
令和４年度 社会福祉法人八葉会「本部事務局」事業計画 

 

１ 目標（経営理念）  

法人の基本理念である『人間として生まれるは大いなる歓喜なり』の教えを継承し、命の尊さと慈悲の

心を育み、希望と祈ることの大切さを伝えていきます。その実践方法として、日常的に心がけていかなけ

ればならない正しい道を示し、現今の「逆境に屈せず、順境に驕らず」すべての児童および家庭の最善の

利益の実現を目指します。 

 

 

２ 令和 4 年度事業の基本的考え方  

新型コロナウイルス感染症の急増による経済・社会への影響はきわめて甚大であり、いまだ収束が見通

せない状況となっています。とりわけ子ども家庭における影響は特に大きく、近年危惧される家庭の養

育力の低下に追い打ちをかける形で、孤立・貧困・疾病等により子どもの発達が脅かされる事態が散見さ

れるようになりました。 

コロナ禍の令和 2 年度中に、全国の児童相談所に寄せられた虐待相談対応件数が 20 万件を超えた旨の

発表は、従来の入所支援の充実に加え、里親家庭を含む地域家庭支援（通所支援、相談支援、レスパイト

等）の重要性を明らかにしました。当法人でも、これらの切迫した社会的要請を踏まえ、これまでの４事

業（「児童養護施設」「里親支援センター」「障がい児通所支援事業」「児童家庭支援センター」）に加え、

令和 3 年度から新規事業（「一時保護専用施設」「障がい児相談支援事業」）を始動しております。また、

本年度中に児童福祉法等の改正が予定されていることから、改正後の福祉施策が社会・地域の実情を反

映した内容となるかを注視しつつ、調査・研究を行なったうえで事業内容に反映させていきます。 

しかしながら、新たな福祉需要に対応することが重要な一方で、入所児童や通所児童をはじめとする既

にサービスを利用している子どもの命を守るための制約（徹底した感染予防対策等）があることも事実

であり、双方のバランスを取りつつ、併せて最前線で子ども・家庭を支える職員を支えるための働きかけ

を行なう中で地域福祉の充実にも取り組み、社会的使命を果たすべく以下の次項に取り組みます。 

 

 

３ 令和 4 年度の重点事項  

（１）新型コロナウイルス感染症の予防および拡大防止のための取り組み 

   〇基本的な感染予防対策の徹底（消毒、換気、健康観察など） 

〇人的交流の最小化による効率化の促進（会議等の集まりの縮小、web 等の有効活用など） 

〇事業所間の感染状況等の共有化・ブロック分けおよび連携の在り方の模索 

（２）児童の権利擁護のための取り組み 

   〇法人全職員を対象にした民法一部改正に伴う児童の権利擁護のための研修の実施 

   〇不適切対応防止のための誓約書の提出による意識の醸成 

   〇不適切対応事例の調査・研究、共有化による予防に重きを置いた取り組み 

  



（３）一時保護専用施設の効果的活用のための取り組み 

   〇長野県社会的養育推進計画「一時保護改革」に基づいた保護委託児童の権利擁護 

   〇本体施設の入所率と保護委託児童の特性を考慮した柔軟な受け入れ態勢の整備 

   〇子育て短期支援事業との協働 

 （４）両支援センターの機能一元化による業務推進 

    法人内の「里親支援総合相談センター」と「児童家庭支援センター」は役員会の決定に基づき、 

〇令和 5 年度から、相談支援センター業務に関わる業務の一体化により、更なる機能の充実強化 

   〇現年度から兼務職員を置き、相談支援体制の整合性を構築 

（５）八葉会賛助会員の加入促進 

   〇未来ある子どもたちのために、法人と一緒に運営を支えていただくための理解により賛助会員

への参画を依頼 

 （６）協力寺院との繋がりの強化 

   〇当法人の運営に対し全面的な支援を得ている松代町仏教会・更埴仏教会と常に連携を密にしな

がら支援を仰ぐ 

（７）地域における公益的な取り組み 

   〇防災拠点としての機能強化 

   〇交流ホール等の物的資源の提供 

   〇困窮者等支援として、関係機関との協働によるフードパントリー整備 

   〇公益法人として多くの人を迎え入れるための駐車場等の確保 

   〇地域の伝承文化への協力と参加 

（８）コロナウイルス収束後への準備 

   〇「法人発展のための勉強会」「法人視察旅行」の再開に向けた検討および準備 

   〇「けいあい祭」の再開に向けた検討および準備 

 

