とちぎ健康福祉協会基本計画
（三期計画）
～ 健康経営 みんなの力で あふれる笑顔 ～

平成３０年（２０１８年）３月
社会福祉法人 とちぎ健康福祉協会

とちぎ健康福祉協会基本計画（三期計画）の策定にあたって
現在、我が国は、急速な少子高齢化の進行と人口減少という、かつて経験し
たことのない大きな課題に直面しています。また、中高年の単身世帯の増加や
女性の活躍推進等により、福祉ニーズが多様化、複雑化しており、福祉サービ
スの担い手である社会福祉法人が果たしていく役割は、ますます重要になって
います。
このような中、法人の公益性・非営利性を確保し、県民に対する説明責任を
果たすとともに、地域社会に貢献していくため、社会福祉法が改正され、平成
２９年４月から社会福祉法人制度改革が本格実施されました。
当協会は、児童・障害者福祉から県民の健康づくり・高齢者の生きがいづく
り支援まで、多岐にわたる事業を実施している社会福祉法人であり、利用者本
位の質の高いサービスを提供し県民の皆様に喜んでいただける、真に持続可能
な協会を構築していくため、これを機に、名実ともに法人改革を進めていかな
くてはなりません。
今般、平成３０年度（２０１８年度）を初年度とする５か年計画、とちぎ健
康福祉協会基本計画（三期計画）を策定いたしました。
本計画では、「質の高いサービスの提供」「自主自立経営の確立」「地域社
会への貢献」という三つの基本方針のもと、「健康経営

みんなの力で

あふ

れる笑顔」をスローガンとして掲げ、職員全員が一丸となって理念・目標の実
現に向けて計画を実施していくこととしています。
当協会といたしましては、この基本計画（三期計画）に掲げた事業を着実に
実施することで法人改革を推進し、将来にわたって県民の皆様から信頼され、
県民の健康と福祉の向上を目指す重要な役割を担う法人、施設としてあり続け
ることができるよう、全力を挙げて参ります。
日頃から御支援いただいている関係機関、団体をはじめとする関係者の皆様
には、今後より一層の御支援、御協力を心からお願いいたします。
平成３０年３月１６日
社会福祉法人とちぎ健康福祉協会
理事長
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とちぎ健康福祉協会基本計画（三期計画）
Ⅰ はじめに
１ 計画策定の趣旨
当法人は、心豊かな福祉社会の実現を目指し、平成２５年度（2013年度）から５か年における業務運営
の指針として策定した「とちぎ健康福祉協会基本計画（二期計画）」に基づき、各種社会福祉事業等を実
施してきた。
一方、当法人を取り巻く環境は、人口減少・超高齢社会の到来や社会福祉法人制度改革の実施など、
大きく変化している。
このような中、当法人の使命と役割を認識した上で、事業を引き続き適切に実施していくためには、取り
巻く環境の変化に的確に対応した新たな指針が必要であることから、「とちぎ健康福祉協会基本計画（三
期計画）」を策定する。
２ 計画の性格
この計画は、社会福祉事業及び県民の健康と生きがいづくりを総合的に支援するための事業を着実、
効果的かつ適正に行うための指針となる。
３ 計画期間
平成３０年度を初年度とする５か年間（2018～2022年度）とする。

2022年度

2018年度

Ⅱ 基本理念

健康経営

みんなの力で

あふれる笑顔

利用者一人ひとりが、その人らしく、地域社会において健やかに育ち、心豊かに暮らすことを支援する。
Ⅲ 基本方針

1

１ 質の高いサービスの提供
職員の資質向上や安全で快適な利用環境の確保等により、利用者の意向を尊重した質の高いサービス
を提供する。
実現への取組
(1) 利用者本位のサービスの提供
ア 人権の尊重
・研修等を通した倫理教育の充実
イ 虐待防止の徹底
・虐待防止委員会等の適正な運営
ウ 意思決定の支援
・利用者の特性に配慮した説明や選択肢の提示
・成年後見制度や日常生活自立支援事業等の活用
エ 利用者等の声の反映
・利用者アンケート等の実施
・苦情解決、相談体制の充実
(2) 安全で快適な利用環境の確保
ア 生活環境・利用環境の向上
・桜ふれあいの郷施設建替整備の推進
・安全・安心で快適な利用環境づくり
イ 利用者サービスの向上
・自己評価や利用者アンケートの実施
・福祉サービス第三者評価の受審
・職員提案制度等の活用
ウ リスクマネジメントの徹底
・危機管理への適切な対応
・ヒヤリ・ハット事例等の分析、活用
(3) 人材の確保及び職員の資質向上
ア 優れた人材の確保
・学校長推薦等様々な手法による職員採用の実施
・給与・服務制度等の見直しと適切な運用
イ 人材の定着に向けた取組の強化
・キャリアパス制度の導入
ウ 人材の育成
・キャリアパス制度をいかす研修体系の構築及び運用
・資格取得支援の拡充
(4) 情報公開の推進
ア 事業運営の透明性の確保
・事業計画や事業報告書等の適切な備置・閲覧と公表
イ ホームページ等によるわかりやすい情報発信
・ホームページや広報誌、ＳＮＳ等の活用
(5) 各施設・事業の連携による相乗効果の創出
ア 多彩なイベントの実施
イ 相乗効果創出会議（仮称）の設置
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２ 自主自立経営の確立
健康経営を推進し、新たな発想や業務の見直し、改善等により、経営基盤の強化を図るとともに、自主
性・自立性を高め、持続可能な法人経営の確立を目指す。
実現への取組
(1) 経営管理体制の強化
ア ガバナンスの強化
・理事会、評議員会及び監事などの組織統治機能の強化
・計算書類等の適正な公表
・会計監査人の設置及び内部管理体制の整備
イ 適正な人員配置
・事業展開を見据えた適正な人員配置
ウ 財務指標に基づく経営分析と改善
(2) 健康経営の推進
ア 働きやすく風通しの良い職場づくり
イ 業務の改善
・業務推進体制の見直し
・福祉機器やICT等の導入等による業務の効率化
ウ 職員提案制度等の活用
(3) 収入の確保と経費節減
ア 利用者数（利用率）の向上による収入の確保
・目標利用者数（利用率）の設定と達成への取組
イ 経費の節減
・省エネ・省資源の徹底
・共同購入等の実施
ウ 職員提案制度等の活用
(4) 給与・服務制度等の見直しと適切な運用

３ 地域社会への貢献
福祉サービスに係る支援技術等を活用し、地域社会への貢献を推進する。
実現への取組
(1)
ア
イ
(2)
ア
イ
(3)
ア
イ
ウ

福祉人材・支援技術の活用
地域住民等を対象にした相談・講座の開催
小・中・高校生への普及啓発
施設の特性をいかした地域貢献活動
災害時等の対応
相談事業等の実施
ボランティアの育成と連携
ボランティア講習会の実施
行事等へのボランティアの受入
行事等を活用した地域住民との連携
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Ⅳ 事業運営の基本方向
１ 児童福祉事業
(1) わかくさ
① 二期計画の検証と課題
ア 自立支援の充実
【検証】
・ ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）被害による利用が増加している傾向を踏まえ宿直制を導入し、夜間の
安全を図った。
・心理療法担当職員や個別対応職員を配置し、心理面でのケアを強化した。
・福祉事務所や学校、保育園と、それぞれ年２回連絡会議を開催したことで、情報の共有を図ることがで
き、支援の方向性が確認できた。
・地区市民センターから保健師・看護師の月１回の訪問指導を受けることにより、育児支援の強化を図る
ことができた。
・「がんばりカード」の導入により、小学生を中心に下校後学習教室で学習することが習慣化された。
・外国人講師による月２回の英会話教室を実施し、学習意欲の向上が見られた。
・中学生に対し、元教員による週１回の英語の学習支援を行い、学力向上が見られた。
・母親の就業時間の多様化に対応するため、施設内保育の時間を拡大したことにより、職業選択の幅が
広がった。（施設内保育時間 8：30～19：00 ⇒ 7：30～20：00）
・栃木職業能力開発支援センター（ポリテクセンター栃木）で実施する職業訓練情報を提供し、資格取得
の促進を図ることができた。（ＣＡＤ１名、介護職員初任者研修３名）
・栃木県（以下「県」）からの委託による、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
（ＤＶ防止法）」に基づく一時保護委託事業、自主事業である緊急一時利用事業を実施し、次のとおり
受け入れた。
受入件数（2013年度～2017年度）
一時保護委託事業 延べ13件49人 258日
※2017年度は9月まで
緊急一時利用事業 延べ 2件 6人
8日
【課題】
・利用者の抱える多様化・複雑化した問題に対応できるチーム体制の整備
・利用者の母親力を認め、自主性を尊重しながらの養育面、生活面での質の向上
・就労支援の充実
イ 利用者の確保
【検証】
・関東近辺の福祉事務所にも広報範囲を広げ、パンフレットの送付と電話での広報活動を行った結果、県
外から多くの利用があった。 （2017.12現在 入所17世帯中15世帯が県外）
・施設見学の困難な利用希望者に対しては、現地に赴き面談を行い、不安の解消を図ることができた。
【課題】
・福祉事務所等の信頼を深め、「選ばれる施設」となるような施設機能の強化
・効率的で効果的な広報活動
ウ 福祉サービス第三者評価の受審
【検証】
・平成２６年度（2014年度）及び平成２９年度（2017年度）に福祉サービス第三者評価を受審し、以下
の点について改善を行った。
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○ 支援マニュアルの作成
○ 利用案内の見直し（ふりがな、絵などを使ったわかりやすい表現等）
○ 補完保育、病後児保育の充実
○ 事故防止・安全対策マニュアルの作成
○ 職員の支援技術の向上（外部研修への参加）
【課題】
・基幹的職員を活用した支援体制の確立
・利用者ニーズに対応した支援マニュアル等の見直し
② 今後の方向性
・職員の資質向上によるチームとしての支援力の強化
・利用世帯の安全確保と情報発信の両立
・母子に関する相談や地域の子どもの学習支援等、施設の特性をいかした地域貢献
(2) 宝木保育園
① 二期計画の検証と課題
ア 園舎建替整備
【検証】
・建替整備中は、仮園舎（旧宇都宮北保育園）で保育を行うなど、円滑かつ計画的に建替整備を実施し
た。
工事期間：平成２５年（2013年）７月２５日～平成２６年（2014年）３月２８日
新園舎への引越し：平成２６年（2014年）３月２１日、２８日
新園舎での保育開始：平成２６年（2014年）３月２９日（卒園式実施）
・子育てサロン専用棟ができ、スペースの重複使用の解消や感染症予防等、園児・利用者双方の利便性
が向上した。
・新園舎は陽の光が心地よく木のぬくもりを感じられる造りで、広い廊下等スペースにゆとりがあるほか、平
屋建てで全体を見渡しやすく、安全で快適な保育環境を提供できるようになった。
・定員を10名増の160名とし、0、1歳児の受入れを積極的に行い、待機児童の解消に寄与した。
【課題】
・園児受入れのための保育士の雇用の確保
・園児が安全かつ活発に活動できるよう、遊具や樹木の安全管理の徹底
イ 保育内容の充実
【検証】
・保育短時間認定児に対し、３区分の延長保育時間を設定したことで、保護者の利便性が向上した。
・土曜保育及び休日保育の利用時間を延長し、利便性が向上した。
（土曜保育 7：00～17：00 ⇒ 7：00～18：00 休日保育 8：00～18：00⇒7：00～18：00）
・低所得者を対象に延長保育料を無料化したことで、保護者の負担軽減を図ることができた。
・世代間、異年齢児、聾学校児童等との交流保育を実施し、人と人との関わりを通して、社会性を育む契
機とすることができた。
・外部講師によるリトミック、体操、英語、サッカーの各教室を実施したことで、子どもたちの興味が広がり、
楽しみながら様々なことを体験することができた。また、職員を対象とした研修も行い、職員のスキルアッ
プにもつながり、保育の中で実践することができるようになった。
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・子育てサロンについては、専用棟となったことにより、より気軽に地域の親子が利用できるようになり、子育
てに関する相談や保護者同士の交流を図ることができた。
【課題】
・休日保育を利用する他園の児童に関するアレルギー等に関する情報の確実な把握、共有
・アナフィラキシー症状に対する職員研修
・指導計画書の定期的な評価と改善
ウ 福祉サービス第三者評価の受審
【検証】
・2015年度に福祉サービス第三者評価を受審し、以下の点について改善を行った。
○ 園内研修の充実強化
○ 記録や書類の保管場所の整理、記録をする場所の整備
【課題】
・利用者ニーズに対応したマニュアルの見直し
② 今後の方向性
・リトミック等保育カリキュラムの充実と職員のスキルアップ
・保育士有資格者再就職支援の実施
・子育てサロンの活用による地域貢献
(3) 桜ふれあいの郷
※ 障害福祉事業に記載
２ 障害福祉事業
(1) 桜ふれあいの郷
① 二期計画の検証と課題
ア 事業体系
(ｱ) 定員規模等
【検証】
・施設建替整備については、移転整備を基本として検討を進めてきたが、移転整備候補地の地権者の
一部から売買の同意が得られず、建物の老朽化の進行等状況を総合的に勘案の上、移転整備から
現地建替に方針転換し、基本・実施設計に着手した。
〈これまでの経過及び今後の予定〉
平成２６年（2014年）１月
移転整備を基本とした施設建替整備基本構想を策定
平成２７年（2015年）１月
移転整備候補地を絞り込み（さくら市上阿久津地内）
平成２７年（2015年）２月
用地取得交渉
～平成２８年（2016年）１０月 地権者の一部から売買の同意が得られず
平成２８年（2016年）１０月
用地交渉終了、取得断念
平成２８年（2016年）１２月
現在地建替に方針転換
平成２９年（2017年）２月
施設整備計画策定
～平成２９年（2017年）７月
平成２９年（2017年）９月
設計業務委託（基本・実施設計）
～平成３１年（2019年）２月
平成３０年（2018年）９月
体育館解体工事
～平成３１年（2019年）２月
2019年９月～2021年２月
建物新築工事、外構工事
2021年２月
新築工事完了
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・利用定員については、利用者の高齢化や障害の重度化等に対し手厚い支援を行うことができるよう、
以下のとおりとした。
・児童については、福祉型障害児入所施設を本体施設、障害者支援施設を併設施設とし、県との協
議を踏まえ定員を決定した。
【児童施設】
年度
2017
2018
2019
2020
2021
サービス
障害児入所施設
15人
15人
15人
15人
施設入所支援
30人
15人
15人
15人
15人
生活介護
15人
15人
15人
15人
短期入所
1人
1人
1人
1人
1人
【生活支援施設】
サービス

