
● 法人間連携プラットフォームの概要 

 高島市介護サービス事業者協議会は、市内３０法人９０事業所の会員で運営していま
す。平成２７年度に会員向けに実施したアンケートをもとに、単独の事業所では解決でき
ない課題を協議会として取組んでいこうと、１）災害時要配慮者支援、２）人材確保の 2
点を柱にして活動を行ってきました。 
 
1）災害時要配慮者支援 
 災害時要配慮者支援の取組では、福祉避難所の協定は存在するものの、「いつ・どこに・
誰が・何をするのか」といったマニュアルが存在しないことを課題として捉え、平成２８
年度から始まることになる高島市・高島市社協・高島市介護サービス事業者協議会での協
議を呼びかけ、高島市が発行した「高島市福祉避難所等開設・運営の手引き」において役
割を担いました。 
 災害時要配慮支援の協議を重ねていくなかで、事業所 BCP や個別支援プランを作成す
る必要があることが明確になり、「滋賀県小規模法人ネットワーク化協働推進事業補助
金」を令和元年から３年間活用させていただき、モデル事業所において BCP の作成、福
祉避難所の避難訓練などを行ってきました。令和３年度は、高島市による個別避難計画作
成事業（モデル事業）にも参加・協力させていただきました。 
 今後は、個別避難計画と福祉避難所の受入との連携を行い、災害時に円滑な避難移動を
実施するために、送る側（市とケアマネジャー等）と受け入れ側（福祉避難所協定等締結
事業者）とが共通認識をもつこと、ルールづくりのために必要な文書化を行っていくこと
が重要と考えており、引き続き高島市と連携しながら、事業を進めてまいります。 
 
2）人材確保 
 第７期介護保険事業計画（平成 30 年度～令和２年度）の初年度から、高島市と介護・
福祉の事業者団体で人材確保協議会を設置し、人材確保に関する調査・企画・運営を行っ
てきています。 
 高島市介護サービス事業者協議会は、独自に「滋賀県小規模法人ネットワーク化協働推
進補助金」を令和元年から３年間活用させていただき、高島市及び介護・福祉の魅力を伝
えるためのパンフレットを作成したほか、コロナによって採用・就職活動がオンライン化
したことに対応すべく「オンラインインターンシップ」企画を実施してきました。 
 今後は、こうした取組みを通じて構築されてきた関係を活かして、「滋賀高島 まちの
人事企画室」（仮称）をつくり、自走にむけた基盤を整備していきます。 

 
  



