借りて一体的に運営する。 

        2.ショ－トスティのみ、あいらぶ工房の３階で整備・実施する。 

      ・  大阪市内で一体的（建て貸し式）が困難な実態を踏まえて、なかまの里のＧＨの近くに増設・入居。 

          → なかまの里の地域移行と併せて検討 

 

４． なかまの里の「ショ－トスティ」の増床の要否について、今後の利用ニ－ズと緊急性、経営シュミレ－シ 

 ョン等を踏まえて方針を決定する。検討に当たっては、新型コロナ感染症の収束や大規模修繕のなかまへ 

の影響等を優先する。 → 「経営委員会」に見積提案 

【建物の修理修繕と設備・備品の購入】    全体：１億０２２１万円（中期事業積立取崩） 

（１）なかまの里  ６，２００万円 

       大規模修繕（築 50 年・2044 年度全面立替予定）の実施  ５，８４１万円 

屋根、手すり、外壁、防水、塗装 等 

       大型洗濯機の購入 ２６０万円  

    （２）あすくの里     ８２２万円 

       床ワックス・換気扇の洗浄    誘導灯・非常用バッテリ－の交換    ベットの購入  

       ユニット食洗器の新調      

    （３）あいらぶ工房 ２，０４０万円   

      空調設備の更新 １，８７０万円   パン班台下冷蔵庫買替 １２０万円 

   （４）ほくほく 

   （５）なんなん 

    （６）本  部     １．１６０万円（運転資金） 

 

 

 

Ⅱ．来年度の『アクションプラン２０２２』の策定に向け、計画・実施の基礎となる「関係者の願い」の把握や実施の 

要否の最終判断となる「経営判断」とするため、以下の取り組みを行なう。 

 

  １．関係団体との懇談会の開催・・・・・大聴協（大阪ろうあ会館含む）、家族の会（各施設の家族の会代表・ 

大阪ろう重複児・者家族の会）、法人後援会、聴覚支援学校（校長・ＰＴＡ会長）、労働組合  等 

 

  ２．あいらぶ工房「グル－プホ－ムの増設」、なかまの里「ショ－トスティの拡張」そして「第２ほくほく（分場含む） 

   の開設」について、実態調査や情報収集、経営調査等に取り組む。 

     → 法人としての方針・結論づくり ⇒ 法人の方針・計画を明確にし関係者に発信・懇談要。 

 

 

Ⅲ．支援・介護実践の豊かな発展 

１． 法人理念の共有化、実践・事業・行動への浸透化と具現化 

２． ケ－ス会議、事例研究会等、実践や取り組みを振り返り、集団で論議し、前進面や教訓、課題等を 

職員集団の力とする。 

３． 「実践・研修委員会」を中心に、①実践の推進のまとめ ②職員研修の企画と実施を進める。 

 『福祉実践交流集会』を再開する（2022 年２月予定）。 
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４． 職員の手話をはじめとするコミュニケ－ション力の向上や聴覚障害者の暮らしの実態や権利保障に 

