
宮崎市総合発達支援センター 事業提案概要書

●事業計画の概要

１ 市民への平等な利用の確保

１－(１) 管理運営に対する基本方針

ア 基本理念は「人としての尊厳を重んじる姿勢」。障がい児者とそのご家族を中心としてきた

“利用児者等の尊厳”を高め、指定管理業務に取り組む

イ 四つの基本方針（目標）

①組織による的確な経営戦略と創発的戦略(相互作用)の策定 ②迅速な戦略の実行 ③障

がい児者を取り巻く環境変化により発生する課題の解決 ④ONE TEAM”ワンチームによ

る効用を最大限に活かした包括的支援

ウ 「おおぞらＡｃｔｉｏｎ（ＯＯＤＡループ＋ＰＤＣＡサイクル）」を積極的に取り入れ、基

本目標を達成

１－(２) 本来業務の内容に対する理解及び対応

ア 障がい児者等の医療・福祉総合拠点として、外来診療、機能訓練、児童発達支援センター、

保育所等訪問支援、生活介護、相談支援（自主事業）を経験豊富な専門職員で遂行

イ 施設機能が停止しないよう、維持管理、大規模修繕(提案)、法令を遵守し、以下の効果に

よって施設の良好な状態を保つ

・安全安心と快適性確保・長寿命化達成・計画的資産更新・コスト削減・環境配慮

ウ 以下の業務について経験豊富な職員が、円滑な経営管理と業務効率を実現

・運営計画・実績管理・財務会計・施設利用関連事務・個人情報保護等・危機管理など

１－(３) 要望、意見、苦情への対応

施設への要望等を受動的に処理するのではなく｢能動的｣に対処し、ＯＯＤＡループによる迅速

な対応解決、ＰＤＣＡサイクルでの事業改善を図る

２ 設置目的を最も効果的に達成するための提案等

２－(１) 利用児者等へのサービスの向上

ア 診療所… 一部平日の時間延長や祝日の一部開所を検討

イ 児童発達支援センター… 親子保育の継続

ウ 生活介護事業… 祝日の一部運営を検討

エ 地域生活支援部（自主事業）… パソコンを利用した「リモート相談」の実施

オ ONE TEAM（通所部・診療部・地域生活支援部合同）によるご家族への統一した支援

２－(２) 利用児者等の増加を図るための取り組み

ア 可能な限り利用児者の受け入れを継続しセンター運営業務 18年間のノウハウを有効還元

イ 診療報酬、給付費など目標を設定し、毎月実施の「センター運営会議」で増減理由等検証

ウ センター主催「おおぞらセミナー」など地域（保護者、福祉事業所など）への情報発信

エ 中学校、高等学校の生徒を対象とした「福祉のしごと」に関する普及講演

オ ホームページの内容（情報）の充実や更新、また動画によるセンターの認知度アップ

２－(３) 施設の設置目的の理解と課題

ア 地域における障がい児者の拠点施設として医療及び福祉の増進を図りながら、今後は「ネ

ットワーク時代の中核施設」としても存在意義を発揮

イ センターの課題→解決策



①診療所… 受診（支援）時期の適正化と医師体制→ 診察以前からの支援と医師の確保

②児童発達支援センター… 手厚い支援の必要な子どもの増加→ 専門的な人材の育成等

③生活介護事業… 加齢に伴う障がいの重度化やご家族の高齢化→ 人材育成と処遇強化

④在宅医療的ケア児、複雑化した学童期など→ アウトリーチ（訪問支援・職員派遣）

⑤センターの部屋不足→ 専用化から共有化へ（部屋や廊下など）

２－(４) 総合的な療育の拠点施設としての効用を最も効果的に発揮するための方策

18年間のセンター運営管理で蓄積してきたノウハウの効用を障がい児者等へ有効に還元

ア 事業強化…包括的支援 乳幼児期→学童期→成人期の支援強化

イ 事業創出…医療的ケア充実 センター専門職による医療支援創出

３ 施設の管理に係る経費の縮減

３－(１)－① 市が支払う指定管理料の基本的な考え方と、事業団の指定管理料の提案

ア 指定管理料の基本的な考え方

①財源は市民の税金→指定管理料を有効活用 ②利用増加及びサービス向上を重視しなが

ら、コスト面も効率化 ③社会福祉法人会計基準に則り、入札・競争見積りを実施 ④業