● 法人間連携プラットフォームの名簿 

No. 法人名・団体名 所在地 分野 

１ 株式会社Ｋ's medical support 高島市勝野 2245-9 高齢 

２ 社会福祉法人高島市社会福祉協議会 高島市勝野 680 高齢 

３ 高島市（訪問看護 ST,陽光の里） 高島市勝野 680 高齢（障がい） 

４ 株式会社ニチイ学館 高島市勝野 1725 高齢 

５ 社会福祉法人日野友愛会 高島市勝野 1-79 高齢 

６ 株式会社夢の木 高島市勝野 1638 高齢（障がい） 

７ 株式会社Ｗａｌｋ 安曇川町西万木 189-3 高齢 

８ オオヤマホールディング株式会社 安曇川町田中 3741-1 高齢 

９ 社会福祉法人光養会 安曇川町下小川 3220-1 高齢 

10 湖西ホームズ株式会社 安曇川町北船木 1729-1 高齢 

11 有限会社サワイ 安曇川町末広 3-31 高齢 

12 合同会社 TMK 安曇川町中央 4-7-12 高齢 

13 株式会社ニッシン 安曇川町西万木 651-3 高齢 

14 株式会社 Be スマイル 安曇川町田中 302 高齢 

15 医療法人かおり会 新旭町旭 605 高齢 

16 特定非営利活動法人元気な仲間 新旭町安井川 148-1 高齢 

17 社会福祉法人新旭みのり会 新旭町藁園 2603 高齢 

18 医療法人社団四葉会 新旭町旭 696 高齢 

19 株式会社 LOGIC 新旭町旭 892-1 高齢 

20 アサヒサンクリーン株式会社 今津町今津 2447-9 高齢 

21 一般財団法人近江愛隣園 今津町南新保 87-1 高齢 

22 社会福祉法人たかしま会 今津町南新保 1-18 高齢 

23 特定非営利活動法人びわの音・西近江 今津町名小路 1-3-1 高齢 

24 有限会社メディカルアーツ研究所 今津町弘川 1533-1 高齢 

25 株式会社ヤサカ 今津町今津 1970-1 高齢 

26 社会福祉法人ゆたか会 今津町南新保 87-15 高齢（障がい） 

27 株式会社ランカル 今津町弘川 1520-1 高齢 

28 特定非営利活動法人じゃがいもの家 マキノ町浦 345 高齢 

29 医療法人マキノ病院 マキノ町新保 1097 高齢 

30 株式会社リハビリライフ マキノ町西浜 748-2 高齢 

＊別途 会員名簿添付 
 
  



● 応募する事業の説明 
※ 応募する事業の目的と内容やスケジュールを記載してください。 

1）複数法人の連携による地域貢献のための協働事業 

1-1）地域ケア拠点構築（共生・協働の場づくり）に向けた取組 
＜目的＞ 
 高島市では、高島市社会福祉協議会が事務局となり、合併前６町村ごとに住民福祉協議
会が組織されて住民参加のまちづくり計画がつくられ、その計画は第３次高島市地域福
祉推進計画（５カ年）にまとめられています。高島市の高齢化率は 36％を超え、高齢世
帯の増加・単身化、地域の自治力の低下が進み、見守り活動も低調ななか、高齢者をはじ
めとした地域住民の困りごとに応対できる身近な場が必要とされています。 
 そうした地域課題の解決に向けて、市内各所にある介護サービス事業者が、地域におけ
るケア拠点となり、地域住民との共生の場となっていくための取組を行います。市内の介
護サービス事業者が、高島・安曇川・新旭・今津・マキノ・朽木の合併前 6 町村におい
て、市内外の多種多様なステイクホルダー／アクターと連携・協働しながら、地域住民の
尊厳ある暮らしを支える地域ケア拠点となっていくための基盤を整備します。 
 
＜実施内容＞ 
 この取組では、介護・福祉サービス事業者はもちろんのこと、介護・福祉の業界の垣根
を越えた連携・協働を生み出すことが大切だと考えます。したがって、法人間連携プラッ
トフォームの参加団体・事業者はもちろん、行政機関や地域企業、市民団体、高等教育機
関など、高島市内の多種多様なステイクホルダー／アクターへの働きかけを積極的に行
いながら事業を推進していきます。 
 このような地域課題解決のための垣根を越えた協働・連携を着手するために、今年度は
地域づくりの実践者をゲストに招いたトークセッション「未来のジャム」（仮称）を全５
回で開催します。また年度末の 3 月には、それまでに実施してきたトークセッションや
ミーティングの成果を踏まえて、高島市内外の方々に本取組の趣旨や背景を共有するた
めのイベント「高島未来会議」（仮称）を開催します。 
 多種多様なステイクホルダー／アクターが参集する会場全体で対話するプログラムも
盛り込みながら、これらの取組を通じて、地域ケア拠点づくりへと共感を生み出し、信頼
関係資本の基盤を構築し、次年度以後ともに本取組を展開していけるような仲間づくり
を行います。 
 
＜スケジュール＞ 
・11 月 17 日：キックオフミーティング 
  ファシリテーター：今津新之助氏（SOCIAL WORKERS LAB ディレクター） 



・12 月 15 日：第１回トークセッション「未来のジャム Vol.1」  
  ゲスト：小松理虔氏（ヘキレキ舎 代表、「地方を生きる」ほか著書多数） 
・1 月 19 日：第２回トークセッション「未来のジャム Vol.2」  
  ゲスト：馬場拓也氏（社会福祉法人愛川舜寿会 専務理事） 
・2 月 9 日：第３回トークセッション「未来のジャム Vol.3」  
  ゲスト：岡山泰士氏（株式会社一級建築士事務所 STUDIOMONAKA 共同代表） 
      鈴木孝幸氏（浜松市役所 みどりの人財支援プロジェクト） ほか 
・3 月 5 日：イベント「高島未来会議」  
  ゲスト：小松理虔氏（ヘキレキ舎 代表、「地方を生きる」ほか著書多数） 
      川渕一清氏（株式会社フーフー・フー 代表取締役） 
      竹村光雄氏（長浜まちづくり株式会社 常務取締役） ほか 
・3 月 16 日：振り返りミーティング  
  ファシリテーター：今津新之助氏（SOCIAL WORKERS LAB ディレクター） 
 