ついて知識を培います。  手話を知らない（未収得）、ろうあ者との交流経験のない職員の入職増 

①  施設内の手話教室の充実、全国手話検定試験のチャレンジ等に取り組む。 

②  法人や各施設で、「聴覚障害者を招いての研修」等を開催する。また、事例検討会の機会を 

 通じて、暮らしの実態や制度の現状等を学ぶ。 

５． 聴覚障害職員との「懇談会」を開催し、働く上での苦労や必要な配慮を検討することを通じて、聴覚 

 障害者（職員）が置かれている実態を共有する。 

  ⇒ 懇談会開催時に、ろうの役員（大聴協・法人理事）の同席する 

６． 各施設に危機管理責任者を配置し、「危機管理担当者会議」（年６回）を開催し、事故防止、虐待 

防止の取り組みを強化し、危機管理の充実を図る。 

①  事故の内容と再発防止策の進捗状況の報告・共有 

②  職員の力量の向上と豊かな人権感覚の育成、虐待や暴力を許さない人間尊重の気風を各施設に

確立する。 

７． なかま・利用者の重度化・高齢化が顕著になり、より専門的知識・支援が求められる中で、施設内で虐待 

や不適切な対応が起こっている実態を踏まえ、職員の「人権意識の向上」と「事故の発生および再発を 

防止」のため、リスクマネジメントの強化を図ります。  ★障害・介護報酬の改定による実施義務 

①なかま・利用者の人権の擁護、虐待防止等の観点から、虐待の発生・再発を防止するための「委員 

  会の開催」「指針の見直し・再確認」「研修の実施」等を進める。 

   ⇒ あすくの里「身体拘束廃止委員会」の「指針」や「取り組み」を参考に実施 

②各施設に『安全対策担当者』を置き、計画の着実・適切な実施を図る。 

   ８．自然災害の多発や感染症が発生する中で、今年度の障害・介護報酬改定で整備の推進（３年の経過 

    措置あり）実施が義務づけられた『事業継続計画（ＢＣＰ）』の整備と必要な訓練を実施する。 

 ★障害・介護報酬の改定による実施義務 

① ２０１９年に検討・作成した「自然災害対応マニュアル」、２０２０年度に検討・作成した「感染症予 

防と事業継続計画」を基に、各施設の事業や支援内容、支援体制等を踏まえた、「実態に合った、 

より実践的な計画」にむけて、検討・充実を図る。 

② 災害・感染症等の非常時に、計画が有効活用できるよう職員への周知と閲覧の仕組みを整備する。 

③ 災害時の対応において、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、地域との連携した対応の強化 

に向け、非常災害対策計画（計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難訓練等の実施）を策定 

し、地域住民の参加を得た訓練の実施に向け検討を開始する。 

    ⇒ 法人としての方針づくり 

        → 施設や地域の実態を踏まえた「マニュアル」づくり（完成）、職員への周知（研修）と訓練の実施 

           

  

 

Ⅲ．職員の定着と成長  「意欲と満足をもって元気に働き続けられる職場づくり」 

１． 離職率の６％への引き下げ（退職者７名以下）を目標に、職員一人ひとりを大切にする職員支援・ 

育成と魅力ある職場づくりを進める。 

   ２． 職員の欠員状況を出さないよう、派遣、紹介の利用も含め職員を早期に補充する。また、退職者や 

    休職者を出さない取り組みを丁寧に行なう。 

   ⇒ 「どこまでの職員（管理職・指導職等）に浸透・実行してもらうか」の確認・意識づけと実施、仕組みづくり 

      「職員の定着・育成」を担う担当・責任者を明記する 

        例：あすくの里＝核になる主任・副主任  なかまの里：総括主任  等 

   ⇒ 面談の活用、ＯＪＴの実施とＯＪＴ担当者会議の活用 

３．各施設・センタ－で、昨年度作成した①安心・安全 ②職員の定着・育成 ③職場づくり を中心とした 

『行動計画』を、管理職・指導職そして全職員が意識を持って着実に進める。人事労務委員会や施設長 

会議等で、進捗状況と成果等を報告・確認する。 

４．３年ごとの『職員ナビゲ－トアンケ－ト』を行ない、各施設の課題や取り組みを整理し、対策を講じる。 

    ⇒ 他のアンケ－トの検討 
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５．仕事と育児や介護との両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職防止・定着促進の観点から、 

