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令和4年度滋賀県小規模法人ネットワーク化協働推進事業費補助対象事業



法人間連携プラットフォームの名簿

No. 法人名や団体名 代表者名 所在地 分野【高齢、障害、児童等】

１ 株式会社びわこナーシング（代表法人） 角野 めぐみ
守山市

守山６丁目８番１５－１
高齢・児童・障害

２ 株式会社 阿吽（事務局法人） 村山 允基
栗東市

手原3丁目11-12
高齢

３ NPO法人 宅老所こころ 村田 美穂子
草津市

駒井沢町343番地
高齢

４ 株式会社 ユニパ 高島 聡
草津市

東矢倉3丁目4番48号
高齢

５ 株式会社 楽 藤本 薫
草津市

野路町645-2
高齢

６ 株式会社エーダンライフ 松永 将孝
草津市

上笠２丁目１８−１６
高齢

７

８

９

10

＊『同じ方向の思いで進めていける法人が現在は6法人であるが、今後は徐々に増やして行く予定』



法人間連携プラットフォームの概要（連携の目的）

• 同じ目的意識を持つ法人が個々の自主性を保ちながら連携し、地域特性に応じた創意工

夫ある新たなサービスの創出や、法人間を互いに補完し合える関係（＝連携）を構築しな

がら、介護福祉医療人材の確保とともにその働きやすい職場環境の整備を図るとともに、

多様化された社会ニーズへの対応を図るべく多職種・異業種とのネットワークの拡大を

図っていくことをミッションとします。

ケアは、介護・福祉の専売特許ではない。
介護保険制度は所詮「ベーシックサービス」

地域の困りごとを解決するのは、国や、地方自治体といった、自分以外の誰かの務め
の時代は終わった・・・

「サービスプロバイダー」から「プラットフォームビルダー」の時代。
主人公は、地域に生きる（生活する）一人ひとりであり、専門家であろうがなかろうが、

行政であろうがなかろうが、関係ない。
地域で“ともにある人びと”が互いにつながりながら

気にかける。そばにいる。そんな
「顔の見える関係」から、「気にかけあう関係」へ発展しながら
新たなchallengeを続けていくことが大切にしていきたい

目的



法人間連携プラットフォームの設置（必須）

• 団体名 Biwako South Base  【BSB】（愛称）

• 代表法人住所 守山市守山６丁目８番１５－１

• 代表法人名 株式会社びわこナーシング

• 代表者職・氏名 代表取締役 角野めぐみ

同じ目的意識を持つ法人が個々の自主性を保ちながら連携し、地域特性に応じた創意工夫ある
新たなサービスの創出や、介護福祉医療人材の確保とともにその働きやすい職場環境の整備を
図るとともに、多様化された社会ニーズへの対応を図るべく多職種・異業種とのネットワーク
の拡大を図っていくことをミッションとします。