年度

施設入所支援
生活介護
自立訓練
短期入所

2017
150人
150人
10人
4人

2018
135人
140人
人
4人

2019
130人
135人
人
4人

2020
130人
135人
人
4人

2021
130人
135人
人
3人

2017
40人
25人
55人
2人

2018
40人
25人
55人
2人

2019
40人
35人
45人
2人

2020
40人
40人
40人
2人

2021
40人
40人
40人
1人

【就労支援施設】
サービス

年度

施設入所支援
生活介護
就労継続支援Ｂ型
短期入所

【課題】
・施設建替整備計画の着実な推進
(ｲ) 障がい者支援センターふれあい
【検証】
・さくら市内でグループホームを８か所運営し、平成２８年度（2016年度）に定員を１名増の５４名とした。
・桜ふれあいの郷から２名の利用者がグループホームに移行し、高齢化等の理由でグループホームでの
生活が困難になった２名の利用者が桜ふれあいの郷に入所するなど、障がい者支援センターふれあい
（以下「センター」）と施設本体が連携し、利用者の状況に応じたそれぞれの役割を果たすことができた。
・障害者就業・生活支援センター事業、相談支援事業、職場適応援助者（ジョブコーチ）支援事業等、
地域で生活する障害者の就業や日常生活の支援、相談を実施した。
【障害者就業・生活支援センター事業】
年度
2013
2014
2015
2016
2017
内容
年度
支援対象障害者（登録者）数
449人
536人
600人
669人
733人
相談・支援件数
3,307件 3,305件 3,707件 3,854件 2,459件
職場実習件数
34件
31件
30件
26件
17件
就職件数
53件
52件
46件
50件
38件
（※2017年度は12月までの実績。以下同じ。）
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【相談支援事業】
年度
年度

2014
1,102件
490件
48件

2015
715件
482件
46件

2016
1,476件
564件
57件

2017
1,145件
308件
56件

【職場適応援助者（ジョブコーチ）事業】
年度
2013
2014
内容
年度
支援件数
77件
57件

2015
24件

2016
52件

2017
34件

2015
287件

2016
219件

2017
193件

内容

さくら市受託相談支援件数

計画相談支援件数
障害児相談支援件数

2013
1,291件
230件
4件

【移動支援事業】
内容

支援件数

年度
年度

2013
346件

2014
208件

【課題】
・実施事業に対応した施設の建替整備
・システムの活用等による事業運営の効率化
イ サービスの質の向上
【検証】
・２度の虐待事案を発生させてしまったことの反省に立ち、次の取り組みを行った。
○ 外部委員を構成員とした虐待防止委員会の設置
○ 倫理綱領の改正
○ 虐待防止チェックリストによる自己チェック
○ 管理者による巡視
・身体拘束については、平成２５年度（2013年度）には３名の対象者がいたが、問題行動の軽減等により
現在１名となっている。この１名についても、拘束具の見直しにより、拘束部位及び時間を減少させること
ができた。
・平成２７年度（2015年度）に福祉サービス第三者評価を受審し、以下の点について改善を行った。
○ 各課の職員会議におけるケース検討等において、幅広い意見を集約できるよう、看護師、管理栄養
士も参加し、他職種が意見交換できる体制を構築
○ 事業計画の作成過程において、支援各課の職員会議の中で意見を出し、集約することによる全職
員の目標の共有化
・行動障害に関する研修や先進施設視察研修を行い、利用者の状態に応じた支援スキルの向上を図っ
た。
・作業療法士と連携し、無理のない嚥下姿勢が取れる食堂の椅子・テーブルを導入し、利用者の安全、
快適性の向上を図ることができた。
・給食業務については、業務従事者の安定的な確保及びスケールメリットをいかした食材調達の効率化に
より、サービスの向上と経費節減を図るため、平成３０年度（2018年度）から外部委託とすることとし、作
業を進めたが、委託業者の決定までには至らなかった。
【課題】
・権利擁護及び虐待防止に対する職員の意識向上のための研修の強化
・利用者の高齢化や障害の重度化に対応した職員の知識・支援技術の向上
・安定した給食提供体制の確保
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ウ 就労支援の充実
【検証】
・とちぎセルプセンター主催のイベント等での販売やさくら市のふるさと納税返礼品への採用等により、野菜
やパン、焼酎などの自主製品の広報と販路拡大につなげることができた。
・利用者の高齢化により、果樹及び椎茸栽培の継続は不可能と判断し、中止したが、農産部門で契約栽
培を導入するなど、作業内容を整理することで安定した収入を確保することができた。
・自主製品の内容の充実等により、少しずつではあるが平均工賃の向上を図ることができた。
【就労継続支援Ｂ型事業における平均工賃】
年度
2013
2014
2015
2016
2017
内容
年度
平均工賃
14,808円 15,314円 15,397円 15,403円 15,450円
（※2017年度は見込）
【課題】
・利用者の状況に応じた作業種の工夫と工賃向上
エ 地域生活移行
【検証】
・桜ふれあいの郷から２名の利用者がグループホームに移行し、高齢化等の理由でグループホームでの
生活が困難になった２名の利用者が桜ふれあいの郷に入所するなど、センターと施設本体が連携し、利
用者の状況に応じたそれぞれの役割を果たすことができた。
・栃木県障害施設・事業協会の主催する「本人部会」への利用者の参加により、他のグル―プホーム利
用者との交流を図ることができた。
・毎年秋に「障がい者支援センターふれあい交流会（以下「センターまつり」）」を開催し、グループホーム
利用者及び在宅障害者と、地域住民との交流を図ることができた。
・センター利用者の親睦会「なかよし会」で旅行を行い、利用者同士の交流を図ることができた。
・一般企業への就労者に対しては、障害者就業・生活支援センターで事業所訪問を行い、事業所と就労
者の意見調整を行った。
・通年にわたり福祉サロンを開所し、地域で暮らす障害者の交流を図る憩いの場として活用できた。
【福祉サロン事業】
年度
2013
2014
2015
2016
2017
内容
年度
利用人数
1,141人 1,175人 1,357人 1,436人 1,133人
（※2017年度は12月までの実績）
【課題】
・高齢化したグループホーム利用者の処遇
② 今後の方向性
・施設建替整備計画の着実な推進
・権利擁護及び虐待防止の取組の強化
・利用者の高齢化や障害の重度化に対応した職員の知識・支援技術の習得
・高齢化したグループホーム利用者の桜ふれあいの郷を含む複数の受け皿の確保
・安定した給食提供体制の確保
・いちごハートねっと事業への参加等による地域貢献
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(2) 清風園
① 二期計画の検証と課題
ア 事業体系
【検証】
・老朽化した施設の耐震化を図るため、平成２６年度（2014年度）～平成２９年度（2017年度）までの４
年間で施設建替整備を実施した。
・2人部屋の居室を基本とするとともに、一部介護用リフトを設置することで住環境とサービスの向上を図る
ことができた。
・就労支援施設へ特殊浴槽を導入したことにより、サービス提供環境が向上した。
・生活支援施設の業務用携帯電話の所持により、職員の介助を必要とする利用者に対し迅速に対応する
ことができるようになった。
〈これまでの経過〉
平成２６年（2014年）１月
現地建替とした施設整備基本構想を策定
平成２６年（2014年）４月
設計業務委託（基本・実施設計）
～平成２７年（2015年）３月
平成２６年（2014年）１０月
第１期工事（既存管理棟・体育館解体等）
～平成２７年（2015年）３月
平成２６年（2014年）１２月
仮設管理棟賃貸借契約
～平成２９年（2017年）４月
平成２７年（2015年）３月
第２期工事（生活・就労支援施設居住棟新築等）
～平成２８年（2016年）２月
平成２８年（2016年）２月
平成２８年（2016年）３月
平成２８年（2016年）４月
～平成２９年（2017年）２月
平成２９年（2017年）５月
～平成３０年（2018年）２月