 各施設での業務上必要な範囲を超えた言動や優越的な関係を背景にした不適切な言動を防ぐため、 

 「ハラスメント対策の強化」を進める。  ※令和３年介護報酬改定にも位置づけ（新設） 

   また、「カスタマ－ハラスメント」（家族や取引先等からのクレ－ム）への対応について、本部・施設間で 

 対応、体制等を協議する。 

６．職場の問題は７割～８割はコミュニケ－ション不足によると言われている。日常的にコミュニケ－ショ 

ンと図り、信頼関係を積み上げていく。退職に当たっては、施設内の管理職間で理由の分析と共有を行 

ない、改善策を講じる。 

７． 『支え合い』『共に学び・共に育ち合う』チ－ムづくりに取り組む。 

        日々頑張ったことや実践のしんどさや悩みを出し合い、お互いを認め合い、励まし合える『支え 

合い』と『チ－ムワ－クづくり』に取り組む。 

８．新任職員に対してはＯＪＴ担当職員を原則１年間配置し、現場での業務と業務記録ノ－トの交換 

（採用３ケ月間）等を通じて、職員の定着と成長を支援する。 

９．職員の「福祉の仕事を選んだ理由」「法人・施設を選んだ理由」「福祉の仕事を通じて実現したい 

 夢や願い」等、職員の初志を大切にし、職員の成長を支援する。 

１０．常務理事が施設をまわり、総括主任、副施設長、施設長、センタ－長と面談を行ない、法人とともに 

 職員の定着と職場環境の改善にむけて取り組む。 

１１．職員の成長の節目である就労３年目の研修会を実施する。 

１２．法人で、「新主任・副主任研修」に加えて、「新管理職研修」を行なう。 

１３．「チャレンジ目標達成・育成」制度をより活用し、職員の頑張りや長所を支えて、チャレンジ目標の 

 達成を通じて職員の成長・育成に取り組む。 

  １４． スライディングシ－トやボ－ド、介護用リフト等を活用し、「ノ－リフト」（持ち上げない）介護・支援を 

行なう。「労働安全衛生委員会」を中心に、職員の安全と健康の保持、腰痛や頚腕肩症やメンタルヘ 

ルスの予防に取り組む。毎年５月に「法人労働安全委員会」を開催し、５施設で取り組みを交流し学び 

合う。 

 介護機器の導入にあたっては、補助金等を積極的に申請・活用する。有効な活用方法や効果につ 

いて、専門家の指導・助言や他施設のアドバイスを積極的に得る。 

  １５． 働き方改革への的確な対応（均等待遇・均衡待遇 等）を行なう 

  １６． 「介護福祉士」「初任者研修」等の資格取得にむけた助成制度等の検討開始 

        資格取得による支援の向上、加算の取得等をめざす 

  １７． 本部に「人材育成担当者」を置く ⇒ 採用・育成担当者の設置 

 

 

 

Ⅳ．人材の確保・育成と指導職・管理職の育成 

１． 待っているのでなく、「攻め」の取り組みで職員を確保する 

① 大学及び短大・専門学校との連携強化    教員・担当職員との連携の強化 

② 大学等の手話サ－クルの訪問と連携強化 

③ 施設実習やボランティアを通じての職員の確保   施設実習生の受入れ強化 

④ ハロ－ワ－クとの連携の強化（リクエスト、職業訓練生との面談 等） 福祉人材センタ－の活用 

⑤ 法人ホ－ムペ－ジの活用 

⑥ マイナビ、求人サイト・求人誌の活用・・・動画の作成・発信 

⑦ 「サブスク方式」（定額制人材紹介サ－ビス）の新規利用（年間契約）・・・採用数により返金対応あり 

⑧ 「スマホ化された採用特設ホ－ムペ－ジ」の新規利用（年間契約）・・・契約業者の掲載はもちろん、 

主要外部サイト（indeed・求人ボックス・スタンバイ）にも随時掲載され、多くの休職者に長期的に提供 

可能な媒体。 

⑨ 地域周辺への宣伝、地域との連携強化に取り組む 
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２． 職員募集・採用を早くし、必要な職員は必ず確保する。 

① ７月～9 月、１１月～１２月、１月～2 月の間に、インタ－ンシップ（施設体験）を実施する。 

② 法人独自の就職説明会を３月・４月・５月・６月・７月に行なう。 

③ 第一次採用試験を４月に行ない、続いて５月・６月・９月と、ほぼ毎月職員採用試験を実施する。 

④ 近畿合同機構（大阪・兵庫・京都の法人）および近聴懇の協力を得て、職員採用に取り組む。 

1. 『就活セミナ－』の開催（1 月）    ２．『合同就職説明会』の開催（大阪・３月） 

⑤ 人事調査を６月に実施し、７月には「２０２２年度職員採用計画」を確定する。 

 