■ミッション■



ＢＳＢ ～小規模法人ネットワーク化～ の活動概要

•多様な特色をもつ法人の強みを発揮する

•活用できる資源（専門職、設備等）の拡大していく

•新たな社会資源の開発を行う

•複合する課題への対応に立ち向かう

Ｌ 人材確保・定着・育成

•地域住民の幅広い生活課題の把握としてアンテナを張る



BIWAKO SOUTH BASE の事業内容（案）

・介護・福祉人材CreateValue３の取組
ＬＶalue from Kaigo 合同（職員）研修の実施

ＬＶalue by Management 合同（経営・管理職）研修

ＬＶalue of human 事業所間人事交流/合同インターンシップ（実習）

・介護福祉Dream４の取組

Ｌ2050年を地域包括newケアシステムを見据えたカオスDream（＊）合同企画

Ｌ異業種・多（他）職種・多（他）産業界とjoint Dream企画

Ｌ顔の見える関係の先に見える、当たり前の関係へのchallenge Dream企画

L 先進地（先駆者）network Dream拡大視察研修

（＊）カオスとは：さまざまな要素が入り乱れ、一貫性が見出せない、ごちゃごちゃした状況・様相を形容する表現



プラットホーム会議の開催

• 事業における状況や課題等の確認、共通認識を深めることを軸に定期開催を行う

事 業 １

回 数 期 日 内 容

第０回 2022/09/23 結成有志によるキックオフ会議

第１回 2022/10 事業の進め方とｽｹｼﾞｭｰﾙ確認及び担当確認 / ヒアリング実施

第２回 2022/12 事業別計画の進捗と確認

第３回 2022/02 事業別計画の進捗と確認

第４回 2022/03 今年度の振り返りと次年度の事業計画及びｽｹｼﾞｭｰﾙ確認

実態把握（各法人のリスニングシートの作成と集約）の確認

①主な取り組み名称と活動内容

②頻度

③把握できている範囲での地域課題（課題把握の経路）

④地域の協力者や外部機関等の連携先

⑤発生するコストや資金源

⑥取組みの仕組みや工夫していること

⑦その他考えられる成果や今後の展開、見えてきた課題など



＃１ 事務ワークシェアリング

小規模法人であることから事務作業の効率化が課題である。介護保険サービスにおける、
サービス事業指定申請・変更届や、処遇改善申請・実績やBCP作成、介護給付費算定に係る
体制届など、決まった様式に基づき、届出内容や変更内容など情報を提供し申請書類等の作
成を行うことにより、事業所の事務作業一人にかかる負担を減らすことによって、効率性と
生産性のレベルアップを目指す

連携法人の協働事業

補助期間における人件費の算出、なお、この期間では、作業量や作業工程の検証期間とし、自走
計画としては、検証結果に基づき、各連携法人より負担金を徴収することで対応をはかる

目 的

内 容



＃２ 街なか“保健室”の定期開催

ﾍﾞｰｼｯｸｻｰﾋﾞｽにも至らない地域の社会的に弱者と言われる方々に寄り添い、全世代の人

たちの自立支援のための活動を推進しながら力強く安心して生きていける様に、寄り添

い支援し「気にかけあう、そばにいる」関係づくりを目指します

連携法人の協働事業

暮らしに焦点をあてた「保健室」活動として、専門職や、異業種とのコラボ企画も含め、地域住
民の「居場所的寄り合い処」とし、居場所づくりから、人づくり、地域づくりに発展していきた
い。まずは、設えデザインから、きりもりデザイン、くわだてデザインとして、支援者たる我々
はクロコの存在を目指していきたい

各市町のコアワーキングspaceなどを活用し、住民の集える居場所を確立させ、介護予防・日常
生活支援総合事業の活動拠点として発展させ、自走化を目指します

目 的

内 容

（地域出張移動型相談活動）



＃３ 「食」の育みネットワーク活動

小規模法人間における「食」のこだわりを追求し、各事業所において、利用者へ提供を行っ
ている「食事サービス」は、生きていく上で欠かせません。赤ちゃんから高齢者まで、生き
ている限り食事を必要としない人はいません。さらに、食事は栄養源となるだけでなく、そ
れ自体が楽しみを与えてくれるものです。「美味しく」食べる条件のこだわりを持ち続け、
栄養を補給するだけに限らず、生活の幸福度を高めていきたい

連携法人の協働事業

地域密着をベースとする小規模法人間のネットワークを共有し、物価高における原材料費の高騰
に対応していくべく、まず取組みの一環とし、共同食材購入ができる仕組みを構築していきたい

レシピの合同研究、共同調理による、おたのしみ食事会の開催など、１事業所では実現不可能な、
「美味しく食べて頂く調理の工夫や提供」を、元調理師資格を持ち実戦経験のある法人管理者の
ネットワークを活かし、実現していきたい。また一部法人で行っている「子ども食堂」活動を発
展させる法人間の子ども食堂ネットワークを構築し、地域のボランティアや地域の高齢者・子ど
もたちの「食」の育み活動に展開し、自走化に向けて活動していきたい

目 的

内 容



＃４ 地域包括NEWケアシステムを見据えたカオスDREAM

国の政策として、地域包括ケアシステムの構築が進められている。これは、行政の観点では、公的サ
ポートだけでは高齢者のサポートやケアには限界があるため、地域で高齢者を支えていこうとする地域
づくり活動が必要との解釈が可能です。「地域の居場所」は高齢者だけでなく、また制度・分野ごとの
縦割りや「支えて」「受け手」の関係性を超えた、多様な主体が参画し暮らしや、生き甲斐を創造して
いくものと考えます。「カオス」な場の実現を目指します

連携法人の協働事業

先駆的活動者の実践を学ぶ機会（研修会）を企画し、また先進地視察を行いながら、地域の実情
に合わせたアセスメントを実施（R４年度）

居場所の構築から、各自治体への協力要請、また各自治会との連携（これまで培ってきた各法人
のネットワーク）を活かし、活動資金として、地域ぐるみで実践をしていけるように取り組んで
いきたいと考えます。