新築建物見学会（理事・評議員向け）
施設利用者移転
第3期工事（管理棟等新築、既存生活・就労支援施設居住
棟解体等）
第4期工事（渡り廊下等新築、外構工事）

平成３０年（2018年）２月
新築工事完了
【課題】
・高次脳機能障害や発達障害に対する支援技術の向上
イ サービスの質の向上
【検証】
・利用者の高齢化や障害の重度化に対応するべく、各利用者の状況に応じたきめ細かい支援が実施でき
るようＯＪＴ、外部研修の受講及び伝達研修を実施し、介護技術の向上を図った。
・平成２７年度（2015年度）に福祉サービス第三者評価を受審し、以下の点について改善を行った。
○ 速やかなミーティングによる職種間や職員階層間の情報共有、相互理解の促進
○ 生活支援施設の２つの特殊浴槽の間にカーテンを設置することによるプライバシーの確保
・口腔ケアについては具体的な支援方法が確立されず、十分な取組として実施することができなかった。
・就労支援施設について、高齢化や障害の重度化により作業に従事することが難しくなっている生活介護
サービス利用者に対し、作業以外の有効なサービスの提供までには至らなかった。
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・給食業務については、業務従事者の安定的な確保及びスケールメリットをいかした食材調達の効率化に
より、サービスの向上と経費節減を図るため、平成３０年度（2018年度）から外部委託とすることとし、指
名競争入札を行い、委託業者を決定した。
【課題】
・口腔ケアに関する支援技術の向上
・就労支援施設の生活介護サービスの充実
ウ 就労支援の充実
【検証】
・受注先の拡大を計画していたが、利用者の高齢化に伴い受注先の拡大が困難となったため、受注先の
整理を行った。
・平成２８年度（2016年度）には自主製品の拡大に取組み、草木染の製造を開始し、とちぎセルプセンタ
ー主催のイベント等で販売することにより、利用者の工賃向上を図ることができた。
・障害者合同就職面接会への参加など、障害者の雇用促進に努めたが、具体的な就労には至らなかった。
【就労継続支援Ｂ型事業における平均工賃】
年度
2013
2014
2015
2016
2017
内容
年度
平均工賃
16,144円 16,905円 16,087円 16,326円 21,239円
（※2017年度は見込）
【課題】
・草木染製品を始めとした自主製品の商品の充実、販路拡大
・利用者の就労支援
エ 地域生活移行
【検証】
・センターと連携するとともに、地域移行検討班会議を開催し、利用者ニーズの把握を行ったが、地域移行
を希望する利用者がいなかったため、地域移行の実現には至らなかった。
【課題】
・地域移行ニーズの掘り起こし
② 今後の方向性
・権利擁護及び虐待防止の取組の強化
・高次脳機能障害や発達障害に対する支援技術の習得
・高齢化する利用者の健康管理、医療的ケアの充実
・就労支援施設の生活介護サービスの充実
・就労支援の充実
(3) とちぎリハビリテーションセンター 駒生園
① 二期計画の検証と課題
ア 利用者サービスの向上
【検証】
・県からの業務委託を受け、身体障害者（肢体不自由）及び高次脳機能障害者を中心とした利用者の
自立訓練（機能訓練・生活訓練）と施設入所支援を行った。
・転倒などのアクシデントがあったケースについては、理学療法士の協力を得て原因を明らかにし、介護
技術習得のための講習を行い、再発防止を図った。
・意見箱を設置し、直接職員に言えない利用者からの意見や要望に可能な限り対応した。
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・利用者のニーズに応じ、地域生活や年金等をテーマとしたグループ訓練を実施し、退所後の不安軽減
を図った。
【課題】
・インシデント・アクシデントの検証、改善
・職員の介護技術及びコミュニケーション技術の強化
・退所後の地域生活に関する情報収集と提供、関係機関との連携強化
② 今後の方向性
・研修の充実による職員の資質向上
・県立リハビリテーションセンターの地方独立行政法人化を踏まえた円滑な事業の実施
(4) 栃木県障害者保養センター那珂川苑
① 二期計画の検証と課題
ア ホスピタリティの向上
【検証】
・外部講師による接客マナー研修や、職場内研修としての障害者の移乗介助の技術講習を行い、ホスピ
タリティの向上を図った。
・調理部門を外部委託し、食の充実を図った。食材については、地元の温泉トラフグ、八溝ししまる、ホン
モロコを増料理として提供し、独自色を出した。
・朝食にサラダバーとドリンクバーを導入したほか、メニューの栄養成分表示を行うなど、食の充実を図るこ
とができた。
・那珂川町や地域の障害者施設、シルバー大学校等の協力を得て、県民の日記念事業や障害者週間
事業を実施し、施設や障害者に関する周知を行った。
・那珂川町文化協会や地元演芸愛好者の協力を得て、定例イベントとして民話の語り部やマジックショー
を開催し、宿泊者へのサービスを充実させた。
・小砂焼きの絵付け体験及び蕎麦打ち体験については、参加希望が少なく、平成２８年度（2016年度）
をもって終了とした。
・生け花展示、地元工芸作家の作品展示や販売等を行い、滞在中の利用者に憩いの場を提供した。
・地域の社会福祉施設の生産品の販売スペースとして「福祉の店」を常設し、障害者の工賃向上に寄与し
た。
【課題】
・利用者ニーズに応じた体験事業の実施
・福祉の店の品揃えの充実
・快適な利用環境確保のための県と連携した施設設備老朽化への対応
イ 誘客活動の強化
【検証】
・ホームページを全面リニューアルしたほか、空室状況や行事などの情報をブログで公開し、利用者の利
便性を向上させることができた。
・インターネット予約を、和洋室2室・和室2室から和洋室2室・和室全室へ拡大した。
・障害者支援施設、高齢者福祉施設を中心に訪問活動を行い、施設をＰＲするなどの誘客を行ったが、
団体客の減少に歯止めをかけるまでには至らなかった。
・シルバー大学校の学校祭や障害者文化祭、地域の福祉祭り等のイベントでＰＲを行った。
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・馬頭温泉キャンペーンに参加し、栃木県観光物産振興会へのバナー広告を出した。
・特別支援学校の利用に際しては、早期予約受付やきざみ食の提供等便宜を図った。
【課題】
・効果的な誘客対策による宿泊者の増
・インターネットを使えない利用者に配慮した上でのインターネット予約の範囲拡大
ウ 障害者への専門的サービスの充実
【検証】
・入浴介助利用者は毎年100人程度であった。
年度
2013
2014
内容
年度
入浴介助利用人数
122人
137人