者の選定は宮崎市指名競争入札参加資格者名簿より行い公平性・透明性を確保

イ 指定管理料の提案 ※消費税及び地方消費税を含む

３－(１)－② 第三者委託の範囲、理由、委託先に対する考え方

ア 医療福祉機器点検 施設設備点検… ①点検困難 ②長寿命化 ③適正確実な点検

イ 衛生管理… ①業務量に対し非効率 ②より良い衛生処理 ③遅滞のない業務遂行が可能

ウ 医療事務 ソフトウェアメンテナンス… ①職員省力化と職務安定性 ②高い知識技術

３－(１)－③ 業務の効率化と経費の縮減に関する考え方・提案

ア 「経営戦略室」の設置… ①担当者及び施設職員の育成 ②目標設定 ③定期会議の実施

イ 基幹・情報システムの再構築… ①電子決裁 ②端末やソフト変更 ③ＩＣＴ活用など

ウ これまでの縮減取組の継続… ①時間外勤務削減 ②軽微修繕 ③植栽管理方法など

エ 削減効果… ①消耗品費 ②水道光熱費 ③旅費交通費 ④修繕費 ⑤人件費など

オ 業務効果… ①情報の効率利用 ②働き方改革の推進 ③事務効率化 ④感染症対策など

４ 事業計画書に沿った管理を安定して行うための十分な能力

４－(１) 適切な管理運営のための、業務実施体制

ア 配置計画… 豊富な専門職を適所に配置

項目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

収
入

指定管理料 ４５４，２４５ ４５８，２７９ ４６４，０３２ ４６９，５２８ ４７４，８１６

その他の収入 ６，０６２ ６，０６２ ６，０６２ ６，０６２ ６，０６２

収入合計 ４６０，３０７ ４６４，３４１ ４７０，０９４ ４７５，５９０ ４８０，８７８

項目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

支
出

人 件 費 ３９４，２７１ ３９７，２９３ ４０３，２４５ ４０７，６５０ ４１３，０７７

事 業 費 ２４，９６２ ２４，８７２ ２４，７８０ ２４，６９０ ２４，５９７

事 務 費 ３４，５１２ ３５，５６７ ３５，４７４ ３６，５４１ ３６，４４５

そ の 他 ３，１７９ ３，１７９ ３，１７９ ３，１７９ ３，１７９

積立資産 ３，３８３ ３，４３０ ３，４１６ ３，５３０ ３，５８０

支出合計 ４６０，３０７ ４６４，３４１ ４７０，０９４ ４７５，５９０ ４８０，８７８



イ 勤務体制… 各種法令等に基づき、勤務時間を設定

ウ 賃金… 国に準じた給与体系とし、適正な支給水準を維持

エ 労働条件… 各種法令等に基づき、労働条件を設定

４－(２) 職員の能力育成のための研修

ア 全部門合同カンファレンス… 様々な専門職種が多面的に意見交換

イ OJT 日常業務を通して実践… 実務を通じてスキルを磨く

ウ Off-JT 研修知識や視察… 外部の講義等から基礎知識を習得

エ SDS 探求意欲や自己研鑽… 自発的な学習を推奨

４－(３)－① 地域や関係機関、ボランティア等との連携

ア 類似する医療・福祉との連携強化… 研修会や連携会議を主催しネットワーク強化など

イ ボランティアの参画… 障がい児者団体によるご家族へのサポートなど

ウ 地域福祉を担う医療福祉職の人材育成… セミナーの実施、実習生や職場体験生受け入れ

４－(３)－② 宮崎市との連携

ア 第５次宮崎市総合計画及びその裾野となる各種福祉計画の理解

イ 地域連携に努め、共生社会の実現に向け宮崎市の関係所管と密に連携

４－(３)－③ 地域や利用児者等のニーズ把握

ア 把握の手法… ①アンケート 意見箱 面談 交流活動など ②障がい団体と事業団職員

によるグループディスカッション ③各種連絡協議会での情報収集

イ 反映方法… ①ＯＯＤＡループによる迅速な対応 ②ご家庭等へ情報やノウハウを提供

４－(４) 類似施設等の運営実績

・宮崎市総合発達支援センター ・宮崎市児童館・児童センター１４施設