目 的

内 容



＃１ 「合同インターンシップ活動」

１法人だけでなく、参画法人全体での特色あるインターンシップ活動を実現させること

により、小規模の魅力、宣伝広告の効果効率化が図れ、求職者への選択肢も多岐にわた

り、自身にあった職の選択が見出せる

人材確保・定着推進事業

「おもてなし びわこ バスツアー」の開催
新卒インターンシップの一環として、連携法人をバスで巡るツアー。ツアーを通して、連携法

人の魅力発信を行う。普通のインターンシップでは実現できない複数の法人を一度に訪れること
ができ、法人毎の特徴や、地域性を知る機会にもつながる。

実施企画を関係学校や職安、人材センターなどへ情報発信し、毎年実施し、動画コンテンツや、
リーフレットを作成していく

目 的

内 容



＃2 「国際介護人材受入れ事務局活動」

外国人技能実習生の受入れノウハウの共有、管理団体と連携を図り、実習生の生活上

のサポートや育成状況の共有、実習生自身が不安なく技術の習得ができること、また離

れた法人で実習を行っている外国人同士が顔の見え、励まし合える機会を設定

人材確保・定着推進事業

技能実習生受入れ実績のある法人において、受入れノウハウや、手続きのシェアｗｏｒｋ、管
理団体への窓口管理の１本化を図る。また生活環境整備面における情報収集（寮の確保・生活備
品の共有化など）