 

1-2）地域防災力の向上・強化に向けた取組（個別避難計画と福祉避難所の連
携推進） 
＜目的＞ 
 昨年度、高島市では災害時の個別避難計画作成事業（モデル事業）が行われ、今年度か
ら次年度にかけて、個別避難計画の受け入れ先である福祉避難所との調整を行う計画が
あります。 
 要配慮者の福祉避難所での受け入れにあたって、送る側（市とケアマネジャー等）と受
け入れ側（福祉避難所協定締結事業者）とのあいだで要配慮者の状態に対する認識のズレ
が起こりやすいのが現状です。緊急時に一層の混乱を引き起こさないためにも、受け入れ
時の認識やルールを平時のうちに行なっておく必要があると考えます。 
 災害時の混乱を最小限に抑えるため、高島市役所社会福祉課と連携・協働し、災害時要
配慮者のなかでも福祉避難所への直接の避難が必要とされている方（約 220 名）の個別
避難計画をもとにした福祉避難所の受入体制整備のためのルールづくりを行います。 
 
＜実施内容＞ 
 要配慮者の福祉避難所での受け入れにあたって、送る側（市とケアマネジャー等）と受
入れ側（福祉避難所協定締結事業者）とのあいだに生まれる要配慮者の状態に対する認識
のズレを最小化するため、緊急の受け入れ時における認識共有やルールづくりを行いま
す。 
 通常は行政と事業者との二者間で行う災害時要配慮者の受け入れルールづくりの場に
おいて、専門家を加え、その助言・提案を受けながら、効果的な受け入れ体制づくりに取



り組みます。 
 今年度は、専門家からの支援を受けながら「高島市福祉避難所等開設・運営の手引き」
の改訂作業を行います。次年度は協議内容を踏まえ、合同研修や動画・チラシによる広
報・啓発を行なっていく予定です。 
 
＜スケジュール＞ 
・10～12 月：福祉避難所へのヒアリング（高島市と協働） 
・1～2 月：ヒアリングの取りまとめ（高島市と協働） 
・2～3 月：高島市と事業者との意見交換会（高島市と事業者団体との協働） 
・3～4 月：「高島市福祉避難所等開設・運営の手引き」の改訂 
 
 

2）介護・福祉人材の確保・定着のための取組 

2-1）人材確保・育成・定着力強化のための合同研修および協働プラットフォ
ームの基盤整備 
＜目的＞ 
 21 年度までの過去 3 年間、小規模法人ネットワーク化協働推進事業を活用し、複数の
事業所連携による人材確保の取組を展開するなかで、単独事業所で人材を確保すること
の限界や、事業所連携のメリットやその反面にある難しさ・課題を共有することができま
した。 
 これまでの取組を踏まえ、今年度からは、高島市内の複数の小規模法人等が連携・協働
し、人材確保・育成・定着力強化のための各種活動の企画運営を行っていく母体となる協
働プラットフォーム「滋賀高島 まちの人事企画室」（仮称）の基盤整備を行い、持続可能
な組織づくりに向けた取組に着手します。 
 
＜実施内容＞ 
 今年度は、「滋賀高島 まちの人事企画室」（仮称）の構想を具体化していくために、先
駆的な取組を行う実践者や専門家からのアドバイスを受けながら、参加法人・事業所の人
事・組織課題を抽出し、高島らしい組織づくりの方向性を見出していきます。 
 
＜スケジュール＞ 
・12 月：第１回「滋賀高島 まちの人事企画室」ワークショップ  
  ファシリテーター：今津新之助氏（SOCIAL WORKERS LAB ディレクター） 
・1 月：第２回「滋賀高島 まちの人事企画室」ワークショップ  
  ゲスト：川渕一清氏（株式会社フーフー・フー 代表取締役） 



・2 月：第３回「滋賀高島 まちの人事企画室」ワークショップ  
  ゲスト：菊池龍之氏（株式会社 michinaru 代表取締役） 
・3 月：第 4 回「滋賀高島 まちの人事企画室」ワークショップ  
  ファシリテーター：今津新之助氏（SOCIAL WORKERS LAB ディレクター） 
 
 