・宮崎市南部老人福祉センター等 ・宮崎市北部老人福祉センター及び宮崎市青少年プラザ

４－(５) 事業団の安定性、信頼性

ア コンプライアンスの重要視、高い倫理観を持った誠実な行動

個人情報の保護管理 情報開示と説明責任 良好な職場環境 反社会的勢力等の遮断など

イ 経営指標〔前回申請時(平成 26年度)対比〕

安全な基準値を超えており無借金等であることなど、直近５年間で財務状況はさらに安定

５ 安全管理

５－(１)－① 自然災害（地震、火災など）対策

自力避難が困難な障がい児者の人命救済、「公の施設」の保全、業務機能の維持（ＢＣＰ）を念

頭に策定した「防災対策要綱」に沿って危機管理意識を共有化

５－(１)－② 不審人物対策

スタットコール 職員等巡回 防犯講習 牽制ポスターの掲示 電子錠や防犯ブザー設置

５－(１)－③ 設備事故対策

ア 未然防止策… ①外部委託業者による点検 ②事業団職員による点検

イ 事故発生時の情報伝達… 事故発生→ 利用児者避難→ 消防署通報及び内部報告→

法人（施設）責任者判断→ 利用児者帰宅

５－(１)－④ その他安全確保

マニュアル等作成、訓練研修… ①感染症対策 ②給食アレルギー対策 ③送迎事故対策など

６ 労働福祉

６－(１) 雇用に対する基本的な考え方



有期契約職員の処遇改善… ①無期雇用転換 ②通勤手当や賞与支給改善 ③正職員登用検討

７ 環境保護及び障がい者の雇用等の福祉政策

７－(１) 環境に配慮した施設管理

宮崎市環境基本条例等の理解と推進… ①「COOL CHOICE」 ②環境負荷低減と環境学習

７－(２) 障がい者の就労支援

①法定雇用率…３．８８％ ②雇用状況…障がい等級２級１名 ③特定随意契約で雇用創出

●自主事業計画の概要

【事業１】宮崎市障がい者基幹相談支援・虐待防止センター事業〔宮崎市委託事業〕

（１）相談支援… 相談支援専門員が電話、訪問等し、医療福祉サービス、制度利用、施設利

用に関する助言や情報を提供。また、福祉サービスに関する関係機関との連絡調整

【相談支援専門員５名（社会福祉士、保育士、教員資格者など）】

（２）宮崎市巡回支援専門員整備事業… 保育所等に通う児童やその保護者が集まる施設等に、

発達障がい等に関する知識を有する専門員が巡回し、発達や関わり方について支援

【相談支援専門員外 2名（保育士資格者など）】

【事業 2】計画相談支援事業及び障がい児相談支援事業〔宮崎市指定事業〕

（１）計画相談支援… 障がい福祉サービスのサービス等利用計画作成、モニタリング

（２）障がい児相談支援… 障がい児通所支援の障がい児支援利用計画作成、モニタリング

【相談支援専門員６名（社会福祉士、保育士、看護師資格者など）】

【事業３】宮崎市障がい児等療育支援事業〔宮崎市委託事業〕

（１）訪問療育等支援事業… 障がい児等の家庭に対し、定期的または随時訪問し助言、支援

（２）支援外来療育等支援事業… 障がい児等に対し、外来の方法で各種相談、支援

（３）施設支援事業… 児童発達支援事業等の職員に対し、障がい児等療育に関し助言、支援

【相談支援専門員１名 相談員１名（保育士、社会福祉士資格者など）】

【事業４】宮崎市医療的ケア児等支援事業〔宮崎市委託事業〕

（１）医療的ケア児等の電話、面接又は訪問等による相談

（２）医療的ケア児等のサービス等利用計画等の作成及び利用に関する調整等

（３）「宮崎市医療的ケア児等支援連絡協議会及び実務者検討会」の開催用務

（４）医療的ケア児等の実態調査

（５）関係機関との連携など地域支援体制の整備

【医療的ケア児等コーディネーター１名（看護師、相談支援専門員資格者など）】

【事業５】医療的ケア児等の支援者及びコーディネーターの養成等事業〔宮崎県委託事業〕

（１）医療的ケア児等支援者養成研修の実施

（２）医療的ケア児等コーディネーター養成研修の実施

（３）医療的ケア児等コーディネーター発展研修の実施

【医療的ケア児等コーディネーター１名（看護師・相談支援専門員資格者）】