2015
2016
2017
129人
94人
95人
（※2017年度は12月までの実績）

・利用者の希望に応じ、きざみ食、減塩食、アレルギー食へ可能な限り対応した。
・県民の日無料開放事業等の開催に合わせ、法人内の作業療法士の協力を得てリハビリテーション相談
会を実施し、1年あたり10件前後の相談を受けた。
【課題】
・アレルギー食対応における事故防止の徹底
エ 障害者の雇用促進や就労訓練等への取組
【検証】
・２名の障害者を雇用していたが、１名が高齢のため離職し、平成２７年度（2015年度）から１名のみの雇
用となった。障害者就業・生活支援センター等との協力を得ながら求人を行ったが、該当者がおらず、雇
用確保には至らなかった。
・南那須特別支援学校生の就労訓練の受入れを毎年行ったが、当苑での就労には至らなかった。
・「福祉の店」において、障害者支援施設２施設の生産品販売を行ったほか、障害者支援施設に庭園管
理業務等を委託し、工賃の増に寄与した。
【課題】
・障害者就業・生活支援センター等との連携による雇用の確保
② 今後の方向性
・効果的な誘客対策による宿泊者の増
・ホスピタリティの向上や那珂川苑ならではのサービスの提供によるリピーターの確保
３ 健康づくり事業
(1) とちぎ健康づくりセンター
① 二期計画の検証と課題
ア 健康づくり事業の充実
(ｱ) 保健師、健康運動指導士、管理栄養士等の専門職を中心とした「健康づくりコンシェルジュ」によ
るチーム体制での支援
【検証】
・施設利用講習の受講者状況から、肥満割合が高い人に対して減量を目指した長期講座（３か月で８
回）を開講し、講座前後の体重や内臓脂肪量に改善が見られた。
【課題】
・チーム体制の成果・実績及び実施方法の効果的な普及活用
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(ｲ) 各種講座、集団指導等による健康寿命の延伸への支援
【検証】
・幼児から高齢者と幅広い世代に向けた講座や、施設利用者のニーズを把握した多彩な集団指導を企
画・開催し、健康寿命の延伸を支援した。
【課題】
・県の健康づくり事業における課題解決に向けた講座や集団指導の企画立案
(ｳ) 運動の習慣化への支援
【検証】
・集団指導の参加率は増加傾向にあり、習慣化やきっかけづくりの支援につなげることができた。
・運動実践メニューの作成及び見直しについては、提供数が増えなかった。
・施設利用講習については、１回の定員を増やすことで効率よく受講者増につなげることができた。
年度
2013
2014
2015
2016
2017
内容
年度
集団指導受講者
8,917人 12,610人 13,352人 12,301人 12,000人
運動実践メニュー提供者
694人
549人
511人
481人
400人
施設利用講習受講者 3,234人 2,980人 2,445人 2,835人 2,917人
（※2017年度は見込）
【課題】
・利用者ニーズ及び参加率等を踏まえた集団指導の見直し
・効果的な運動を継続するため、個人のニーズにあった運動実践メニューの提供
(ｴ) まちづくり支援
【検証】
・館内レストランと共催で、ヘルシーランチを企画・提供することで、利用者の健康づくりの意識向上を支
援した。
・各種イベントに出展し、一般県民の健康づくりの意識向上を行った。
・外部からの講師依頼を積極的に受け入れることで、施設利用者だけでなく、広く県民への健康づくりの
普及啓発を行った。
【課題】
・県の施策と連動し、保健師、健康運動指導士、管理栄養士の専門性をいかした事業の実施
(ｵ) 調査研究
【検証】
・減量向け長期講座の有効性について検証し、その結果を学会で発表した。
【課題】
・施設利用者が運動効果を実感できるよう、蓄積したデータを活用した調査・研究
イ 利用者サービスの向上
【検証】
・利用開始時間の３０分前倒し及び夏期における日曜・祝日の利用終了時間２時間延長により、利用者
の利便性の向上を図ることが出来た。
・平日の利用終了時間３０分延長については利用が少なく、利便性の向上にはつながらなかった。
・エコ検定合格者配置により、施設の経費削減など効果的、効率的な施設運営につながった。
【課題】
・利用状況に関する情報の発信（曜日・時間ごとの利用状況掲示等）
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ウ 利用者の拡大
【検証】
・ウォーキング教室、シニア教室、とちぎ健康の森フェス等イベントの開催及び各種広報媒体による情報
発信により施設のＰＲを行い、施設に対する県民の理解を深め、利用の促進を図ることができた。
・第３期指定管理申請では、平成３０年度（2018年度）の数値目標を７７，０００人と設定したが、平成
２８年度（2016年度）に達成し、目標を上回った。
【プール・トレーニング室利用者数】
年度
2013
2014
2015
2016
2017
内容
年度
利用者数
67,966人 74,612人 76,625人 80,056人 80,500人
（※2017年度は見込）
【課題】
・利用者の利便性向上につながる更新手続きの簡素化
エ 施設の管理運営の適正化
【検証】
・施設の老朽化に対する予防保全型の維持管理を行った。
【修繕実施状況】
年度
2013
2014
2015
2016
2017
内容
年度
修繕件数
148件
174件
153件
130件
150件
修繕費
38,287千円 34,031千円 32,524千円 41,917千円 32,380千円
（※2017年度は見込）
・法令に基づき防火防災体制を整え、訓練を実施した。
・共同防災訓練において自衛消防本部による図上訓練を実施し、防災体制の強化を図った。
【課題】
・設備・機器の計画的な更新・修繕や新たな故障に対する速やかな対応
② 今後の方向性
・県の施策と連携した事業展開
・とちぎ健康づくりセンターの安全・安心な利用環境の提供
・施設利用者の増に対応するための利用環境の整備
・老朽化への対応及び危機管理体制の強化
４ 生きがいづくり事業
(1) とちぎ生きがいづくりセンター
① 二期計画の検証と課題
ア 円滑な学校運営の確保
【検証】
・運営委員会の開催により、出席委員から直接幅広い意見を聴取することができた。
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・年４回教務部長等会議を開催し、県担当者とともに各校の状況報告及び適宜運営内容の見直し等を行
うことで、円滑な学校運営を実施することができた。
【課題】
・学生の確保対策及び入学者数の現状を踏まえた適正な学校運営
イ 学習カリキュラムの充実
【検証】
・授業アンケートを実施し、カリキュラム編成に役立てるとともに、宇都宮市主催のイベントへの参加、同窓
会支部による授業の実施など、生きがいづくりや地域との交流の機会を増やし、カリキュラムを充実させた。
【課題】
・地域活動の実践を多く取り入れたカリキュラムの導入
ウ 社会活動への参加の促進
【検証】
・授業の中で、地域活動の体験や同窓会支部の活動の理解を図るため、卒業生による授業を拡充した。
また、同窓会会議へ職員が出席し、シルバー大学校生（ＯＢ生含む）の活動事例の把握を行うとともに、
在校生及び卒業生向けの課外授業を実施し、地域活動参加の促進につなげることができた。
【課題】
・同窓会支部活動を中心とした活動状況の把握、情報発信
・地域活動のマッチングや市町及び関係機関との連携強化
エ 広報活動の推進
【検証】
・機関紙及び市町広報への募集に関する案内掲載を継続するとともに、学生募集に係る市町説明会にお
いて、「ネットワークみなみ」や「アフリカンダンス」など学生の活動を紹介する機会を設け、市町担当者の
地域活動への理解を促した。
・簡易リーフレットを作成し、市町関係機関での常設配布や学生による活動ＰＲの資料として活用した。
・６月に各校で開催する公開講座には１００名以上の参加があり、シルバー大学校の有効な広報につな
がった。
【課題】
・学生数の確保につながるシルバー大学校のＰＲと学生等の活動紹介
② 今後の方向性
・学生の確保対策及び入学者数の現状を踏まえた適正な学校運営
・地域活動の実践につながる授業内容の見直しや関係機関との連携強化
(2) 高齢者生きがいづくり支援事業
① 二期計画の検証と課題
ア 情報提供事業
【検証】
・賛助会員からの支援を得ながら、様々な分野で活躍する高齢者の記事を中心にした情報誌「いきいき
とちぎ」を発行し、高齢者の生きがいづくりの促進を図った。（１回あたり４，０００部 年４回発行）
【課題】
・誌面の充実
・誌面への賛助会員の情報掲載の充実
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イ ねんりんピックとちぎ開催事業及び全国健康福祉祭派遣事業
【検証】
・平成２６年度（2014年度）第２７回全国健康福祉祭とちぎ大会（以下「とちぎ大会」という。）に６４０名の
選手派遣を行うとともに、音楽文化祭を実施した。
・全国健康福祉祭派遣選手を対象にアンケートを実施し、集計結果を県及び関係機関等へ報告し、事業
の適正な運営に活用した。
【課題】
・安定した事業運営に向けた事業内容の調整
・全国大会派遣選手等の活躍の場の創出
ウ 生きがい推進員事業
【検証】
・シルバー大学校同窓会における各支部の活動内容をホームページでわかりやすく紹介した。
【課題】
・同窓会支部等の活動状況の把握と情報発信
エ 高齢者就業支援事業（栃木県シルバー人材センター連合第２期中長期計画に基づく検証及び課題）
【検証】
・県域のマスメディアを活用したＰＲ、各種イベントでのパンフレットの配布等を実施し、会員の確保を図っ
た。
・実施方法書の作成により、「介護予防・日常生活支援総合事業」や「空き家サポーター事業」を実施す
る市町シルバー人材センターが増加した。
・派遣・職業紹介事業について、「高齢者等の雇用の安定等に関する法律（以下「高齢法」）」第３９条に
基づく業務拡大について、県への要望書を提出した。
・事故率の高い拠点センターを中心に、安全就業のためのパトロール指導を行った。
・センター会員を対象とした安全就業に関する研修会等を開催したほか、各町センターを対象に専門家
（社会保険労務士）による適正就業調査を実施し、適正就業の徹底を図った。
・公益法人に係る指導・支援を行ったほか、理事長・事務局長会議を開催し、組織運営、業務運営等に
ついて周知した。
【課題】
・新規会員の確保と退会者の防止
・高齢法第３９条に基づく業務拡大の積極的な推進
・就業途上や就業中における事故の防止や適正就業の強化
・各種会議の開催やシルバー人材センターへの指導を通した業務の更なる効率化と適正な運営
② 今後の方向性
・情報提供事業
情報誌「いきいきとちぎ」の誌面内容の充実による購読者の拡大
賛助会員の拡大に向けた制度の見直し
・ねんりんピックとちぎ開催事業及び全国健康福祉祭派遣事業
大会参加者からの意見等を参考に、安定・効率的な事業運営に向けた事業実施方法の見直し
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・生きがい推進員事業
生きがい推進員の周知及び活躍の場の拡大
・高齢者就業支援事業
シルバー人材センターと連携した広報活動や各種広報媒体を活用したＰＲによる会員の確保
新たな就業機会拡大に向けた事業への取組支援や高齢法第３９条に基づく業務拡大の積極的な推進
安全・適正就業につながるシルバー人材センターへの指導・支援の強化
(3) 介護保険制度関連事業
① 二期計画の検証と課題
ア 実施体制の充実
【検証】
・介護支援専門員実務研修受講試験指定実施機関及び介護支援専門員研修指定実施機関として適
切な事業を実施するため、研修制度の改正に伴う研修受講料の改定を行い、必要な職員配置を行う
とともに、法定研修のほか指導者研修を実施した。
・実施機関として、茨城県、群馬県などの他県と情報交換を行うほか、関係機関と連携して適正に事業
を実施した。
・適正な試験事業を行うため、県と協議の上、事業内容の検証を継続して行うこととした。
【課題】
・研修制度の改正に伴う適正かつ効率的な研修の実施
・受験者の動向を見据えながらの安定した試験事業の実施
② 今後の方向性
・研修制度改正等への適切な対応
・県と連携しながら、受験者の動向に対応した安定した試験事業の実施
５ 経営管理事業
(1) 法人本部
① 二期計画の検証と課題
ア 理事会、評議員会及び本部機能の充実
【検証】
・理事会及び評議員会を適宜開催し、法人の事業計画等重要事項についての審議、意思決定を行い、円
滑な法人運営を図った。
・社会福祉法人制度改革に対応するべく、評議員選任・解任委員会の設置と理事会、評議員会の再編を
行い、新たな体制を円滑にスタートさせることができた。
・次のとおり施設建替整備の進行管理を行った。
宝木保育園建替整備
平成２５年度（2013年度）
清風園建替整備
平成２６年（2014年）４月～平成３０年（2018年）２月
桜ふれあいの郷建替整備
平成２９年（2017年）８月 基本・実施設計業務に着手
・日常的な事業運営においても、各課・施設等との連携強化を図った結果、概ね円滑に事業を行うことがで
きた。
【課題】
・会計監査人設置への対応（平成３１年度（2019年度）から監査対象）
・桜ふれあいの郷建替整備計画の着実な推進
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イ 財務管理の適正化
【検証】
・税理士と、任意監査及び税務申告等に関する委託契約を締結し、指導、助言を受けることで、適正に法
人会計処理を実施した。
・会計システムの変更や規程の整備を行い、新会計基準に適正に移行することができた。
・移転先の土地の取得問題に伴い、桜ふれあいの郷の建替整備方針が決定しなかったことから、中長期的
な資金収支計画を策定するまでには至らなかった。
・国債、地方債等安全確実な方法で運用を行い、適切な財産管理を行った。
【課題】
・給与制度等の見直しや施設整備等を見据えた中長期的な資金収支計画の策定
・決算帳票類、社会福祉充実残額算出等のシステム化
ウ 人事労務管理の充実
【検証】
・競争試験、学校長からの推薦、所属長からの推薦による嘱託職員の正規職員への登用等、多様な職員
採用窓口を設け、人材を確保した。
・職員の資質向上・人材育成を図るため、職員研修要綱に基づき研修を実施したが、中堅職員、指導的
立場及び管理職の立場にある職員への研修を十分に行うことができなかった。
・昇任、給与、退職制度については、社会保険労務士等専門家の助言を受けながら、現行制度の検証、
見直しに着手した。
【課題】
・新たな給与制度等の構築
・キャリアパスの考えを導入した職員研修体系の構築
② 今後の方向性
・会計監査人設置に向けての計画的な対応
・桜ふれあいの郷建替整備計画の着実な推進
・中長期的な資金収支計画の作成と管理
・新たな給与制度等や研修体系の構築と運用
・業務推進体制の見直しや各種システムの導入等による業務の改善と働きやすい職場づくり
Ⅴ 行動計画
（別紙）
１ 管理部
(1) 総務課
(2) 支援業務課
(3) わかくさ
(4) 桜ふれあいの郷
(5) 清風園
(6) 宝木保育園
(7) 栃木県障害者保養センター那珂川苑
２ 事業部
(1) 事業企画課
(2) 健康づくり課
(3) 健康の森管理課
(4) 就業促進課
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別 紙

１ 管理部
(1) 総務課
取 組

内

容

１ 質の高いサービスの提供
(1) 利用者本位のサービスの提供
ア 人権の尊重

・階層別研修における倫理教育の実施

イ 虐待防止の徹底

・階層別研修における虐待防止研修の実施

(2) 安全で快適な利用環境の確保
ア 生活環境・利用環境の向上

・桜ふれあいの郷建替整備の着実な実施

イ 利用者サービスの向上

・職員研修体系の整備
・職員提案制度の活用
・苦情解決連絡会議の開催

ウ リスクマネジメントの徹底

・災害時の法人内連携体制の見直し
・事業継続計画の作成
・個人情報保護の徹底

(3) 人材の確保及び職員の資質向上
ア 優れた人材の確保

・競争試験、学校長推薦、嘱託職員の正規職員への登用、障害者
雇用等様々な手法による職員採用
・福祉の仕事説明会等への参加
・給与・服務制度等の見直しによる職員処遇の明確化