３． 内定者の「辞退」防止にむけての取り組みを強化する。 

① 施設長直筆の手紙と法人だよりの送付 

② 施設行事への参加 

③ 『内定者懇談会』の実施 

   法人職員として新規採用内定者を対象に、入職までの不安感を払拭し、入職までの準備 

内容を知ってもらう。内定施設以外の法人施設（入所施設・通所施設各 1 カ所）を知る。 

 

４． 職員の育成 

① 職場での「職務を通じての研修」（ＯＪＴ）を基本とする。 

② 職員一人ひとりに応じて、職員のやる気、学ぶ意欲を高める。 

③ 職員の人としての豊かな成長、発達をめざす（知識や技術だけでなく） 

④ 職場、地域、社会、運動等を通じて、“多様な学び”を保障する。 

 

５． 昨年度に見直し・作成した職種別キャリアパス（支援員、介護職員、事務職員、看護師、栄養士・調理員） 

を踏まえた研修内容と対象者等を検討・実施する。 

〔参考：２０２０年度までの研修内容〕 

① 新任職員研修（法人と施設）     ３年目職員研修会（法人 年 1 回） 

② 新指導職研修（法人 年 1 回）    新管理職研修（法人 年１回） 

③ 指導職・管理職・経営職の育成 

 法人として、３年～５年の新規事業の立上げや管理職等の進退等を見据えた計画的な育成や 

人事異動に取り組む。「人事会議」を中心に案を作成し、理事会に提案・決定する。 

⇒ 見通しのある人事（意識的な登用と人材育成）・・・３年後の自分の将来像？ 

   モチベ－ションづくり 

1. 実践・業務、行動そして自分の言葉を通じて、法人の理念を職員に伝えることができる指導職、 

管理職を育てる。 

2. 適材適所の人材配置 

   実践のマンネリや経験主義の克服、不正防止、施設間の違いの解消等にとって、人事異動 

は重要である。福祉経営者同友会の「管理職学校」（9 月～２月 計５回）へ毎年計画的に受講 

を行なう。 

3. 聴覚障害職員の採用を積極的に行ない、指導職及び管理職における聴覚障害職員の比率を 

高める。 

 

 

 

Ⅴ．安定した発展性のある経営をめざす 

      なかまの里の緊急大規模修繕をはじめ各施設では建物の老朽化による修理・修繕、設備・備品の購入 

が多くなり（2021 年～23 年で約２億１，５００万円）、法人・施設の経営はいっそう厳しくなる。「物を大切に 

使う。壊れるまで使う・・・」という節約志向を徹底し、常に３年～５年後を見据えた安定した経営が求めら 

れる。 
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１． 今後の事業継続や新規事業開設を見据えて、法人全体で以下の必要経費を確保する。 

〔年間必要経費（目標額）〕 

   借入金の返済                                     ３，３００万円 

   ファイナンスリ－ス                                   １，１００万円 

   中期事業計画執行必要経費（改修・備品購入、開設準備等）        ６，０００万円 

   なかまの里全面建替え等積立金                          ２，０００万円 

    ※法人全体  事業活動資金収支差額  １０％確保     計  １億２，４００万円 

 

〔各施設の目標差額〕  ※事業活動資金収支差額率 

    なかまの里：１４．５％    あすくの里：６．５％    あいらぶ工房：１０．７％ 

    ほくほく：１５．０％       なんなん：１４．０％ 

      【２０２１年度予算ヒアリングより】 

        中期事業積立額  ４０１０万円  ※３．２６％ 

（各施設から３２７１万円＋なかまの里診療所４３０万円＋後援会寄付４００万円） 

        中期積立取崩額  １億０２２１万円（改修工事、設備・備品の更新） 

        中期積立残高    ２０２０年度末予測：５億７０００万円  ⇒  ２０２１年度末予測：５億９００万円 

 

