
会議･委員会等体制

会議等名 協議・検討内容 構成員

運営
意思決定

課長会議

・園運営の主要課題及び重要事項
・園長の特命事項
・法人諸会議の報告
・その他必要事項

園長・総務部長・支援部
長・各課長・地域支援部
長・各事業所課長

スマイルプロジェクト

・新施設移転に伴う各種手続きに関わる事
項
・その他必要な事項

園長・総務部長・支援部
長・各課長・地域支援部
長・各課長

全体職員会議

・園運営上の重要課題に関して職員全体
の意見交換・集約
・園内外の情報発信伝達
・その他必要事項

全職員

運営会議

・園運営上の重要課題の調整、運営方針
の検討
・所管課の課題、検討事項の共有
・その他必要な事項

園長・総務部長・支援部
長・各課長・各主任・地域
支援部長・各事業所課長

主任会議

・各ホーム運営上の重要課題の調整、方
針の検討
・意思決定支援に関する具体的な取り組
み、検証
・その他必要事項

支援部長・各主任

運営
調整
協議

総務課会議

・施設維持管理に関する事項
・経理処理および予算執行管理
・人事・労務管理

総務部長・総務課長・担
当課長・主任・課員

地域サービス課会議

・課運営に関する事項
・地域拠点としてのニーズ開拓
・短期入所調整に関する事項
・意思決定支援の促進に関する事項
・新施設移転に向けての準備に関する事
項

地域サービス課長・主任・
課員

日中支援課会議

・課運営に関する事項
・日中支援活動（生活介護）に関する事項
・意思決定支援に関する事項
・虐待防止に関する事項
・その他必要な事項

日中支援課長・サービス
管理責任者・主任・課員

生活課会議・寮会議

・課運営の主要課題及び重要事項
・課全体の意見交換及び情報伝達
・利用者支援及び個別支援計画書に関す
る事項
・意思決定支援に関する事項
・身体拘束関する情報共有・検証・提案
・虐待防止に関する事項
・その他必要な事項

担当課長・サービス管理
責任者・主任・課員
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会議等名 協議・検討内容 構成員

生活課リーダー会議

・グループ運営の主要課題及び重要事項
・利用者支援及び個別支援計画書に関す
る事項
・意思決定支援に関する事項
・身体拘束の実施状況の検証・共有
・虐待防止に関する事項
・その他必要な事項

担当課長・サービス管理
責任者・主任・課員

グループモニタリング会議

・グループ運営の主要課題及び重要事項
・利用者支援及び個別支援計画書に関す
る事項
・意思決定支援に関する事項
・身体拘束の実施状況の検証・確認
・支援の振り返りによる虐待防止への取組
み
・その他必要な事項

サービス管理責任者・主
任・課員

看護課会議

・看護課運営に関する事項
・利用者の医療・看護に関する事項
・その他感染防止に必要な事項

看護課長・看護師

運営
調整
協議

地域生活支援課会議

・課運営に関する事項
・地域生活に関する事項
・世話人会議、研修に開催
・その他必要な事項

地域生活支援課長・サー
ビス管理責任者・課員・世
話人

根小屋地区日中活動
支援センター会議

・課運営に関する事項
・地域生活に関する事項
・その他必要な事項・課運営に関する事項
・地域生活に関する事項
・その他必要な事項

根小屋地区担当課長・
サービス管理責任者・課
員

寸沢嵐地区日中活動
支援センター会議

・課運営に関する事項
・生活介護に関する事項
・相談支援に関する事項
・意思決定支援に関する事項
・その他必要な事項・課運営に関する事項
・生活介護に関する事項
・相談支援に関する事項
・その他必要な事項

寸沢嵐地区担当課長・
サービス管理責任者・相
談支援専門員・課員寸沢
嵐地区担当課長・サービ
ス管理責任者・相談支援
専門員・課員

若柳地区放課後等デ
イサービス事業所会
議

・課運営に関する事項
・地域生活に関する事項
・その他必要な事項・課運営に関する事項
・地域生活に関する事項
・その他必要な事項

若柳地区担当課長・児童
発達支援管理責任者・課
員

委員会
業務検討

虐待防止委員会
（課長会議内に位置
づけ）

・虐待防止の体制作り、研修に関する事項
・虐待防止のためのチェックとモニタリング
の取組みに関する事項
・虐待発生後の対応及び再発防止に関す
る業務点検と改善に関する事項
・その他必要な事項
①虐待防止のための計画づくり
②虐待防止のチェックとモニタリング
③虐待発生後の検証と再発防止策の検
討　研修実施の義務化