イ 人材の定着に向けた取組の強化

・キャリアパス制度の導入
・給与・服務制度等の見直しと適切な運用
・職員の意見交換会等の開催

ウ 人材の育成

・職員研修体系の整備
・団体事業所等への実務研修生の派遣
・業務の専門性を高めるための資格取得支援

(4) 情報公開の推進
ア 事業運営の透明性の確保

・事業計画や事業報告書等の備置・閲覧と公表

イ ホームページ等によるわかりやすい ・ホームページの見直し
情報発信
・機関紙「かたらい」の発行
(5) 各施設・事業の連携による相乗効果の創出
ア 相乗効果創出会議（仮称）の設置

・リーダー的立場にある職員を構成員とした会議の設置

２ 自主自立経営の確立
(1) 経営管理体制の強化
ア ガバナンスの強化

・計算書類等の公表
・会計監査人の設置と内部管理体制の整備

イ 適正な人員配置

・施設運営の最低基準や加算適用に必要な人員等を勘案した事業
運営に必要な人員の検証と見直し

ウ 財務指標に基づく経営分析と改善

・中長期的な資金計画の作成
・決算分析に基づく経営分析と改善

(2) 健康経営の推進
ア 働きやすく風通しの良い職場づくり

・ノー残業デーの設定
・超過勤務事前命令の徹底及び勤怠管理システムの導入による長
時間労働の是正
・課内会議の定期的な実施
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取 組

内

容

イ 業務の改善

・「一人一改善（仮称）」の実施
・給与・服務制度の見直し等に伴うシステムの導入

ウ 職員提案制度等の活用

・実施可能な提案内容の実用化

(3) 収入の確保と経費節減
ア 経費の節減

・省エネ・省資源の呼びかけによる紙や電気の使用量等の削減
・法人単位での消耗品等の共同購入の実施

イ 職員提案制度等の活用

・実施可能な提案内容の実用化

(4) 給与・服務制度等の見直しと適切な運用
ア 給与

・給料・手当・賞与等の見直し

イ 服務

・休暇制度等の見直し
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(2) 支援業務課
取 組

内

容

１ 質の高いサービスの提供
(1) 利用者本位のサービスの提供
ア 人権の尊重

・権利擁護に関する研修の受講

イ 虐待防止の徹底

・外部研修の受講
・職員間での相互点検

ウ 意思決定の支援

・利用者の特性に配慮した説明や選択肢の提示
・成年後見制度の活用

エ 利用者等の声の反映

・苦情解決、相談体制の充実
・意見箱の活用

(2) 安全で快適な利用環境の確保
ア 利用者サービスの向上

・苦情や相談受付担当者の設置
・外部研修受講による職員の介護技術やコミュニケーション技術の向上
・退所後の生活や年金等をテーマとしたグループ訓練の実施

イ リスクマネジメントの徹底

・インシデント・アクシデントの事例の検証及び活用
・個人情報保護の徹底
・感染症対策マニュアルの充実

(3) 人材の確保及び職員の資質向上
ア 人材の育成

・スキルアップ研修の積極的な受講
・職員会議等を活用した業務における知識の習得等ＯＪＴの強化
・生活支援員、看護師、ＯＴ、ＰＴ等職種間の連携

(４) 各施設・事業の連携による相乗効果の創出
ア 多彩なイベントの実施

・とちぎリハビリテーションセンターまつりの活用

２ 自主自立経営の確立
(１) 健康経営の推進
ア 働きやすく風通しの良い職場づくり

・労働管理の徹底
・意見を言い合える、聞いてもらえる環境づくり
・メンタルヘルスケアへの配慮

イ 職員提案制度等の活用

・実施可能な提案内容の実用化
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(3) わかくさ
取 組

内

容

１ 質の高いサービスの提供
(1) 利用者本位のサービスの提供
ア 人権の尊重

・利用者本位の支援の実施
・権利擁護に関する研修の受講

イ 虐待防止の徹底

・日常的な声かけや面談等の機会を捉え、母親の悩みごとに早期に
気づくことによる利用者世帯の子に対する虐待の未然防止、早期
発見
・地区市民センター保健師・看護師の訪問指導の活用
・虐待防止関係に関する研修の受講

ウ 意思決定の支援

・利用者を認める声かけ、助言

エ 利用者等の声の反映

・母親常会、子ども常会の開催
・意見箱の活用
・苦情解決第三者委員の活用
・職員会議での支援の検証、利用者ニーズへの対応
・利用者向け「利用案内」の定期的見直し

(2) 安全で快適な利用環境の確保
ア 生活環境・利用環境の向上

・遊具等の日常点検の徹底
・居室点検の実施
・計画的な施設改修の実施

イ 利用者サービスの向上

・職員会議による利用者への支援方法の統一（チーム支援）
・福祉事務所、学校、保育園との連絡会議の開催
・学習教室の開催による学力の向上
・中学生に対する英語の学習支援
・利用者の働き方に対応した補完保育の実施
・福祉サービス第三者評価の活用

ウ リスクマネジメントの徹底

・日常点検による安全対策の強化と施設環境の保持
・夜間宿直の実施
・近隣警察へのパトロール依頼
・防災・防犯訓練の実施
・個人情報保護の徹底

(3) 人材の確保及び職員の資質向上
ア 人材の育成

・外部研修への参加と伝達
・基幹的職員を中心としたＯＪＴの活用と内部研修の実施

(4) 情報公開の推進
ア 事業運営の透明性の確保

・事業計画や事業報告書等の備置・閲覧と公表
・福祉サービス第三者評価受審結果の公表

イ ホームページ等によるわかりやすい
情報発信

・利用者世帯の安全確保と要保護者への情報発信の両立の検討
・関係機関等へのパンフレット送付等による広報

(5) 各施設・事業の連携による相乗効果の創出
ア 多彩なイベントの実施

・わかくさ納涼祭の活用

２ 自主自立経営の確立
(1) 経営管理体制の強化
ア 財務指標に基づく経営分析と改善

・決算分析に基づく経営分析と改善
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取 組

内

容

(2) 健康経営の推進
ア 働きやすく風通しの良い職場づくり

・職員の建設的な意見の尊重
・専門性を重視した役割分担による円滑なチーム支援
・職場のコミュニケーションの円滑化

イ 業務の改善

・事務効率を考慮した合理化の実施
・ＩＣＴ等の有効活用

ウ 職員提案制度等の活用

・新たな提案の募集と業務改善に対する意識の浸透
・実施可能な提案内容の実用化

(3) 収入の確保と経費節減
ア 利用者数（利用率）の向上による収
入の確保

・関係機関等へのパンフレット送付等による広報
・施設見学の積極的な受入れや来所困難者に対する現地に赴いて
の説明
・福祉事務所との連絡会議の活用

イ 経費の節減

・事務改善に係る提案に基づいた事務経費の削減
・省エネ・省資源の呼びかけによる紙や電気使用量等の削減

ウ 職員提案制度等の活用

・実施可能な提案内容の実用化

３ 地域社会への貢献
(1) 福祉人材・支援技術の活用
ア 地域住民等を対象にした相談・講
座の開催

・養育講座等のひとり親世帯を対象とした講座の実施

(2) 施設の特性をいかした地域貢献活動
ア 相談事業等の実施

・母子支援に関する専門性をいかした電話相談の受付

イ 自主事業の実施

・緊急一時利用の受入

(3) ボランティアの育成と連携
ア 行事等へのボランティアの受入

・子どもたちとの交流を目的としたボランティアの受入
・学習支援に係るボランティアの受入

イ 行事等を活用した地域住民との連
携

・イベント等への招待
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(4) 桜ふれあいの郷
取 組

内

容

１ 質の高いサービスの提供
(1) 利用者本位のサービスの提供
ア 人権の尊重

・虐待防止委員会の専門部会（虐待防止推進・権利擁護推進）の
活用
・県や栃木県障害施設・事業協会などが開催する権利擁護関連の
研修の受講
・職員倫理綱領の唱和

イ 虐待防止の徹底

・虐待防止委員会による虐待防止に関する研修の実施
・職員の自己チェック、相互チェックによる意識付け

ウ 意思決定の支援

・モニタリングなどによる意思確認、個別支援計画への反映
・成年後見制度の活用

エ 利用者等の声の反映

・利用者からの直接のヒアリング
・保護者会からの意見聴取
・苦情解決第三者委員の活用
・ヒアリングやモニタリング等で把握した意見・要望の個別支援計画
への反映

(2) 安全で快適な利用環境の確保
ア 生活環境・利用環境の向上

・施設建替整備計画の着実な進行
・利用者が安全に生活できるような環境の確保
・建替による個室化、ユニット化
・実効性のある計画相談と個別支援計画の作成
・いちごハートねっと事業等を活用した福祉の相談窓口化

イ 利用者サービスの向上

・重度、高齢化した利用者の増加に対応し、研修による医療的ケア
に関する知識、支援技術の習得
・権利擁護研修の受講
・高齢化したグループホーム利用者の受け皿の確保
・福祉サービス第三者評価の活用
・安定的な給食提供体制の確保
・給食業務外部委託に向けた課題整理と実施

ウ リスクマネジメントの徹底

・支援者起因のアクシデントの撲滅
・感染症予防対策の実施
・利用環境の調整による行動障害の低減及び利用者間トラブルの
未然防止
・個人情報保護の徹底

(3) 人材の確保及び職員の資質向上
ア 人材の育成

・サービス管理責任者や相談支援専門員の養成
・各種研修の受講

(4) 情報公開の推進
ア 事業運営の透明性の確保

・事業計画や事業報告書等の備置・閲覧と公表
・福祉サービス第三者評価の受審結果の公表
・保護者等に対する支援状況の報告、相互の信頼関係の構築

イ ホームページ等によるわかりやすい
情報発信

・定期的なホームページ更新によるイベントなど最新情報の発信
・かじかさわ通信の発行

26

取 組

内

容

(5) 各施設・事業の連携による相乗効果の創出
ア 多彩なイベントの実施

・桜ふれあいの郷まつりなどの活用

２ 自主自立経営の確立
(1) 経営管理体制の強化
ア 財務指標に基づく経営分析と改善

・決算分析に基づく経営分析と改善

(2) 健康経営の推進
ア 働きやすく風通しの良い職場づくり

・プラス思考で業務に取り組み、目的・目標の共有化
・自由に意見交換ができる職場づくり

イ 業務の改善

・システムの活用による各種記録の効率化
・事業の見直し、事務の簡素化

ウ 職員提案制度等の活用

・実施可能な提案内容の実用化

(3) 収入の確保と経費節減
ア 利用者数（利用率）の向上による
収入の確保

・関係機関との連携による利用定員の確保
・感染症予防等の健康管理による入院の未然防止

イ 経費の節減

・建替整備による省エネ設備（ＬＥＤ電球など）の導入
・省エネ・省資源の呼びかけによる紙や電気使用量等の削減

ウ 職員提案制度等の活用

・実施可能な提案内容の実用化

３ 地域社会への貢献
(1) 福祉人材・支援技術の活用
ア 地域住民等を対象にした相談・講
座の開催

・さくら市社会福祉協議会等と連携した福祉関連講習会の企画・開
催

イ 小・中・高校生への普及啓発

・さくら市地域自立支援協議会との協働による体験学習などを通じ
た障害者福祉の啓発活動の実施

(2) 施設の特性をいかした地域貢献活動
ア 災害時等の対応

・さくら市福祉避難所の指定施設としての対応

イ 相談事業等の実施

・いちごハートねっと事業への参加

(3) ボランティアの育成と連携
ア ボランティア講習会の実施

・さくら市社会福祉協議会等と連携したボランティア養成講習会の
企画・開催

イ 行事等へのボランティアの受入

・桜ふれあいの郷まつり・センターまつり等での団体・個人ボランティ
アの受入

ウ 行事等を活用した地域住民との連
携

・桜ふれあいの郷まつり等への地域住民の招待
・地域住民のボランティア登録の促進
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(5) 清風園
取 組