4 財務・経営方針  

（1）地域への還元 

地域との交流に努め、また行政、関係機関との情報交換を密にする中で、行政の福祉計画等にも注視

し、地域のニーズを優先とした事業展開を行います。また、それに備えた財源確保を行います。 

地域交流ホール「陽だまり」の活用、職員の特性を生かした相談業務など、施設が持つ財産の地域へ

の還元を意識した運営を行います。 

千曲市を中心とした、地域の公的機関との連携により、必要とされる業務委託の受け入れや、公的な

業務への専門職員派遣等を積極的に行います。 

（2）事業間の連携 

各事業間の相互連携により互いにスムーズな運営を進め、また各事業の強みを出し合うことで相乗

的に効果を上げ、地域の児童福祉の中核となる法人を目指します。 

（3）措置費、補助金の効率的運用 

児童福祉事業措置費、補助金の効率的運用を図るため、各種加算項目等の効果的な取得により財務の

健全運営を保持します。 



（4）財務の透明性の確保 

ホームページ、恵愛新聞を活用し、児童福祉の啓蒙を進めると共に、「事業活動」「財務諸表」等の情

報を積極的に開示することで、財務の透明性を保ち、地域からの高い信頼性を得るよう努めます。 

（5）子ども達の自立支援の一助となるために 

日々の光熱費、備品・日用品の購入等については、状況の把握と節約を進め、小規模ユニットケアに

おいては常に家庭を意識したお金の使い方を模索する中で、子どもたちに物を大切にする気持ちを育

み、自立支援の一助となるよう努めます。 

（6）資金の活用 

「どんな子どもに育てたいのか」常に現場との養育観の共有に努め、目的を持った資金投入を行うと

共に、地域や行政の期待に積極的に応えるべく法人として歩む道筋も展望しながら、中長期的な視野に

立った資金活用を行います。 

（7）財務諸表の活用 

財務諸表を精査し、財務状況を理解した上で、それを事業に活かせるよう取り組みます。また、その

ための必要な知識を職員に身につけられるよう研鑽に努めます。 

（8）人材の確保・育成 

人材の確保を進めると同時に、現在の職員集団が秘める可能性に着目し、人材育成、資格取得、職場

環境の整備にも力を入れ、積極的な資金投入を行います。 

また、働き方改革関連法に基づいた労務管理を行なうとともに、各種ハラスメント防止の取り組みを

行ないます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年度 児童養護施設「恵愛」事業計画 

   

児童養護施設「恵愛」は、『法人理念』『児童の権利に関する条約』『児童憲章』並びに『児童福祉法』

の基本理念を踏まえ、すべての児童とすべての家庭の最善の利益の実現、併せて不利益の最小化を目指

します。また、国が掲げる『新しい社会的養育ビジョン』、『長野県社会的養育推進計画』を基に、権利

の主体である子ども一人ひとりが“大切にされている”と実感できるための事業を行ないます。 

 

１．施設運営方針  

 

（１）子どもの権利擁護のための取り組み 

  権利の主体である子どもが、自らの意見を安全な環境下で自由に表現できる機会を確保し、一人ひ

とりの声を聴くための取り組みを強化します。また、職員が人権感覚を磨くための研修を行なうとと

もに、人権侵害防止のための仕組みを整備します。 

 

（２）地域との繋がりの強化への取り組み 

   子どもの生活の場であり成長を促すための最良の環境を備えた千曲市において、社会的養護を必

要とする子どもへの理解をさらに深めるために、地域住民への情理を尽くした 丁寧な発信や協力

の要請を行ないます。地域住民一人ひとりが子どもにとっての“人生の先生”となり力を貸して頂け

るよう地域活動へは積極的に参加し、繋がりの強化を図ります。また、PTA や育成会をはじめとす

る学校等活動へは、できうる限り“施設として”ではなく“家庭として”参画します。 

 

（３）施設養護の専門性向上のための取り組み 

  困難な状況を生き抜いてきた子どもの回復を支援するために、“家庭と同様の養育環境”とは異なる

“良好な環境”の整備を行ないます。チームアプローチ等の強化により専門性の向上を図り、困難事例へ

挑戦するための基盤を創ります。 

 