園長・総務部長・支援部
長・課長・主任・地域支援
部長・課長



会議等名 協議・検討内容 構成員

行動制限判定会議

・身体拘束ゼロに向けた現状の課題整理
と取組みに関する事項
・毎月の身体拘束の状況確認及び検証・
評価
・身体拘束継続及び解除についての検証
・評価及び承認
・その他必要な事項

園長・総務部長・支援部
長・各課長（サービス管理
責任者）・他必要に応じて
園長が指名した者

・防犯体制作りに関する事項 ・防犯体制
作りに関する事項

・災害対応対策に関する事項・防災訓練
に関する事項
・環境整備に関する事項
・その他必要な事項・災害対応対策に関
する事項・防災訓練に関する事項
・環境整備に関する事項
・その他必要な事項

・リスクマネジメントに関する事項
・利用者の安全の確保と生活の質の向上
の推進に関する事項
・その他必要な事項・リスクマネジメントに
関する事項
・利用者の安全の確保と生活の質の向上
の推進に関する事項
・その他必要な事項

衛生委員会

・労働安全衛生法第18条に基づき設置
・職員の健康障害を防止するための基本
対策等・労働安全衛生法第18条に基づき
設置
・職員の健康障害を防止するための基本
対策等

総務部長・衛生管理者・
産業医・主任・課員

あおぞら委員会

・利用者の人権擁護に関する事項・第三
者による点検（芹が谷オンブズパーソン活
動、相模原オンブズマンネットワーク）に関
する事項
・利用者の自治会活動に関する事項
・身体拘束に関する事項
・ご家族、実習生、職員向けアンケートに
関する事項
・その他必要な事項

担当課長・主任・課員

・利用者の栄養状態を基に検討した健康
管理に関する事項。
・食思、摂取状況、嚥下状態を考慮した食
生活に関する事項。
・検討事案により医師の助言を盛り込んだ
個別支援計画の取り組み。

・医療的ケア研修に関する事項
・その他必要な事項・喀痰吸引等に関する
事項・喀痰吸引等に関するひやりはっと分
析に関する事項
・その時風、季節にあった確認事項の発
信。
・その他必要な事項

委員会
業務検討

危機管理委員会
（防犯委員会・防災委
員会・リスクマネジメン
ト委員会（RM委員
会））

総務部長・担当課長・主
任・課員・地域支援部長・
課長・主任・課員

健康食生活委員会
（安全委員会）

担当課長・看護師・栄養
士・主任・課員・（支援部
長）



会議等名 協議・検討内容 構成員

・強度行動障害対策事業対象者の支援に
関する事項
・その他必要な事項・強度行動障害対策
事業対象者の支援に関する事項
・身体拘束状況の把握や、その軽減に向
けた支援検討に関する事項
・その他必要な事項

・園内研修や派遣研修の企画実施に関す
ること
・法人研修委員会との連携及び検討内容
の周知・園内研修や派遣研修の企画実施
に関すること
・法人研修委員会との連携及び検討内容
の周知

広報情報ネットワーク
委員会

・機関紙の発行等、園の広報に関する事
項
・情報ネットワークの運営・管理に関するこ
と
・法人ネットワーク委員会との連携
・その他必要な事項・機関紙の発行等、園
の広報に関する事項
・情報ネットワークの運営・管理に関するこ
と
・法人ネットワーク委員会との連携
・その他必要な事項

担当課長・主任・課員

各行事における実行
委員会

・各行事の開催準備に関する事項 担当課長・担当課員

支援調整
サービス利用調整会
議

・入所、退所者の決定及び前後の情報共
有
・生活介護利用方法について調整を行う。
・その他必要な事項・主に生活介護利用
方法について調整を行う。
・その他必要な事項

園長・支援部長・サービス
管理責任者・生活課主
任・生活支援担当職員・
地域支援部長・各事業所
課長・各事業所主任

総合支援調整会議

・新規一般入所者について支援経過報
告、支援計画の確認
・その他必要な事項

園長・支援部長・各課長・
主任・課員・心理

強度行動障害
専門支援調整会議

・事業対象者の状況把握、事業継続に関
する事項

園長・支援部長・課長・主
任・課員・強行事業担当・
心理

委員会
業務検討

強度行動障害支援検
討委員会（研修委員
会）

担当課長・強行事業担
当・主任・課員・（心理職
員）