内

容

１ 質の高いサービスの提供
(1) 利用者本位のサービスの提供
ア 人権の尊重

・権利擁護に関する研修の受講
・権利擁護委員会を中心とした権利擁護に関する知識の普及啓
発、支援の検証
・関係法令及び職員倫理綱領の順守

イ 虐待防止の徹底

・虐待防止に関する研修の受講
・倫理綱領及び職員行動規範等の随時検証
・虐待防止委員会を中心とした虐待の未然防止

ウ 意思決定の支援

・利用者の特性に配慮した説明や選択肢の提示
・成年後見制度の活用

エ 利用者等の声の反映

・家族会の開催、自治会との懇談の実施
・モニタリング等により利用者の意見を反映した個別支援計画書の
作成
・苦情解決第三者委員の活用

(2) 安全で快適な利用環境の確保
ア 生活環境・利用環境の向上

・施設設備の安全点検の実施
・利用者の視点に立った利用環境の改善

イ 利用者サービスの向上

・高齢化及び障害が重度化した利用者の増加に対応し、研修による
医療的ケアに関する知識、技術の習得
・高次脳機能障害や発達障害に対する支援技術の習得
・就労支援施設における生活介護サービスの充実
・自己評価の実施及び福祉サービス第三者評価の活用

ウ リスクマネジメントの徹底

・インシデント及びアクシデント事例の検証及び分析
・リスクの早期発見、改善による事故の未然防止
・個人情報保護の徹底
・感染症等予防対策の実施

(3) 人材の確保及び職員の資質向上
ア 人材の育成

・外部研修への参加による知識、技術の習得
・全体研修及び階層別研修等、職場内研修の実施
・ＯＪＴの実施

(4) 情報公開の推進
ア 事業運営の透明性の確保

・事業計画や事業報告書等の適切な備置・閲覧と公表
・福祉サービス第三者評価の受審結果の公表

イ ホームページ等によるわかりやすい
情報発信

・ホームページの随時更新による情報発信

(5) 各施設・事業の連携による相乗効果の創出
ア 多彩なイベントの実施

・各施設等との連携による様々なイベントへの参加

２ 自主自立経営の確立
(1) 経営管理体制の強化
ア 財務指標に基づく経営分析と改善

・決算分析に基づく経営分析と改善

(2) 健康経営の推進
ア 働きやすく風通しの良い職場づくり

・職場のコミュニケーションの円滑化
・報告・連絡・相談の実施
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取 組

内

イ 業務の改善

・業務遂行の随時見直し
・ＩＣＴの活用による業務の効率化

ウ 職員提案制度等の活用

・実施可能な提案内容の実用化

容

(3) 収入の確保と経費節減
ア 利用者数（利用率）の向上による
収入の確保

・関係機関との連携による利用定員の確保
・利用者ニーズへの柔軟な対応
・健康管理の充実による定員稼働率の向上
・広報の充実による施設特長の対外的なＰＲ

イ 経費の節減

・省エネ、省資源への呼びかけによる紙や電気使用量等の削減

ウ 職員提案制度等の活用

・実施可能な提案内容の実用化

３ 地域社会への貢献
(1) 福祉人材・支援技術の活用
ア 地域住民等を対象にした相談・講
座の開催

・介護体験教室の実施
・車椅子講習会の実施

イ 小・中・高校生への普及啓発

・体験実習の受入
・福祉講座の実施
・さくら市自立支援協議会による福祉の仕事説明会への参加

(2) 施設の特性をいかした地域貢献活動
ア 災害時等の対応

・さくら市福祉避難所の指定施設としての対応

イ 相談事業等の実施

・いちごハートねっと事業への参加

(3) ボランティアの育成と連携
ア ボランティア講習会の実施

・さくら市社会福祉協議会と連携したボランティア育成に関する講習
会の実施

イ 行事等へのボランティアの受入

・さくら市ユースボランティアの受入

ウ 行事等を活用した地域住民との連
携

・イベント等の地域交流事業の実施
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(6) 宝木保育園
取 組

内

容

１ 質の高いサービスの提供
(1) 利用者本位のサービスの提供
ア 人権の尊重

・保育理念・保育士倫理綱領の職員会議での周知徹底
・自己評価の実施
・人権擁護に関する研修への参加

イ 虐待防止の徹底

・危機管理、安全対策検討班の設置
・虐待防止に関する研修への参加
・早期発見と予防に対する啓発、観察、情報収集

ウ 利用者等の声の反映

・個別対応による保護者との信頼関係の構築
・アンケートの実施及び意見箱の設置
・問題解決に向けた迅速な対応
・苦情解決第三者委員の活用

(2) 安全で快適な利用環境の確保
ア 生活環境・利用環境の向上

・遊具や樹木の安全点検の実施
・衛生管理、定期的な園内清掃の実施、専門業者による清掃の委
託
・機械設備等の保守管理の実施

イ 利用者サービスの向上

・リトミック、体操、英語、サッカーの各教室の実施
・異年齢児間・世代間交流事業の実施
・保護者のニーズに対する柔軟な対応
・苦情解決窓口の設置
・自己評価及び福祉サービス第三者評価の活用
・一斉メールによる連絡、情報発信

ウ リスクマネジメントの徹底

・ヒヤリハット・アクシデントの検証による保育事故の防止
・休日保育利用児（他園児）のアレルギー等に関する情報共有の徹
底
・アナフィラキシー症状に対する職員研修の実施
・感染症等予防対策の実施
・防災、防犯訓練の実施
・リスクマネジメント研修への参加
・個人情報保護の徹底

(3) 人材の確保及び職員の資質向上
ア 人材の育成

・園内外研修の実施
・新人職員のフォローアップ
・資格取得に対する勤務等の配慮

(4) 情報公開の推進
ア 事業運営の透明性の確保

・ホームページを通じた保育内容の公表
・事業計画や事業報告書等の備置・閲覧と公表
・福祉サービス第三者評価の受審結果の公表
・保護者の体験保育の実施

イ ホームページ等によるわかりやすい
情報発信

・園だより、保健だより、食育だよりの発行
・ホームページによる写真を活用した保育活動の紹介
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取 組

内

容

(5) 各施設・事業の連携による相乗効果の創出
ア 多彩なイベントの実施

・保育園行事の活用
・桜ふれあいの郷、清風園の販売協力等他施設との連携

２ 自主自立経営の確立
(1) 経営管理体制の強化
ア 財務指標に基づく経営分析と改善

・決算分析に基づく経営分析と改善

(2) 健康経営の推進
ア 働きやすく風通しの良い職場づくり

・職員の意見、要望等による業務内容の見直し
・職場のコミュニケーションの円滑化

イ 業務の改善

・様式の簡素化・行事等の見直し
・業務委託、シルバー人材センターの活用

ウ 職員提案制度等の活用

・実施可能な提案内容の実用化

(3)

収入の確保と経費節減

ア 利用者数（利用率）の向上による収
入の確保

・保育園見学の受入
・待機児童解消に向けた受入
・一時保育及び休日保育の実施

イ 経費の節減

・省エネ、省資源への呼びかけによる紙や電気使用量等の削減
・物品、備品の整理整頓と適正な在庫管理

ウ 職員提案制度等の活用

・実施可能な提案内容の実用化

３ 地域社会への貢献
(1) 福祉人材・支援技術の活用
ア 地域住民等を対象にした相談・講
座の開催

・マンパワーをいかした子育てに関する相談の実施
・保健師による講話や保健相談体制の実施
・男性保育士によるイクメン推進講座の実施

イ 小・中・高校生への普及啓発

・職場体験学習の積極的な受入
・行事等への参加の呼びかけ
・近隣学校との交流

(2) 施設の特性をいかした地域貢献活動
ア 相談事業等の実施

・地域子育て支援拠点事業（子育てサロン宝木）の実施
・保育士有資格者再就職に向けた実習の受入
・いちごハートねっと事業への参加
・赤ちゃんの駅、子ども１１０番、イベント用機材の貸し出し等の実施

(3) ボランティアの育成と連携
ア 行事等へのボランティアの受入

・地域、学生ボランティアの積極的な受入
・保育に対する理解と人材育成への取組
・シルバーボランティアの受入

イ 行事等を活用した地域住民との連
携

・地域文化祭や催事への参加
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(7) 栃木県障害者保養センター那珂川苑
取 組

内

容

１ 質の高いサービスの提供
(1) 利用者本位のサービスの提供
ア 利用者等の声の反映

・利用者アンケートの実施

(2) 安全で快適な利用環境の確保
ア 生活環境・利用環境の向上

・日常の清掃の他、外部業者による定期点検、清掃による安全管
理及び環境美化
・建物及び設備の年次計画による整備
・生花、芸術作品、音楽等によるアメニティの創出

イ 利用者サービスの向上

・接客技術の向上等によるホスピタリティの向上
・送迎サービスの実施
・季節感あふれる食事及び地元の食材（温泉トラフグ、八溝ししま
る、ホンモロコ等）をいかした料理の提供
・開設記念事業、閑散期スペシャル事業、体験事業、季節の行事
等の実施
・利用者アンケート結果のサービスへの反映
・福祉用具の提供及び入浴介助等専門的サービスの提供
・那珂川苑友の会の設置
・季節感のあるウエルカムドリンクの提供
・日曜朝市やお楽しみ演芸会の開催

ウ リスクマネジメントの徹底

・インシデントレポートの実施と活用
・事故・災害対策マニュアルの点検（整備）と訓練の実施
・個人情報保護の徹底

(3) 人材の確保及び職員の資質向上
ア 人材の育成

・おもてなしを中心とした外部講師による研修の実施
・各種資格取得の推進
・ＯＪＴの実施
・障害者雇用の推進

(4) 情報公開の推進
ア 事業運営の透明性の確保

・事業計画や事業報告等の適切な備置・閲覧と公表

イ ホームページ等によるわかりやすい
情報発信

・行事や空室状況などの利用者が求めている情報の発信
・ホームページやブログの充実
・情報誌「ふれあい」の継続発行

(5) 各施設・事業の連携による相乗効果の創出
ア 多彩なイベントの実施

・県民の日記念事業、那珂川苑芸術祭、障害者週間事業等におけ
る施設等との連携
・障害者施設の生産品等の販売をする福祉の店の設置
・障害者施設への庭園管理等の委託

２ 自主自立経営の確立
(1) 経営管理体制の強化
ア 財務指標に基づく経営分析と改善

・決算分析に基づく経営分析と改善

(2) 健康経営の推進
ア 働きやすく風通しの良い職場づくり

・あいさつや、報告・連絡・相談の徹底
・職員会議の活用

イ 業務の改善

・業務内容の簡素化と見直し
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取 組
ウ 職員提案制度等の活用