（４）職員組織体制の強化のための取り組み 

  「児童養護施設運営指針」に掲げられている養育と支援の一貫性・継続性・連続性を保障する観点か

ら、計画的かつ積極的な職員研修を行ない、組織全体の専門性の強化を図り ます。また、「職員が永

く勤められる職場の風土づくり」が職場文化として根付くよう、「職員個性の多様性」を大切にしつつ、

職員相互の繋がりの強化に努めます。 

 

（５）地域貢献のための取り組み 

  地域の多様で複雑なニーズに応えるため、施設の多機能化を目指します。子育て短期支援事業（ショ

ート・トワイライトステイ）等により地域の子育て家庭への支援を行ないつつ、事業を通して明らかに

なった新たなニーズについても、法人内の「里親支援総合相談センター」「児童家庭支援センター」お

よび「障がい児通所支援事業所」等との連携によるきめ細やかな支援の提供を目指します。 



２．入所児童への養育方針  

 ～「児童養護施設運営指針」の示す“養育のあり方の基本”項目を基軸とした方針～ 

（１）関係性の回復 

  社会的養育を必要とする多くの子どもが、入所に至るまでの過程で不適切な対人関係の中を生き、

信頼できる大人との愛着関係が形成されていない現状を鑑み、アタッチメント理論を基にした回復支

援に努めます。 

（２）養育の“いとなみ” 

  養育の“いとなみ”が信頼できる大人との日常生活を通じた「ささやかな喜びを共有できる、あたたか

で穏やかな営み」となるよう、一日一日、一瞬一瞬を丁寧に紡いでいきます。 

（３）養育を担う人の原則 

  養育を担う職員は、養育理論や技法をも包括した幅広い専門性の習得を須要としつつ、子どもの生

活モデルとなりうる成人としての矜持を保ち、魅力的であることを志向します。 

（４）家族と退所者への支援 

  家族への支援については、各家庭が抱える生活上の困難さに着目した包括的な取り組みを行なうこ

とで、施設と家族が協働の「子育てパートナー」となることを目指します。 

退所者への支援は、施設が主体的に担う役割として捉え、職業指導員を中心に退所前からの継続した

自立支援として行ないます。施設が退所者やその家族にとって「安心して相談できる拠り所（ふるさ

と）となり、退所者が社会の成員として輝けることを目指します。 

３．その他方針  

（１）人材確保への取組み 

大学、各種養成校等へ職員を派遣し、講師として社会的養護の啓発を行なうとともに、関心度の高

い学生をボランティア・実習生・研修生として積極的に受け入れ、一連の道程の中で繋がりを保ち、

質の高い人材の確保に努めます。 

（２）関係団体との取組み 

長野県児童福祉施設連盟の活動への積極的な参画により、情報の共有を密にした連携の強化を図

り、社会的養護の推進に資するとともに、一施設の枠を越えた職員の孤立化の予防に努めます。 

また、地域子育てサークル等の地域団体と連携をし、包括的な福祉ネットワークの構築を目指しま 

 

（３）職員の“働き方”改善への取り組み 

   職員が永きに渡り活躍できる就業環境の整備が、ひいては子どもの利益に繋がる永続性の観点か

ら、定時退勤をはじめとしたワークライフバランスに配慮した多様な働き方についての検討を行な

います。また、働き方改革関連法に基づいた労務管理を行なうとともに、各種ハラスメント防止のた

めの取り組みを強化します。 

 

 

 

 

 



４．令和 4 年度の重点事項 

 

（１）新型コロナウィルス感染症の予防および拡大防止のための取り組み 

 〇基本的な感染予防対策の徹底（消毒、換気、健康観察など） 

〇人的交流の最小化（会議等の集まりの縮小、web 等の有効活用など） 

〇事業所間の感染状況等の共有化と必要なブロック分けを図ったうえでの連携体制の構築 

 

（２）児童の権利擁護のための取り組み 

  〇定期的な聴き取り等による児童の意見表明権の保障 

〇全職員を対象にした、児童の権利擁護のための研修等の実施 

  〇不適切対応防止のための誓約書の提出 

  〇不適切対応事例の調査・研究 

 