2-2）虐待予防・職場環境改善プロジェクト（人材定着力強化の取組） 
＜目的＞ 
 昨今の介護・福祉サービスの支援現場は、慢性的な人手不足に加えて、新型コロナによ
って業務負担が一層増加し、職場環境はよりストレスフルになってきており、虐待、パワ
ハラ、メンタル不調などの不具合がいつ起こってもおかしくない状況にあります。この状
況がさらに悪化すると、職員離職、離職の連鎖、裁判、休業、倒産など、取り返しのつか
ない事態まで行き着きかねないことを大変危惧しています。 
 こうした最悪の事態を回避するためにも、対処療法ではない、職員が働き続けられる就
労環境を具体的・現実的に整備するという予防的な取組として、外部専門家の指導・アド
バイスを受け、就労環境の改善と支援現場における負荷軽減を行い、介護サービス事業所
において職員が定着しやすい職場環境づくりを支援します。尚、本取組は、平成 27 年度
に滋賀県が実施したアドバイザー派遣事業を参照事例としています。 
 
＜実施内容＞ 
 虐待、パワハラ、メンタル不調などの不具合を予防するため、外部専門家の指導・アド
バイスを得ながら、就労環境の改善（報告・連絡・相談などがしやすい風通しの良い職場
風土づくり、休日出勤や残業の削減策の検討など）や、支援現場における負荷軽減（新規
採用および ICT・ロボット活用など）を行います。 
 
＜スケジュール＞ 
・12 月：事業所向けアンケート調査の実施 
・1 月：合同研修の開催（経営層／訪問系／通所系／入所系など対象者別で実施） 
・2 月：専門家派遣による個別事業所支援（2～3 事業所を想定） 
 
 
※ 令和５年度以降の事業計画を記載してください。 

1-1）地域ケア拠点構築（共生・協働の場づくり）に向けた取組 
 介護サービス事業者を含めた高島市内外の多分野・多世代のステイクホルダー／アク
ターが集まり、地域課題を解決するための垣根を越えた連携・協働を生み出し、信頼関係
資本が蓄積していく場として「未来のジャム」や「高島未来会議」を継続して実施します。 



 高島・安曇川・新旭・今津・マキノ・朽木の合併前 6 町村それぞれで地域ケア拠点を立
ち上げ、その活動を発展的に展開させていくことを支援するために、研究会・情報交換
会・勉強会の開催、専門家による個別支援を実施します。 
 
1-2）地域防災力の向上・強化に向けた取組（個別避難計画と福祉避難所の連携推進） 
 高島市社会福祉課との連携・協働のもとで、「高島市福祉避難所等開設・運営の手引き」
改訂を経て、ワーキンググループ会議を実施しながら、研修会開催や、動画・チラシ等の
ツール制作を行い、市民や事業者への周知・啓発活動を展開します。 
 
2-1）人材確保・育成・定着力強化のための合同研修および協働プラットフォームの基盤
整備 
 介護サービス事業所を含めた市内複数法人の参画による「滋賀高島 まちの人事企画
室」（仮称）を立ち上げます。経営層向けに本取組に対する理解を得るための勉強会を開
催しながら、並行して人事採用領域の実務者による企画実践のための研究会をスタート
します。研究会においては、人材確保のための採用企画、育成・定着を促すための合同研
修などを試行実施します。 
 
2-2）虐待予防・職場環境改善プロジェクト（人材定着力強化の取組） 
 今年度に実施予定の就労環境の改善や支援現場における負荷軽減は、各事業所による
継続的な取組が必要となります。今年度の成果を踏まえ、次年度以後も高島市包括支援課
と連携・協働しながら、経営層向けの支援を繰り返すのか、あるいは、中間管理職や支援
職員向けに何らかの施策を行うのかを吟味して取り組んでいきます。 

 
 
※ 応募する事業の自走化について記載してください。 

・1-1）地域ケア拠点構築（共生・協働の場づくり）に向けた取組については、高島市社
会福祉協議会と連携・協働しながら行っており、高島市社協の取組と相性の良い補助金等
の活用や財源確保について検討していきます。また、この取組は介護・福祉サービス事業
者はもちろんのこと、介護・福祉の垣根を越えた多種多様なステイクホルダー／アクター
が関わりあい、多様な地域課題の解決に取組んでいくコミュニティを生み出そうとする
ものです。したがって、高島市内の民間企業（営利セクター）との連携・協働をはじめ、
介護・福祉分野以外の領域から（たとえば移住定住促進や市民協働などの領域、あるいは
民間財団などから）も財源確保の可能性を探り、持続可能な取組へと発展させていきたい
と考えています。 
 