 

  ２．必要な積立金の確保に向け、新規利用者の確保（稼働率アップ）と以下の取り組みを着実に行なう。 

     ① 減収の課題となっている、あすくの里「デイサ－ビス」、あいらぶ工房「生活介護」そしてなんなんの 

      「地域利用者」の増を最優先課題して、２０２０年末に決定した「行動計画（責任者と具体的な取組等）」 

      を着実に実施し、経営委員会で成果や進捗状況を報告・共有する。 

② 収入の増（稼働率の向上、障害支援区分・要介護度等の適正化、新規事業の検討・展開） 

〔待機者数〕 

  なかの里：７～８人、あすくの里：３５人（要介護３以上２５人）、あいらぶ・ほくほく・なんなん：０名 

〔課   題〕 

  市ろう・・・医療的ケアの必要な利用者の受入について（呼吸器が外れる・てんかん発作等ょ 

         ⇒ 緊急時の対応について（シュミレ－ション、救急車到着までの手当・対応等） 

③職員の適正配置 

1.正規職員と臨時職員の適切な比率（報酬内容に対応） 

2.超過勤務手当等の適正化 

④事務費、事業費の節約・削減 

  本部集中のメリットを生かし、購入業者の統一を進め、経費削減を進める。 

契約業者と契約内容を２年～３年毎に見直す。 

水光熱費、業務委託費、給食費等、金額の大きい項目について節約に努める。 

 

 

３．法人中期事業計画『アクションプラン２０１９』（２０２１年～２３年）に基づき、事業の拡充、建物の修理 

修繕と設備・備品の購入を進める。 

① 各種補助金を計画的に活用する（社会福祉法人だから活用できる制度がある） 

   申請してもすぐに補助金が獲得できることは難しく、建物の改修、備品・設備の整備と更新等 

  に向けて、早めの計画的な準備と申請に取り組む。 

  車両の補助金申請は、法人本部が行なう。 

 

② 予算作成及び予算管理による経営管理を進める。 

1. 『２０２２年度予算作成方針』に基づき、職員やなかま・利用者の意見・要望を反映した制度の 

高い予算を作成する。 

2. 「経営委員会」を６月・８月・１０月・１２月に開催する。収支状況の分析をもとに経営改善の行動 

 計画を策定し、改善の成果を具体的に積み上げていく。 
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３．中期事業計画の進捗状況をチエックし、計画を達成する。 

４．毎月の月次報告書を活用し、管理職及び職員に施設の経営状況を明らかにし、収入の増、 

支出の削減に取り組む。管理職の参画により予算の作成と管理を行なう。また、職員全員参加 

による経営の追求と職員の経営意識を高める。 

 

 

 

Ⅵ．法人組織の強化・発展 

       事業の基盤である『財政』、『人材』、『組織』を強化し、理事会の主体的力量を高める。 

       社会福祉法人制度改革に対応して、法人理念やこれまで大切にしてきたもの（願い・創造・権利・ 

     共に）を堅持し、権利としての社会福祉を確立する。 

 

１． 法人業務の推進を図るため、「業務執行会議」 （月１回）と「法人事務所会議」（月１回）を開催する。 

 

２． 事業を推進するため、各理事の役割や担当を明確にし、理事の知恵と力を結集し、経営・管理を 

行なう。各委員会での協議と施策づくりを強化し、法人理事会への提案づくりと法人事業を推進する。 

 【２０２１年度 法人本部及び施設の管理職・指導職体制】    

 ◆なかまの里 

 【施 設 長】         犬飼 幸子        

 【副施設長】         田中 直子 

    【総括主任】 〔援助部〕  藤崎義人           〔総務部〕 増渕 明彦 

    【主   任】 〔援助部〕  岩口 慎  ・  奥村小百合  ・  魚谷真央人 

             〔医務部〕                    〔給食部〕 森口 綾 

    【副 主 任】 〔援助部〕 泉谷 実歩  ・  中谷美菜子      〔ＧＨ担当〕 水谷 信吉・ 

             〔給食部〕 田中那津美      〔ＧＨ世話人〕 山本 鈴乃 

    【責 任 者】 〔援助部〕 福留 浩子 

 