（３）一時保護専用施設との連携と協働 

〇入所児童と保護委託児童の特性を考慮した柔軟な受け入れ態勢の整備と職員の相互連携・協働 

〇長野県社会的養育推進計画「一時保護改革」に基づいた保護委託児童の権利擁護の徹底 

  〇入所事業・一時保護事業・子育て短期支援事業・相談支援事業間の連携と協働 

  〇スーパーバイズ体制の強化 

〇合同の研修等の実施 

 

（４）自立支援および退所後支援の強化 

  〇モア棟２F 等を活用した「ふるさと機能」の強化（お盆・お正月等の長期休み中の帰省受け入れ） 

  〇ケアリーバー～社会的養護経験者～が集い支え合うための機会の確保（イベント等企画） 

  〇モア棟２F 等を活用した自立訓練の充実（一人暮らし体験） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年度 けいあい里親支援総合相談センター 事業計画 

 

 

 けいあい里親支援総合相談センターは開設から７年が経過し、里親・関係機関との相互関係もよ

り緊密となってきました。 

 その中において、児童養護施設・乳児院が協働で取り組んでいる「長野県里親支援専門相談員 北

信地区連絡会」における、里親支援専門相談員による活動は、多方面から評価を得ており、県内の新

規里親登録に寄与しています。しかしながら、社会一般では里親制度に関する認知度は未だ低く、

家庭と同様の環境下における養育の重要性や里親・子に対する地域等の理解は充分とは言えません。

こうした観点から今年度は、里親に関心のある方以外への説明の機会、具体的には従来の里親カフ

ェに加え、他イベント等とコラボレーションした形での里親カフェを実施することで里親制度への

理解普及に努めます。 

 さらに、「社会福祉法人 八葉会 里親運営協議会」においても、委員からの提言を受け、法人内相

談業務担当理事の助言等を得ながら、当法人の特色を生かして、里親制度の普及活動と実効に努め

て行きます。 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年度 児童発達支援事業、放課後等デイサービス 

「けいあいフレンズ」事業計画 

 
 

１．事業の目的と運営  

児童福祉法に基づき、心身に障害のある就学児童の生活能力の向上のために必要な訓練を行う放課

後等デイサービスと、心身に障害のある未就学児童の日常生活における基本的生活習慣の習得と集団

生活への適応ができるよう児童発達支援事業を行います。 

 

２．事業の内容  

（1） 利用者の年齢、特性、家庭環境等を考慮し、支援計画に基づいた支援を実施します。 

（2） 看護師配置（4 名）により（Ｈ30.7）医療的ケア児童の受け入れもしています。 

（3） 保護者の育児への相談支援に関する事については、先輩保護者、障害児支援事業関係者等

を囲んでの「保護者の集い」を開き、保護者の育児の悩みや支援に応じています。 

（4） 送迎サービスに関する事。（約半数が利用予定） 

・児童発達支援:原則として保護者による送迎となります。（家庭の事情により応談） 

・放課後等デイサービス：学校、自宅との送迎を行います。 

 〈児童発達支援〉 

   散歩や感覚遊びなどの感覚統合機器を使用した運動、指先などを使った遊びなど経験を広げ

て、友達同士の関係づくりの基礎を作って行きます。 

   〈放課後等デイサービス〉 

     学校の宿題や友達同士の遊び、体を大きく動かす活動や近くの公園へのお出かけや行事な

ど、それぞれのワクワクを探す工夫をこらしています。 

 

３．職員の資質向上  

（1） 恵愛専門員等による「支援計画指導」の充実を図ります。 

（2） 外部研修へ積極的に参加させて行きます。 

（3） 障害児通所支援事業に必要な資格取得に努めます。 

 

 

 ４．事業所間の連携と地域への貢献  

（1） 千曲・坂城自立支援協議会等を通じ、事業所内の情報交換、課題を共有しフレンズの職員と

しての意識向上に努めます。 

（2） 学校、保育所、教育機関等と連携を図り、事業所の機能を地域に提供し、福祉に対する理解

の促進を図ります。 

 

