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社会福祉法人県央福祉会 中長期計画 

法人経営理念 

「利用者主体の質の高い福祉サービスを通じて、地域社会に貢献します」 

 

基本方針 

Ⅰ 利用者主体 

①利用者の基本的人権を尊重します。 

②利用者の主体性や最善の利益、個性に配慮し

取り巻く環境の整備に努め、健全な成長や自

立を支援します。 

③利用者の成長や生活を支える柔軟なサービス

を提供します。 

④利用者と地域社会との関わりや交流が促進さ

れるように努めます。 

 

Ⅱ 質の高い福祉サービス 

①利用者が安心や安全と快適さを感じる福祉サ

ービスを提供します。 

②福祉サービスの評価、点検、改善に継続的に

取り組みます。 

③専門性と良識を持った福祉人材の育成と確保

に努めます。 

④福祉サービスが継続して提供できるための経

営基盤の確立に努めます。 

 

Ⅲ 地域社会への貢献 

①多様な関係機関や住民と協力・連携して地域

福祉の向上に努めます。 

②積極的な施設開放や情報公開等を通じて、組

織や事業の透明性を確保します。 

③法人、事業所、職員が持つ機能や専門技術等

を積極的に地域に還元します。 

④新たな地域の福祉ニーズに応える事業展開に

努めます。 

 

職員の約束（行動規範） 

Ⅰ 利用者や家族等の皆様への約束 

•私たちは、皆様に対して礼儀正しく、明るく笑顔で

思いやりを持って対応します。 

•私たちは、利用者一人ひとりをかけがえのない存在

として尊重し、基本的人権を擁護して、いかなる

差別、虐待、人権侵害も許しません。 

•私たちは、利用者を受容し、その希望と意思を尊重

し、個性、主体性、可能性の実現によって、利用

者一人ひとりが主役となれるよう努めます。 

•私たちは、専門的な役割と使命を自覚し、利用者の

より良い支援のため創意工夫することに努めます。 

Ⅱ 地域の皆様への約束 

•私たちは、施設を地域の皆様からお預かりしている

地域の財産としてとらえ、機能を十分に地域に還

元し管理します。 

•私たちの、子ども、障がい者、高齢者への対応や関

わりが地域の模範となるよう努めます。 

•私たちは、地域の関係者や関係機関等と協力連携し

て地域福祉の向上について考え、行動します。 

•私たちは、利用者、地域とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを図るとと

もに、積極的な情報開示、情報提供に努めます。 

Ⅲ 私たち自身への約束 

•私たちは、県央福祉会の職員としての誇りを持ち、

自己研修に励み自己の人間性と専門性の向上に努

めます。 

•私たちは、業務に必要な資格は最低限必要なものと

して取得します。 

•私たちは、共に働く仲間を思いやり、尊重し、協力

し合い、ﾁｰﾑﾜｰｸ良く働きます。 

•私たちは、新しいことへのﾁｬﾚﾝｼﾞを大切にします。
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【１】 はじめに 

Ⅰ 中長期経営計画策定の背景  

  障がい者サービスは、国の基盤整備が年々少しずつ充実の方向が見込まれている。現在はまだ

整備中でもあり、各サービスの単価はやや高めの設定となっているようであるが、今後は介護保

険同様に引き下げられることも視野に入れた経営が求められる。地域の福祉ニーズとしては、障

がい程度中重度の利用者の受け皿としての機能が期待されている。 

  高齢者サービスは団塊の世代が要介護者等になるまでのこれから約１０年間は、利用者数は増

加するが、競合する事業所数も増加しているため、対象となる利用者数は横ばい又は減少するこ

とが予想される。地域の福祉ニーズや課題を分析、検討して効果的な対応方法の検討が期待され

ている。 

  児童サービスは、子どもの数が減少してくるのに合わせて公立保育所は規模等が縮小する一方

で、他の保育園や幼稚園等との競合も予想される。 

  また、少子化に伴う新卒求職者数の減少や東京オリンピックを控えて福祉人材の確保が困難な

状況が予測され、人材の確保は留意すべき重要事項である。 

これらを踏まえて、法人のあるべき将来像を模索すると共に、一層の組織強化を図り、環境の

変化に適応できる経営と地域住民の福祉の向上に資する適切なサービスを提供することを目的と

して中長期計画を策定する。 

 

 

Ⅱ 計画期間 

○ 平成２７年度～平成２９年度  ３年 

 

※計画は定期的（半年に１回）及び随時に見直し修正を行い、内的要件だけでなく介護・

障がい等の報酬改定や景気の動きなどによる人材不足等の外的要件によっても適宜見直

しを実施する。 

 

 

Ⅲ 法人の中長期計画と施設の事業計画の連動について 

  法人の中長期計画との整合性を考慮して各施設の事業計画を作成する。各施設の福祉サービス

については、法人の計画に必ずしも捉われずに事業所の特色を活かし弾力的・発展的に年次計画

や中長期計画を作成することも可能とする。 
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【２】 法人の現状 

Ⅰ 法人の特徴 

  昭和５５年に知的障害者施設いからしの里を開設して以来、地域の福祉ニーズに応え、特別養

護老人ホームや保育所等の運営も手掛け、障がい者・高齢者・こどもの 3 分野にわたる総合福祉

を提供する法人として地域にも認知されている。近年は法人経営の組織強化を図りつつ地域に根

差した福祉サービスに努めている。 

 