・1-2）地域防災力の向上・強化に向けた取組、および 2-2）虐待予防・職場環境改善プ



ロジェクトについては、それぞれ高島市の社会福祉課、包括支援課と連携・協働しながら
推進している取組となります。今年度を含めたこれまでの事業実績等をみながら高島市
と協議を行い、事業費の継続的な確保について取り組んでいきます。 
 
・2-1）人材確保・育成・定着力強化のための合同研修および協働プラットフォームの基
盤整備については、「滋賀高島 まちの人事企画室」（仮称）を組織化し、参加法人から
の出資や会費収入による運営を想定しています。また、それぞれの法人にとってメリット
のある有償サービス（例えば、人材確保のための採用企画や、育成・定着を促すための合
同研修など）を企画運営することで収益源の一つとします。さらに、本取組の成果や必要
性について、高島市人材確保協議会で提案し、高島市予算に組み込むための協議を行なっ
ていければと考えています。 
 
 
※応募する事業によって見込まれる効果を記載してください。 

1-1）地域ケア拠点構築（共生・協働の場づくり）に向けた取組 
 高齢世帯の増加・単身化、地域の自治力の低下が進み、見守り活動も低調な状況を改善
し、高齢者をはじめとした地域住民の困りごとに応対できる身近な場としての地域ケア
拠点が、介護サービス事業者はもちろん、市内外の多種多様なステイクホルダー／アクタ
ーとの連携・協働によって、高島・安曇川・新旭・今津・マキノ・朽木の合併前 6 町村に
おいて生まれます。 
 これらの拠点を起点として、高島市における関係・交流人口が増加し、多様な人びとに
よる信頼関係資本が積み上がることによって、お互いさまの関係で支え合える地域社会
づくりが促進されます。 
 令和 4 年度は 1 拠点、令和 5 年度は 3 拠点、令和 6 年度は合併前６町村それぞれの 6
拠点から、地域ケア拠点の中核プレイヤーが本取組に参加することを目標とし、研究会・
情報交換会・勉強会、専門家による個別支援によって、地域ケア拠点の立ち上げや、拠点
での活動が発展的に展開していくことを見込んでいます。 
 
1-2）地域防災力の向上・強化に向けた取組 
 災害時要配慮者のなかでも福祉避難所への直接の避難が必要とされている方（約 220
名）の個別避難計画をもとにした福祉避難所の受け入れ体制整備のためのルールづくり
を行うことで、要配慮者の福祉避難所での受け入れにあたって、送る側（市やケアマネジ
ャー等）と受入れ側（福祉避難所協定締結事業者）とのあいだで要配慮者の状態に対する
認識のズレが起こりにくい状況を生み出します。それによって、災害時における混乱を最
小限に抑えることが可能となります。 
 



2-1）人材確保・育成・定着力強化のための合同研修および協働プラットフォームの基盤
整備 
 高島市内の複数の小規模法人等が連携・協働し、人材確保・育成・定着力強化のための
各種活動の企画運営を行なっていく母体となる協働プラットフォームである「滋賀高島 
まちの人事企画室」（仮称）が組織化されることで、事業者が単独ではできなかった人材
確保のための採用企画や、育成・定着を促すための合同研修などの効果的・効率的な企画
運営が可能となります。同時に「滋賀高島 まちの人事企画室」に参加する個々の事業者
の人材確保・育成・定着力のレベルアップが見込まれ、高島市という地域全体における人
材確保・育成・定着力が高まることによって、地域における関係人口および UI ターン者
の増加につながり、地域活力の増進を見込むことができると考えます。 
 
2-2）虐待予防・職場環境改善プロジェクト 
 意見を言いやすい風通しの良い職場風土が醸成されたり、休日出勤・残業が減少した
り、ICT やロボット活用などにより支援現場における負荷が軽減されたりすることで、虐
待、パワハラ、メンタル不良などの不具合が起こりにくくなり、介護サービス事業所にお
ける離職率の低下、定着率の向上が見込まれます。また、働く職員の幸福度が高まること
によって、支援の質的な向上につながったり、勤務先としてのイメージアップから求職者
が増加したりする効果を見込むことができます。 

 