５．その他  

（1） 虐待防止、災害対策、苦情解決等を明文化し、利用者の人権を擁護していきます。 

（2） 法人内職員のフレンズの事業に対する理解を更に深めていきます。 



 ６．事業所の特色、令和４年度重点計画 

（1） 医療的ケアが必要な児童や重度の障害を抱える児童に対しても一対一でのきめ細やかな支援

ができるようなスタッフ体制を整えることにより、何より児童の安全を重視しつつ、共に子ども

の成長を喜び合える事業所を目指します。 

（2） 当法人内で運営する相談支援事業（地域子育て支援相談室）、入所施設（恵愛）との相互連携

により、利用者が抱える発達の課題と、合わせて生じる家庭養育で抱える保護者の不安について

も積極的に支援に関わり、協力してアセスメント・プログラムを構築していくことで、相乗的に

支援の効果を上げていけるように努めます。 

     また、「保護者のレスパイト」「保護者の見守りが欠ける状況を補うこと」を目的としたショー

トステイの需要が高まっているため、入所施設との連携、タイムケアの活用により対応できるよ

うに努めます。 

  （3） 強度行動障害、医療的ケア児の支援の受け入れについてマニュアルの作成を進めるなど安全

に支援ができるように努めます。 

     また、支援する職員の充実のため資格取得、研修への参加を推進します。 

  （4） 千曲市、坂城町の障害福祉計画・障害児福祉計画に挙げられた課題について当事業所及び法

人で取り組めることを行政、基幹相談支援センターと審議し、地域の社会福祉ニーズに、より貢

献出来るよう取り組んでまいります（重症心身障がい児支援、保育所等訪問支援体制）。 

（5） 令和 4 年 2 月より法人内に相談支援専門員が配置されたため、その連携により保護者の相談

にのりやすくし、けいあいフレンズを利用しやすい環境づくりに努めます。 

  （6） 保護者と事業所の情報共有、また保護者同士の情報交換の場の確保のため保護者との交流会

の場を設けます。 

  （7） 新型コロナウイルスの感染対策を事業所内で強化していくとともに、状況に応じて保護者に

も感染防止を呼びかけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 4 年度 児童家庭支援センター 

「けいあい地域子育て支援相談室」事業計画 

児童家庭支援センター「けいあい地域子育て支援相談室」は「法人理念」「児童福祉法」「児童憲章」並

びに「児童の権利に関する条約」の基本理念をふまえ、地域の身近な専門機関として、地域の児童・家庭

の福祉の向上に努めます。 

１ 基本方針 

（１） 児童の最善の利益の実現を目指し、関係機関との協働により総合的な支援を行います。 

（２） 相談者が相談しやすい環境づくりに努めます。 

（３） 地域から求められる支援・援助・指導等に積極的に応じます。 

２ 事業内容 

（１） 地域・家庭からの相談に応じる事業 

地域の児童の福祉に関する各般の問題について、児童に関する家庭、その他からの相談のうち、

専門的な知見及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行います。 

（２） 市町村の求めに応じる事業 

市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行います。 

（３） 都道府県又は児童相談所からの受託による指導 

児童相談所において、施設入所までは要しないが要保護性のある児童、施設を退所後間もない

児童など、継続的な指導措置が必要であるとされた児童及びその家庭について、指導措置を受託

して指導を行います。 

（４） 里親関係等の支援への協力 

里親やファミリーホームからの相談に応じる等、必要な支援を行います。 

令和 5 年度から「けいあい地域子育て支援相談室」内に「里親支援専門相談員」を配置するた

めの準備として、恵愛及び里親センターとの連携強化に努めます。 

（５） 関係機関等との連携・連絡調整 

児童や家庭に対する支援を迅速かつ的確に行うため、児童相談所、市町村、福祉事務所、里親、

児童福祉施設、自立援助ホーム、ファミリーホーム、要保護児童対策地域協議会、民生委員、児

童委員、母子自立支援施設、保健所、市町村保健センター、精神保健福祉センター、教育委員会、

学校等との連絡調整を行います。 

（６） その他 

地域の子育て家庭を対象とした「子育てサロン」への参加、相談室独自で実施する「けいあい

無料塾」について継続し、相談や指導等の必要な援助に応じるほか、潜在的な地域ニーズの把握

に努めます。 

 

 

 

 



令和 4 年度 一時保護専用施設「けいあい MORE（モア）」事業計画 

 