◆あすくの里    

【施 設 長】         平田 幸也（特養・ショ－ト・デイ管理者）        

【副施設長】           田村眞奈美 ※特養総括主任兼務 

    【総括主任】 〔特養部〕  鍋谷 孝 ※特養ケアマネ補助  ・  田村眞奈美(副施設長) 

             〔在宅部〕  中西茂斗子（ケアプランセンター管理者）   

 〔総務部〕 石橋 泉 

【主   任】  〔特養部〕 本杉あゆみ（３西）・吉元知絵（３東）・山本典秀（４西）・畑 宏樹（４東） 

  〔ショ－ト〕 松下麻由美    〔デイ〕前田 恵子    〔医務部〕青木真由美 

  〔栄養部〕 田中 和也     〔ケアプラン〕中田 知暢 

【副 主 任】  〔特養部〕 香川千佳（３西）・太田真孝（３東）・大良純子（４西）・岩間  哲（４東） 

  〔ショ－ト〕 森 結樹  ・  上村春香 

【責 任 者】  〔特養部〕 浅香  諒（３西）・三浦夕貴（３東）・力石達也（４西）・糊谷和美（４東） 

             

◆あいらぶ工房 

    【施 設 長】         松崎 恵美        

【総括主任】          曽我久美子 

【主   任】 〔支援部〕  三浦友莉恵  ・  松中 広大     〔総務部〕 安田具微子 

 

◆ほくほく 

    【センタ－長】         西田 美和         

 【副センタ－長】      小西  正      
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    【主    任】         佐藤 友一 

 

◆なんなん 

     【センタ－長】         三田 智士           

【総括主任】          長岡久里子 

【主   任】 〔援助部〕   苗田 智子     〔総務部〕 植松 清美    〔計画相談〕 小松 亮介 

【副 主 任】 〔援助部〕  岡田 拓朗      

 

◆法人本部    

【常務理事】  吉見 剛二(総務 人事労務 事業等)  ・  吉岡 晴代(総務 財政 経理等) 

    【財政部長】  稲垣 輝彦(財政 経理) 

     【主   任】  周防 康裕（人事労務 総務等） 

  

◆京阪聴覚障害者センタ－（予定） 

            ２０２２年１月～   実態調査の実施とまとめ   

            ２０２２年４月～   基本計画の作成  建物の確保  改修工事  事業申請 

                        職員の確保  利用者の確保 

            ２０２３年４月    開   所 

 

   〔検討課題〕 

    １．施設長・センタ－長の責任の違いの明確化⇒ 会議・委員会出席の違い（職責・業務内容の違い） 

    2. 本部の部長と課長の違いの明確化 

 

 

３．評議員会、理事会、各種委員会 

（１）  定時評議員会を６月１９日（土）                  で開催する。 

   決算と事業報告等の承認を得る。 

   理事、監事および評議員の改選の年であるため、安定した経営や新規事業の開設等に精通した 

人選にむけて関係者との相談・調整を図ります。（２０２１年～２０２２年） 

  評議員が持つ専門性や本来業務を、法人・施設の「研修」や「職員採用」等に活かす（協力依頼） 

   ⇒ 有識者の有効活用 

 

（２）  理事会を年４回開催する。（原則、第３土曜日 １３時～１７時） 

   ・５月２９日（決算・事業報告）            ・１１月２０日（補正予算、規程の見直し等） 

   ・２月１９日（法人事業計画・組合要求書回答）  ・ ３月１９日（事業計画・予算） 

 