内

容

・実施可能な提案内容の実用化

(3) 収入の確保と経費節減
ア 利用者数（利用率）の向上による収 ・行政、福祉施設などへの訪問活動
入の確保
・行政や関係団体のイベント等を活用してのＰＲ活動
・道の駅やなかがわ水遊園などの観光施設での街頭活動
・各種優待券やサービス券の配布
イ 経費の節減

・電気、冷暖房、水道等の利用時間の設定、節約依頼の表示
・省エネ、省資源への呼びかけによる紙や電気使用量等の削減

ウ 職員提案制度等の活用

・実施可能な提案内容の実用化

３ 地域社会への貢献
(1) 福祉人材・支援技術の活用
ア 地域住民等を対象にした相談・講座 ・協会内の有資格者を活用し、リハビリテーション相談会の実施
の開催
・介護福祉士等専門知識を生かした入浴介助サービスや介護アド
バイスの実施
(2) ボランティアの育成と連携
ア 行事等へのボランティアの受入

・県民の日記念事業、お楽しみ会（まほろばがたりやマジック等）、生
け花展示等那珂川苑ギャラリーへの地元行政区、町文化協会、シ
ルバー大学校生、地域ボランティア等の受入

イ 行事等を活用した地域住民との連
携

・県民の日への地域老人クラブ等の招待
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２ 事業部
(1) 事業企画課
取 組

内

容

１ 質の高いサービスの提供
(1) 利用者本位のサービスの提供
ア 利用者等の声の反映

・利用者アンケートの実施
・行政施策及び利用者のニーズ等に沿った事業の実施

(2) 安全で快適な利用環境の確保
ア 生活環境・利用環境の向上

・日常点検の徹底及び適切な施設の維持管理（県南・県北支所）

イ 利用者サービスの向上

・情報共有による電話等応対の迅速化
・わかりやすい案内表示など「見える化」の実施
・サービス向上委員会等の開催

ウ リスクマネジメントの徹底

・悪天候時のシルバー大学校の登校見合わせ等、事故防止のマニュ
アル作成
・手指消毒機の設置など感染症予防の実施
・災害時対応の訓練実施
・個人情報保護の徹底

(3) 人材の確保及び職員の資質向上
ア 人材の育成

・職員の資質向上を目的とした各種研修会等への参加

(4) 情報公開の推進
ア 事業運営の透明性の確保

・事業計画や事業実績等の適切な備置・閲覧と公表

イ ホームページ等によるわかりやすい
情報発信

・ホームページを活用した情報提供
・パンフレット等実施事業案内の作成及び更新
・情報誌「いきいきとちぎ」の発行

(5) 各施設・事業の連携による相乗効果の創出
ア 多彩なイベントの実施

・とちぎ健康の森及び各支所でのイベントの開催
・ねんりんピック、シルバー大学校、賛助会員等、各事業及び他施
設と連携したイベントの開催
・県及び関係機関との連携したイベントの開催及び参加
・研修実施スキルを活用した職員研修の開催

２ 自主自立経営の確立
(1) 経営管理体制の強化
ア 財務指標に基づく経営分析と改善

・決算分析に基づく経営分析と改善

(2) 健康経営の推進
ア 働きやすく風通しの良い職場づくり

・コミュニケーションの円滑化のためのミーティングの実施

イ 業務の改善

・業務の見直し及び効率的な業務遂行
・事務の簡素化及びムダムリムラの是正

ウ 職員提案制度等の活用

・実施可能な提案内容の実用化

(3) 収入の確保と経費節減
ア 利用者数（利用率）の向上による収 ・利用者ニーズの把握及びニーズに沿った各種事業の展開による利
入の確保
用者確保
シルバー大学校 ・入学者数の現状を踏まえた学校運営の見直し
ねんりんピック
・参加者等の意向を踏まえた事業実施方法の
見直し
・幅広い世代への事業の周知・関係機関等との
連携及び広報活動の強化
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取 組

内

容

ア 利用者数（利用率）の向上による収
入の確保

介護支援専門員研修
・分かりやすい受講案内による安定した受講者
の確保及び適正かつ効率的な研修実施
介護支援専門員試験
・受験者数の動向を見据えた試験実施方法の
見直し
情報誌・賛助会員
・情報誌「いきいきとちぎ」の誌面の充実及び賛
助会員制度の見直し
・安全面に配慮した施設管理
・新規事業等の発掘及び提案

イ 経費の節減

・省エネ、省資源への呼びかけによる紙や電気使用量等の削減
・業務運営の効率化
・事務処理の改善

ウ 職員提案制度等の活用

・実施可能な提案内容の実用化

３ 地域社会への貢献
(1) 福祉人材・支援技術の活用
ア 地域住民等を対象にした相談・講
座の開催

・県民へのレクリエーション器具等の貸出
・県民を対象とした健康・生きがいづくりに関する講座開催

(2) 施設の特性をいかした地域貢献活動
ア 災害時等の対応

・県及び関係機関との連絡協力体制の整備
・施設が持つ災害時機能の住民への周知（県南・県北支所）

(3) ボランティアの育成と連携
ア 行事等へのボランティアの受入

・地域住民や学校等からのボランティアの積極的な受入

イ 行事等を活用した地域住民との連
携

・主催イベントへの小学校、自治会等への参加呼びかけ
・地域活動への参加
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(2) 健康づくり課
取 組

内

容

１ 質の高いサービスの提供
(1) 利用者本位のサービスの提供
ア 意思決定の支援

・利用者のための利用規定の作成及び配布
・利用者の目的に応じ、専門職種によるチーム体制で支援

イ 利用者等の声の反映

・意見箱の設置、利用者アンケートの実施
・利用者ニーズの把握と迅速な改善

(2) 安全で快適な利用環境の確保
ア 生活環境・利用環境の向上

・定時による施設内点検の実施及び施設の維持管理
・５Ｓ（整理・整頓・清潔・清掃・躾）の実践継続

イ 利用者サービスの向上

・業務マニュアル及び利用規定の定期的な見直し
・利用講習、施設利用カード更新の簡素化
・トレーニング機器等の適正な維持管理とリース機器導入に向けた
協議
・運動実践メニュー作成等における効率的なシステムの導入
・わかりやすい案内表示など「見える化」の実施
・サービス向上委員会等の開催

ウ リスクマネジメントの徹底

・事故や苦情等の集積及び情報共有による安全対策の強化
・繁忙期の事故防止につながる監視業務の強化
・体調チェック表による利用者の健康状態把握
・リスク管理マニュアルの作成
・個人情報保護の徹底

(3) 人材の確保及び職員の資質向上
ア 人材の育成

・専門職の資質向上に向けた研修会等への参加
・定期的な内部研修による専門性及び安全管理についての知識・
技能の習得

(4) 情報公開の推進
ア 事業運営の透明性の確保

・事業計画や事業実績等の適切な備置・閲覧と公表

イ ホームページ等によるわかりやすい
情報発信

・ホームページの随時更新
・わかりやすいパンフレットや案内等の作成

(5) 各施設・事業の連携による相乗効果の創出
ア 多彩なイベントの実施

・運動実施のきっかけづくりを目的とした特別レッスン等の企画実施
・県及び関係機関との事業連携

２ 自主自立経営の確立
(1) 経営管理体制の強化
ア 財務指標に基づく経営分析と改善

・決算分析に基づく経営分析と改善

(2) 健康経営の推進
ア 働きやすく風通しの良い職場づくり

・コミュニケーションの円滑化のための、定時及び定例ミーティングの
実施

イ 業務の改善

・業務の見直し及び効率的な業務遂行
・事務の簡素化及びムダムリムラの是正

ウ 職員提案制度等の活用

・実施可能な提案内容の実用化
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取 組

内

容

(3) 収入の確保と経費節減
ア 利用者数（利用率）の向上による収 ・県施策と連携した事業実施
入の確保
・利用者ニーズの把握及びニーズに沿った運動・栄養・休養の各種
事業の実施
・継続利用につながる運動メニューの作成や集団指導等の実施
イ 経費の節減

・省エネ、省資源への呼びかけによる紙や電気使用量等の削減
・業務運営の効率化
・事務処理の簡素化

ウ 職員提案制度等の活用

・実施可能な提案内容の実用化

３ 地域社会への貢献
(1) 福祉人材・支援技術の活用
ア 地域住民等を対象にした相談・講
座の開催

・健康づくりに関する講座の開催
・電話や来訪による随時健康相談の実施

(2) ボランティアの育成と連携
ア 行事等へのボランティアの受入

・地域住民や学校等からのボランティアの積極的な受入

イ 行事等を活用した地域住民との連
携

・主催イベントへの小学校、自治会等への参加呼びかけ
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(3) 健康の森管理課
取 組

内

容

１ 質の高いサービスの提供
(1) 利用者本位のサービスの提供
ア 意思決定の支援

・利用のための明確なルールの表示
・丁寧で分かりやすい説明

イ 利用者等の声の反映

・意見箱の設置、利用者アンケートの実施
・利用者ニーズの把握と迅速な対応の実施

(2) 安全で快適な利用環境の確保
ア 生活環境・利用環境の向上

・大規模改修の計画的な実施
・日常点検の徹底及び適切な施設の維持管理

イ 利用者サービスの向上

・施設管理マニュアルや利用者対応マニュアルの作成及び適宜更
新
・分かりやすい案内表示など「見える化」の実施
・サービス向上委員会等の開催

ウ リスクマネジメントの徹底

・リスク管理マニュアルの作成及び安全面に配慮した施設管理の実
施
・県と連携した施設の老朽化対策の実施
・災害時対応の訓練実施
・適正な施設管理による事故防止及び手指消毒の励行など感染症
予防の実施
・個人情報保護の徹底

(3) 人材の確保及び職員の資質向上
ア 人材の育成

・職員の資質向上を目的とした各種研修会等への参加

(4) 情報公開の推進
ア 事業運営の透明性の確保

・事業計画や事業実績等の適切な備置・閲覧と公表

イ ホームページ等によるわかりやすい
情報発信

・ホームページでのリアルタイムな貸館情報の提供
・健康情報提供コーナーにおいて県等との健康づくり関連キャンペ
ーンに合わせた情報提供

(5) 各施設・事業の連携による相乗効果の創出
ア 多彩なイベントの実施

・とちぎ健康の森を拠点とした各種イベントの活用

２ 自主自立経営の確立
(1) 経営管理体制の強化
ア 財務指標に基づく経営分析と改善

・決算分析に基づく経営分析と改善

(2) 健康経営の推進
ア 働きやすく風通しの良い職場づくり

・毎週の定例ミーティングの実施

イ 業務の改善

・業務の見直し及び効率的な業務遂行
・事務の簡素化及びムダムリムラの是正

ウ 職員提案制度等の活用

・実施可能な提案内容の実用化

(3) 収入の確保と経費節減
ア 利用者数（利用率）の向上による
収入の確保

・利用者ニーズに沿った効果的な広報活動の実施
・Wi-fi 環境整備など快適な利用環境の整備
・安全面に配慮した施設管理の実施

イ 経費の節減

・省エネ、省資源の呼びかけによる紙や電気使用量等の削減
・電力・ガスのデマンド監視による最大需要量の抑制
・利用者及び入居団体に対する省エネの継続的な協力要請
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取 組