一時保護専用施設「けいあい MORE（モア）」は、先般の児童福祉法の一部改正により『児童は、適切

な養育を受け、健やかな成長・発達や自立等を保障される権利を有する』ことが明確化されたこと等を踏

まえ、児童相談所の一時保護所への入所率が恒常的に高い地域における適切なケアの確保や保護期間が

長期化するケース等に対応するため、小規模かつ開放的空間での受け入れを行ないます。 

 

１．目的 

 児童養護施設等において、一時保護児童の受け入れ体制の充実を図ることにより、個々の児童の状況

に応じた適切な一時保護の実施に寄与することを目的とします。 

 

２．基本方針 

 （１）小規模かつ開放的な空間での適切なケア体制を確保し、長期化するケースにも対応します。 

 （２）保護委託児童の権利擁護に努めます。 

 （３）児童相談所および自治体と連携を図り児童の最善の利益の実現を目指します。 

 

３．受入定員 

  ５名 

 

４．設備等 

 （１）１F 一時保護スペース 

児童居室（５室）、事務室、面談室、台所、居間（２か所）、浴室（２室）、便所（２か所） 

   洗面所（２か所） 延べ床面積 105.71 ㎡ 

（２）２F 研修生室（1 室）・退所生ふるさと室（１室） 延べ床面積 28.98 ㎡ 

 

５．職員体制 

  専任職員 2 名、管理宿直、法人内兼務職員 等 

 

６．令和 4 年度の重点事項 

 （１）関係機関連携 

   〇保護委託児童に対する援助方針等についての児童相談所との十分な共有 

   〇市町村要保護児童対策地域協議会等との連携 

 （２）法人内事業連携 

   〇本体施設の入所率と保護委託児童の特性を考慮した柔軟な受け入れと職員間協働 

   〇相談支援事業との連携による保護委託解除後の家庭支援 

 

 



令和４年度  相談支援事業所「けいあいエール」事業計画 

１．事業の目的と運営 

障害の種別を問わず、障害児者自らが望む場所で社会の一員として日常生活、または社会生活を営む

ことができる様、解決すべき課題等を把握したうえで必要な福祉サービスの利用の支援を行ないます。

利用者の意思及び人格を尊重し、利用者や家族に寄り添い支援を行ないます。基幹相談支援センターや

地域生活支援拠点事業所、その他関係機関と連携し、チームアプローチの支援を行ないます。 

 

２．事業内容 

（１）障害児相談支援事業 

①障害児相談支援 

・障害児支援利用援助：障害児通所支援利用者に対して、障害児支援利用計画の作成を行い、サービ

ス事業所等との連絡調整を行ないます。 

・継続障害児支援利用援助：定期的に障害児のサービス等の利用状況の検証を行い、計画の見直し

(モニタリング)を行ないます。 

（２）地域生活支援拠点の機能を担う事業 

①常時連絡体制を確保し、緊急の事態に相談を受け各関係機関と連携し、サービスのコーディネート

及び必要な支援を行ないます。 

 

３．専門的な人材の確保及び養成 

（１）医療ケアが必要な障害児や行動障害を有する障害児に対して専門的な対応が出来るよう体制の確

保、法人内での連携に努めます。 

（２）関係機関各所で行われる研修会へ参加し自己研鑽に努めます。 

（３）基幹相談支援センター主催の学習会等に参加しスキルアップを図ります。 

 

４．地域の体制作り 

基幹相談支援センターや特定相談支援事業所と連携し、地域の様々なニーズに対応できるサービス提

供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築を行ないます。 

 

５．営業日と営業時間 

（１）営業日：月曜日～金曜日（但し１２月 29 日～1 月３日は休業） 

（２）営業時間：9：00～17：30 

 

６．事業実施地域 

 千曲市 坂城町 長野市 

７．令和４年度重点事項 

（１） 研修会等への積極的な参加と自己研鑽、専門職としての資質の向上に努め信頼される事業所と

なるよう努めます。 



（２） 関係市町村及び障害福祉サービス事業者等、地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携を

図り、総合的なサービスの提供に努めます。 

（３） 法人内の通所支援事業との相互連携により、保護者との関係を密にすると共に、利用者一人一

人の把握に努めます。それを計画書作成に生かし、更には、その計画に沿った支援につながる

ような働きかけを行うことで、よりよいサービス提供を行っていきます。 

 