（３）  委員会、会議の責任者を分担し、委員会での協議と施策づくりを行ない、法人の民主的運営に 

   努める。 

     理事会・評議員会      担当：吉見・吉岡・稲垣 

          理事会：年４回、評議員会：年１回、運営協議会：年１回 

     業務執行会議        吉見・吉岡・犬飼・平田・松崎  月１回 

     経営委員会          稲垣・吉岡     偶数月：第４火曜日 

     人事労務委員会       吉見・周防     年５回（８月、１０月、１１月、１２月、１月） 

     実践・研修委員会      犬飼・西田・加藤  年４回 

     施設長会議          平田         奇数月：第３金曜日 

     事務担当者会議       稲垣         年２～３回 
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     危機管理担当者会議    吉見         偶数月   

     工賃アップ委員会      松崎・三田      年３回 

     法人安全衛生委員会    周防・吉見      年１回（５月） 

          規程検討委員会       吉見・周防      月１回    ※2020 年度から継続 

            ⇒ １１月・２月の理事会に提案・改定→組合への提案・合意→2022 年４月１日施行 

 

（４）   今年度から、合同総括主任会議を年１回開催する（総括主任の役割と悩み、会議の現状や取り組

みの共有 等）。  

 

（５） 合同看護職員会議を年１回開催する。 

 

（６）  “協力・共同”の力を高め、事業の推進を強化する。 

① 運営協議会を開催し、関係団体や個人からの意見や要望を法人運営に生かす。 

  ７月１７日（土」 場所： 

②  利用者・家族、職員、法人（経営）の三位一体となった“協力・共同”の強化を図る。家族会、 

労働組合との協力、協働を進める。 

1. 法人・施設の状況と課題の共有、より良い制度改善のための国等への協同の運動・働き 

かけにむけて、要望に基づく「団体交渉」とは別に、「懇談会」開催します（年２回） 

③ 法人各施設と法人後援会との連携強化に向け、以下の課題を整理・実施する。 

① 職員会議等で、「後援会の取り組みと現状」を報告し、活動等への参加を呼び掛ける。 

② 職員体制が厳しい中、幹事等の確実な会議参加や情報収集を行なうため、各施設の 

 幹事の交代（ロ－テ－ション）参加を進める。 

③ 法人だよりの各施設の現状報告に加え、新たに「福祉制度や法人・施設を取り巻く状況」等 

 の記事掲載を進める。 

④ 法人後援会幹事会との懇談会を年２回以上行なう。 

        〔課 題〕 

           ・ 後援会幹事の高齢化と固定 ⇒ 今後の組織づくりと引継ぎ 等 

               事務局の担当＝法人本部職員？ 

 

（７）  施設だけで完結することなく、理念の実現のために他の法人や施設との連携強化とネットワ－ク 

づくりを進める。６事業所連絡会（ろうあ会館、なかまの里、あすくの里、あいらぶ工房、ほくほく、 

なんなん）の再開をめざす。 

① 大阪聴力障害者協会、ろうあ会館職員との「懇談会」を行ない、情報交換、事業の連携と協 

働、制度づくり等を進める。 

              1. 各施設の「新規利用者の確保」に向けた情報収集と支援 

              2. 法人の新規事業の計画作成におけるニ－ズや要望の把握 

              3. 新型コロナ禍の行政主催の研修等のｚｏｏｍによる情報受信時の「手話通訳・字幕の 

設置」等の保障についての働きかけ   等 

 

（８）  引き続き、法人本部の改革および機能を強化し、社会福祉法人制度改革への適切な対応を進める。 

 検討・実施にあたっては、「人権を守る、大切にする」ことや法人の存在意義（理念）を常に意識し、

事業の継続・拡大を職員の参画により行なう。 

① 感染症発生時の「事業継続計画（ＢＣＰ）」の情報提供と作成指示、実施における全体把握 

 とコ－ディネ－ト的役割を担う。 

② 自然災害や感染症発症時等に、迅速かつ安全に法人・施設間の会議等が開催できるよう、 

 「ｚｏｏｍ（ウェブ）会議」の実施に向けて、環境の整備や対象の会議・委員会について検討・ 

実施する。 

1. 自然災害や感染症発症時の「緊急の本部対策会議」の開催等 

2. 法人主催の会議・委員会における施設長等の施設不在の解消、移動時間や経費削減 
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 にむけて 