内

容

イ 経費の節減

・将来の修繕経費を抑制するための予防的修繕の実施

ウ 職員提案制度等の活用

・提案内容を検討した上での実用化

３ 地域社会への貢献
(1) 福祉人材・支援技術の活用
ア 地域住民等を対象にした相談・講
座の開催

・健康及び生きがいづくり事業、他施設と連携した講座の開催
・県民への施設の無料開放

(2) 施設の特性をいかした地域貢献活動
ア 災害時等の対応

・消防計画に基づく防災品の備蓄
・災害時における自衛消防組織を編成及び県や関係機関との連絡
協力体制の整備
・施設が持つ災害時機能の地域住民への周知

(3) ボランティアの育成と連携
ア 行事等へのボランティアの受入

・地域住民や学校等からのボランティアの積極的な受入

イ 行事等を活用した地域住民との連
携

・主催イベントへの小学校、自治会等の参加呼びかけ
・地域活動への参加
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(4) 就業促進課
取 組

内

容

１ 質の高いサービスの提供
(1) 利用者本位のサービスの提供
ア 利用者等の声の反映

・発注者先である企業、公共団体、家庭等からの要望に的確に対応
できるような体制づくり（会員の確保や技能養成、就業分野の開拓
など）の指導

(2) 安全で快適な利用環境の確保
ア 利用者サービスの向上

・新たな就業分野の開拓・拡大につながる事業への支援
・派遣・職業紹介事業について、「高年齢者等の雇用の安定等に関
する法律」第 39 条に基づく業務拡大実施に伴う対応及び周知
・高齢者活躍人材育成事業の実施による会員の就業能力の向上

イ リスクマネジメントの徹底

・安全就業対策の徹底強化を図るための研修の実施
・作業現場のパトロールによる安全就業対策の強化
・専門家による適正就業調査の実施
・個人情報保護の徹底

(3) 人材の確保及び職員の資質向上
ア 人材の育成

・シルバー人材センターと連携した会員確保につながる広報活動の
実施
・各種研修会等への参加

(4) 情報公開の推進
ア 事業運営の透明性の確保

・事業計画や事業実績等の適切な備置・閲覧と公表

イ ホームページ等によるわかりやすい
情報発信

・ホームページを活用した情報提供
・機関紙「シルバーとちのは」の発行

(5) 各施設・事業の連携による相乗効果の創出
ア 多彩なイベントの実施

・県主催のイベントの活用

２ 自主自立経営の確立
(1) 経営管理体制の強化
ア 財務指標に基づく経営分析と改善

・決算分析に基づく経営分析と改善

(2) 健康経営の推進
ア 働きやすく風通しの良い職場づくり

・ミーティングの実施によるコミュニケーションの円滑化

イ 業務の改善

・業務のやり方、進め方の見直し
・無駄な事務処理の廃止

ウ 職員提案制度等の活用

・提案内容を検討した上での実用化

(3) 収入の確保と経費節減
ア 利用者数（利用率）の向上による収 ・フォローアップの実施（満足度調査によるリピーターの確保）
入の確保
・新たな派遣ニーズの掘り起こし等による収入の確保
・新規就業分野の開拓などによる国庫補助金、県補助金の収入確
保
イ 経費の節減

・省エネ、省資源の呼びかけによる紙や電気使用量等の削減
・業務運営の効率化
・事務処理の改善

ウ 職員提案制度等の活用

・提案内容を検討した上での実用化
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資 金 収 支 計 画 （概 算）
（単位 千円）
勘定科目

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

児童福祉事業収入

137,193

137,000

137,000

137,000

137,000

保育事業収入

194,418

199,185

199,572

200,000

200,000

200,000

200,000

20,584

28,472

31,367

25,000

25,000

25,000

25,000

1,558,417

1,567,801

1,600,363

1,574,000

1,574,000

1,574,000

1,574,000

707,232

707,180

734,384

713,000

713,000

713,000

713,000

高齢者生きがいづくり支援事業収入

96,371

112,273

102,917

98,000

98,000

98,000

98,000

法人本部収入

95,755

99,130

80,182

57,194

33,966

17,636

0
16

指定管理者事業収入

20

18

16

16

16

16

経常経費寄附金収入

185

246

10

10

10

10

10

受取利息配当金収入

2,766

2,155

1,192

1,000

1,000

1,000

1,000

借入金利息補助金収入

59,343

64,625

45,203

45,000

45,000

45,000

45,000

事業活動収入計(1)

2,876,792

2,922,447

2,932,399

2,850,220

2,826,992

2,810,662

2,793,026

人件費支出

1,661,490

1,753,080

1,745,046

1,733,382

1,709,154

1,675,824

1,689,494

事業費支出

429,101

471,127

505,868

451,000

451,000

451,000

451,000

事務費支出

442,127

480,212

509,358

484,000

484,000

484,000

484,000

27,969

28,215

31,110

25,000

25,000

25,000

25,000

その他の収入

就労支援事業支出
支払利息支出
その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)

193

443

774

774

774

3,757

3,757

12,086

12,460

12,931

12,000

12,000

12,000

12,000

2,572,966

2,745,537

2,805,087

2,706,156

2,681,928

2,651,581

2,665,251

303,826

176,910

127,312

144,064

145,064

159,081

127,775

2,728

施設整備等補助金収入

350,000

429,000

設備資金借入金収入

770,000
250

固定資産売却収入
0

431,728

250

0

1,120,000

0

0

5,448

5,448

16,928

20,184

20,184

20,184

45,851

固定資産取得支出

335,352

229,172

225,121

1,529,797

2,285,277

固定資産除去・廃棄支出

118,498

35,011

53,060

施設整備等収入計(4)
設備資金借入金元金償還支出

ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

2018年度

141,362

障害福祉サービス等事業収入

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

計画期間

2017年度

141,701

就労支援事業収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

2016年度
（実績）

積立資産取崩収入

246,941

3,628

4,775

7,175

7,000

7,000

7,000

7,000

462,926

274,406

302,284

1,556,981

2,312,461

274,125

52,851

△ 462,926

157,322

△ 302,034

△ 1,556,981

△ 1,192,461

△ 274,125

△ 52,851

1,289,161

318,956

276,740

1,565,797

1,210,277

273,941

63,000

621

621

621

長期前払費用収入
その他の活動収入計(7)

1,289,161

319,577

277,361

1,566,418

1,210,277

273,941

63,000

積立資産支出

1,991,097

666,467

79,396

72,738

72,738

118,014

118,014

1,992,954

666,467

79,396

72,738

72,738

118,014

118,014

△ 703,793

△ 346,890

197,965

1,493,680

1,137,539

155,927

△ 55,014

30,000

43,500

△ 862,893

△ 42,658

△ 20,257

80,763

90,142

40,883

19,910

1,501,669

638,776

596,118

575,861

656,624

746,766

787,649

638,776

596,118

575,861

656,624

746,766

787,649

807,559

施設整備関係積立資産計（ＢＳ）(14)

3,318,096

3,736,287

3,538,943

2,081,884

989,345

860,418

978,432

退職給付関係積立資産計（ＢＳ）(15)

381,009

379,323

404,090

404,951

396,812

406,673

380,534

4,337,881

4,711,728

4,518,894

3,143,459

2,132,923

2,054,740

2,166,525

長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)

1,857

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)-(10)
前期末支払資金残高(12)
当期末支払資金残高(13)＝(11)+(12)

資金残高(16)＝(13)+(14)+(15)
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就労支援課

とちぎ健康福祉協会 住所・電話番号等一覧
施設・支所・課名
住 所

電話番号
メールアドレス

FAX番号

総務課
〒320-8503 宇都宮市駒生町3337-1
支援業務課
〒320-8503 宇都宮市駒生町3337-1

TEL：028-622-2846
FAX：028-621-1422
Ｅ-mail ： kenkoufukushi@arion.ocn.ne.jp
TEL：028-623-6310
FAX：028-623-6325
Ｅ-mail ： riha-komanyuu@tochigi-riha.jp

わかくさ
宇都宮市
桜ふれあいの郷
〒329-1304 さくら市鍛冶ヶ澤157-6
障がい者支援センターふれあい
〒329-1312 さくら市桜野1270

TEL：028-682-6611
FAX：028-682-6647
Ｅ-mail ： safure@nifty.com
TEL：028-681-6666
FAX：028-681-6634
Ｅ-mail ： kenpoku.syugyo@coast.ocn.ne.jp

清風園
〒329-1334 さくら市押上1714
宝木保育園
〒320-0072 宇都宮市若草2-3-31
栃木県障害者保養センター那珂川苑
〒324-0618 那須郡那珂川町小口1728
事業企画課
〒320-8503 宇都宮市駒生町3337-1
健康づくり課
〒320-8503 宇都宮市駒生町3337-1
健康の森管理課
〒320-8503 宇都宮市駒生町3337-1
就業促進課
〒320-8503 宇都宮市駒生町3337-1
中央支所
〒320-8503 宇都宮市駒生町3337-1
県南支所
〒320-0032 栃木市神田町9-40
県北支所
〒329-2165 矢板市矢板54

TEL：028-682-3131
FAX：028-682-8494
Ｅ-mail ： ujiieseifuuen@k4.dion.ne.jp
TEL：028-622-1233
FAX：028-643-6789
Ｅ-mail ： takaragihoikuen@water.ocn.ne.jp
TEL：0287-92-5511
FAX：0287-92-5513
Ｅ-mail ： barrierfree@lion.ocn.ne.jp
TEL：028-627-4710

FAX：028-627-2522

TEL：028-623-5194
FAX：028-623-5186
Ｅ-mail ： hpc-kanri@joy.ocn.ne.jp
TEL：028-623-5858
FAX：028-621-1422
Ｅ-mail ： hpc-kanri@joy.ocn.ne.jp
TEL：028-627-1179
FAX：028-627-2522
Ｅ-mail ： tochisiren@sjc.ne.jp
TEL：028-643-3390
FAX：028-643-6035
Ｅ-mail ： tyuuoukou03@lily.ocn.ne.jp
TEL：0282-22-5325
FAX：0282-25-3873
Ｅ-mail ： minamikou03@cronos.ocn.ne.jp
TEL：0287-43-9010
FAX：0287-43-9020
Ｅ-mail ： kitakou03@blue.ocn.ne.jp
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○ 栃木県障害者保養センター那珂川苑

○ 県北支所

○ 桜ふれあいの郷
・ 障がい者支援センターふれあい
○ 清風園

○ 県南支所

○ とちぎ健康の森
（総務課、支援業務課、事業企画課、健康づくり課、
健康の森管理課、就業促進課、中央支所）
○ わかくさ
○ 宝木保育園

とちぎ健康福祉協会 シンボルマーク（記章） 〔平成１３年９月制定〕

県民の大きな心（手）の中で三世代が
支え合いながら明るく生活している様
子をイメージ