目 的

内 容



＃３ 「合同研修（階層別プログラム）

１法人では調整が困難である階層別に分かれた合同研修を実施することによって、よ

り効果的（時間・場所の確保・講師等依頼）な研修が行える

人材確保・定着推進事業

目 的

内 容

① 採用時新人研修：コミュニケーション・マナー研修 他

② 専門研修：認知症研修、介護技術研修 他

③ リーダー研修：ﾘｰﾀﾞｰマネジメント研修 他

④ 資格取得支援研修：介護福祉士試験合同勉強会 他



BIWAKO SOUTH BASE のスケジュール
＊令和５年度（2023）以降

スケジュール
連携共同事業

ＰＦ会議 ＃１ 事務ワークシェア ＃２ 街なか保健室 ＃３ 食の育みネットワーク ＃４ カオスＤｒｅａｍ

2022年
令和４年
度

９月 第０回

１０月 第１回 保健室活動内容の確認 「食」の楽しみを洗い出し 視察研修計画立案
標準統一様式の検証 各法人の取組み共有

１２月 第２回 「電子申請・届出システム」の検証保健室開催場所/時期の確認 子ども食堂の視察
仕入れ業者の洗い出し

２月 第３回 各法人での作業量の検証 保健室配置人員の確認 仕入れ業者の折衝 視察研修

３月 第４回 事務ワークシェアリング内容確立 保健室活動広告宣伝 次年度具体的計画策定 研修の振り返り

2023年

令和５年
度

４月 基幹事務の事務員配置 第１回開催 調理研究チーム発足 カオスなネットワーク
法人別の強み検証

５月 第５回 テスト運用開始 第１回の課題実績検証 委託料額/調達ルートの確認
（一括購買・一括提供）

６月 令和４年度分処遇改善実績～ 第２回開催 カオスな居場所
居場所づくりの具体化

７月 第６回 作業工程の検証と見直し 第２回の課題実績検証 「食育」のＰＲ広告

８月 実務作業の洗い出し 第３回開催 サービス利用者への配食販売 カオスな活動

テスト運用 居場所の仕掛け
９月 第７回 作業工程の確立 第３回の課題実績検証

１０月 運用開始 第４回開催 自走化に向けた資金計画策定 カオスな繋がり
地域住民の課題検証

１１月 第８回 第４回の課題実績検証
カオスな忘年会

１２月 セントラルデリバリーキッチン構想
計画の策定

2024年

１月 第９回 次年度開催内容の確認 次年度計画立案

２月 年４回の実績確認 介護見守り ジーバーＥａｔｓ 次年度自走化計画
構想の策定 構築

３月 第１０回 次年度計画 自走化に向けた計画

令和6年度

４月

５月



BIWAKO SOUTH BASE のスケジュール
＊令和５年度（2023）以降

スケジュール
人材定着・推進事業

ＰＦ会議 ＃１ 合同インターンシップ ＃２ 国際介護人材受入れ事務局活動 ＃３ 合同研修（階層別プログラム）

2022年
令和４年
度

９月 第０回

１０月 第１回 外国人技能実習制度研修計画 次年度階層別研修計画の立案

１２月 第２回 おもてなしびわこバスツアー企画立案 実施施設の見学と懇談会

２月 第３回 ツアー参加学校洗い出し 管理団体との連携構築 研修要綱確定/内容検証

３月 第４回 次年度ツアー案内 受入れ事務の検証 次年度年間計画による受講生募集

2023年

令和５年
度

４月 管理団体との連携協定締結
事務局運用開始

５月 第５回 新人研修１

６月 ツアー募集開始

７月 第６回 第1回技能実習生交流会 専門職研修１（認知症ケア）

８月 第1回インターンシップ活動開始
おもてなしびわこバスツアー

９月 第７回 ツアーの検証・課題・振り返り 新人研修フォローアップ

１０月 第2回企画立案 第2回技能実習生交流会

１１月 第８回 専門研修２（生活支援）

１２月 ツアー募集開始 国試対策直前勉強会

2024年

１月 第９回 リーダー研修１（組織論・マネジメント論）

２月 第2回インターンシップ活動開始
おもてなしびわこバスツアー

３月 第１０回 ツアーの検証・課題・振り返り リーダー研修フォローアップ

令和6年度

４月

５月



BIWAKO SOUTH BASE の自走化に向けて

事業内容 自走化に向けた考え方

＃１ 事務ワークシェア 連携法人間による年額負担金による事務員配置

＃２ 街なか保健室 参加費徴収/自治会連携による寄付金収入/市町補助金収入/介護保険総合事業による保険収入

＃３ 食の育みネットワーク 弁当販売による収入/市町配食サービス補助金の活用

＃４ カオスＤｒｅａｍ 積立形式による

＃１ 合同インターンシップ 各市町人材確保補助金の活用/連携法人間の負担金

＃２ 国際介護人材受入れ事務局活動 連携法人間による年額負担金による事務員配置

＃３ 合同研修（階層別プログラム） 参加費形式/連携法人間による年額負担金



BIWAKO SOUTH BASE の担当法人

事業内容 担当法人

＃１ 事務ワークシェア プラットホーム法人（株式会社びわこナーシング） 事務局（株式会社 あうん）

＃２ 街なか保健室
草津） 株式会社エーダンライフ 栗東）株式会社 あうん

守山） 株式会社びわこナーシング

＃３ 食の育みネットワーク NPO法人 宅老所こころ ・ 株式会社 楽

＃４ カオスＤｒｅａｍ 株式会社ユニパ

＃１ 合同インターンシップ 全参加法人

＃２ 国際介護人材受入れ事務局活動 事務局（株式会社 あうん）

＃３ 合同研修（階層別プログラム） 全参加法人



ＢＳＢ～小規模法人ネットワーク化～の効果

• 高い専門性の発揮

それぞれの法人が持つ専門性をつなぎ合わせ、１法人では解決できない生活課題にも柔軟に対応

することができる。

• 関係性のさらなる強化・広がり

連携を通して、より多くの関係機関や、多職種、異業種等との連携の輪が広がる。

• 柔軟な資源の活用

人員の兼務、設備の共用は、省令等による基準上、利用者の処遇上問題がない範囲内で対応を図

っていける

• 多機能化の促進

地域包括ケアシステム化における課題解決に向けて、多様化する社会ニーズに対し、柔軟な対応、

迅速な対応、セーフティネットの役割として専門性を超えた多機能発揮を目指し、新たな社会資源

を目指す



ＢＳＢ～小規模法人ネットワーク化～の効果

（＊）「リファー」とは、相談者の抱える問題がカウンセラーやキャリアコンサルタントの能力や知識、技術、専門性を超え、
十分な対応ができない場合に、問題解決のために適した専門機関を紹介したり、支援を依頼したりすること

連携法人としてのブラン
ディングによる地域住民・
求職者への訴求力強化

「地域における公益的
な取組」の共同実施等
による地域に不足する
サービス資源の創出

複数法人が負担する会
費等で運営される事務
体制のシェアリング

サービス手法、人材育成、
新規事業所開設等、他
法人のノウハウの共有

相談窓口間のリファー
（＊）、空き定員の紹介
等他法人が保有する
サービス資源の共有

多機能化の促進高い専門性の発揮 柔軟な資源の活用 柔軟な資源の活用