③ 各種規程の見直しの検討や対応と各種補助金の適切な活用等、法人としてのガバナンス 

の強化と財務情報の透明性の向上を進める。 

1. 財産（中期積立金等）の管理および使途を明確にする 

2. 財務状況を職員や外部の関係団体（個人）等に提示する。 

④  「地域における公益的な取組の責務」については、各施設が設置されている社会福祉協

議会や大阪聴力障害者協会等との相談を踏まえて、必要な貢献を検討する。 

 

（９）  近畿合同機構（京都、滋賀、兵庫、大阪、全国手話研修センタ－の５社会法人と京都、滋賀、兵庫、 

兵庫、奈良、和歌山、大阪の６社団法人で結成）に結集し、事業と運動の統一的発展をめざす。 

経営交流会（年２回）、合同就職説明会、職員の研修と育成、作業物品の協同販売、新たな社会的 

資源づくり、学習会等、法人間の連携と共同をいっそう進める。 

① 自然災害および感染症（施設内クラスタ－）発生時の非常物資の提供等の連携できる内容 

 と仕組みをつくる。 

② 法人間の連携の在り方、共同化（事務局の設置等）にむけての方針に基づき、協力・協働を 

進める。 

 

（１０） 全日本ろうあ連盟、きょうされん、２１老福連、社会福祉経営全国会議、全国ろう重複障害者施設 

連絡協議会、全国高齢聴覚障害者福祉施設協議会等と共同して、新型コロナ禍における利用者・ 

職員の安心・安全な暮らしの保障や経営の安定、制度の改悪阻止、制度の改善に向けた運動を 

進める。 

① 新型コロナ禍での国・大阪府に対しての働きかけ 

1. 医療現場がひっ迫している中で、施設のなかま・利用者が発症した場合の確実な 

 入院受入について ⇒ 「入院の受入拒否・命の選別」を許さない 

2. 施設内でクラスタ－が発生した場合の勤務者の確保と支援・介護の継続に向け、 

府からの専門班（クラスタ－班）の派遣の確実な保障 

3. 職員の安全・安心の確保のための『社会的検査（行政検査）』の早期実施 ⇒利用者と 

職員一斉に、定期的かつ頻回に実施） 

4. 施設の経営安定と存続にむけて、コロナによる減少分の運営費補助および支援費・ 

介護報酬の抜本的な見直し・引き上げを ⇒ 障害０．５６％、介護０．７％と基本報酬は 

わずかな引き上げでは不十分。 

  また、高い感染リスクで働く職員への継続的な特別手当（慰労金）の支給 

5. その他の要望・働きかけ 

・ なかま・利用者が感染して入院した場合のコミュニケ－ション保障⇒安心した入院 

・ 感染が広がる中でのケアマネ・相談員等による訪問支援と感染リスクへの対応 

・ 手話通訳者の対面による感染防止（リスク回避）と必要な情報保障・・・国への 

 必要な予算措置を要望 

② 各種「署名」への積極的協力 

 

 

 

Ⅶ．自主財源の拡充 

      公的な社会福祉制度の大きな後退が進められる中で、事業の存続と新たな事業の拡充には、その 

基礎である『自主財源の確保』が不可欠である。後援会の協力を得て、共同の力で法人独自の自主 

財源づくりに取り組む。 

１． 後援会の会員拡大と後援会の発展に、後援会と共に取り組む。 

２． 後援会の協力を得て、夏の冬の物品販売に取り組む（収益目標５０万円） 

３． 新たに、法人本部のある羽曳野市飛鳥地域で栽培・生産されているぶどうや飛鳥ワインの受託 

販売にむけて、地元生産者との交渉を進める。 
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