Ⅱ 法人の課題 

 ①各事業所の提供する福祉サービス及び処遇等の高水準での統一 

   数年前までは事業所単位での職員採用、人材育成等があったため、現在でも提供する福祉サ

ービスの考え方等に違いがある。基本的な方針等について高水準での統一を図る必要がある。 

 ②人材育成と確保 

   人材育成の考えや方法についても事業所単位で違いがあり、高水準での統一が求められる。

また、安定的な人材の確保に努め新卒者数が激減する平成 29 年度以降にも対応が出来るよう、

中・壮年等の幅広い年齢層の雇用等についても検討を進める必要がある。 

   次代を担う幹部、中堅職員の育成も必要とされている。 

 ③総合的な福祉サービスの提供 

   3分野サービスの連携、協力体制をより強化することによって、法人の有する幅広い専門性を

発揮した支援が求められている。特に中重度障がい者の特別養護老人ホームへの入所について

組織的に取り組むことで、障がい者の高齢化の課題の解消や、他法人にはない法人の強みとな

ることが予測される。 

また、同種事業所間、異種事業所間の連携や協力体制を更に強化することも求められる。 

 ④人材育成型給与制度の導入 

   過去に法人として、人事考課について検討したが実施までには至らなかった。平成 16年度給

与改正の検証と現在における課題の検討に併せて、職員の労働意欲を高めるためのキャリアア

ップと給与制度の再構築が必要になってきている。 

 ⑤安定的な法人経営 

   中長期的な経営状況の推移を確認し、事業存続のため計画的な事業展開や職員処遇等が必要

である。杉の子工房、つかのめの里、にじいろ保育園、うらだての里、いからし工房は建設後

１０～３０年以上を経過し、設備の老朽化等が懸念されるため計画的な施設整備等積立金（修

繕積立金）の確保が必要である。 

   また、各事業所の地域の中での役割や特殊性を見出すと共に、各事業の採算性と社会的な必

要度等を考え合わせながら、経営が困難な事業の改善や縮小、より福祉ニーズがある事業への

取り組みも求められている。 

⑥地域の新たな福祉ニーズへの対応 

   県央地区の大規模社会福祉法人として、地域の福祉ニーズや県市町村の動向を踏まえて、新

たな福祉サービス提供の検討が期待されている。 
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【３】 中長期計画 

法人の課題を分析すると、内的要件として組織内の基礎部分の統一や整備、組織的な連携強化、

外的要件として地域の福祉ニーズや福祉制度の変化への迅速で的確な対応等が挙げられる。これら

のことを踏まえて、法人の経営基盤の確立のため、①福祉サービス、②組織・職員、③財務・コス

トの３点からの基盤の強化を行うため以下のように中長期計画を定める。 

 

Ⅰ 質の高い福祉サービスに向けて  

 ○福祉サービス事業者としての基本的かつ高水準の処遇や実施方法の統一に向けた取り組みを行

う。 

（共有） 

障がい者福祉サービス 利用者への処遇や基本的な支援方法に対する方針及び標準的な実施

方法（マニュアル等）の統一に向けた取り組みを行う。 

高齢者福祉サービス 処遇や三大介護等の基本的なサービスに対する方針及び標準的な実

施方法（マニュアル）の統一に向けた取り組みを行う。 

保育福祉サービス 現在作成されている、接遇や基本的な支援方法に対する方針及び標

準的な実施方法（マニュアル）の見直し改正を行う。 

・実施計画 

平成 27年度：各サービス拠点の職員で協議して実施計画及び各施設のマニュアル調整・統一 

平成 28年度：実施→見直し 

平成 29年度：評価→修正 

 

   ※Ⅲ新人職員育成方法の統一と合わせて実施 

 

 ○法人全体で共通の評価基準（新潟県第三者評価基準）による自己評価に毎年度取り組み、自ら

の福祉サービスを振り返り確認してサービス改善に努める。（共通） 

法人全体 新潟県第三者評価基準（高齢者域密着型サービス等を除く）によっ

て、毎年度 12月までに実施して課題を明確にし、次年度の事業計画

等に反映させる。 

・実施計画 

平成 27年度：各事業所で自己評価実施 

平成 28年度：自己評価情報の法人内共有と情報公表、第三者評価等の実施について検討 

平成 29年度：法人内事業所輪番等による第三者評価の受審開始 
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Ⅱ 地域社会への貢献 

 ○地域の福祉ニーズに応える福祉サービスの提供に努める。（共有） 

障がい者福祉サービス 地域の福祉ニーズをしっかりと把握し、新潟県及び三条市福祉計画

や障害者総合支援法の動向を踏まえ、長久の家の新設事業移行、い

からしの里改修後の建物活用、相談体制の強化、利用者工賃向上の

取り組み等を実施して、障がい者の地域生活基盤の整備に努める。 

・実施計画 

平成 27年度：いからし工房 34名（4名の定員増） 相談体制の強化 

平成 28年度：長久の家（グループホーム 地域活動支援センター） サービス開始 

平成 29年度：いからしの里（生活介護）定員増等の検討 

 

高齢者福祉サービス 地域の福祉ニーズをしっかりと把握し、新潟県及び三条市の介護事

業計画や介護保険法改正の動向を踏まえて、現在のサービスの見直

し改善を行い、新規福祉サービスについても検討する。 

・実施計画 

平成 27年度：現福祉サービスの見直しと改善計画策定  

平成 28年度：実施→見直し 

平成 29年度：評価→再計画 

 

児童福祉サービス 地域の福祉ニーズをしっかりと把握し、三条市の次世代育成支援計

画や制度改正の動向などを踏まえて保育計画等の見直しを行うとと

もに、法人の保育園数の増に向けた取り組みも検討する。 

 

 

 ○施設や職員の専門性を地域に還元する活動に積極的に取り組む。 

  小･中･高校への福祉出前出張講座並びに福祉体験の受け入れ（共通） 

法人全体 現在と同様に、地域福祉の向上のために施設での体験受け入れや 

外部への講師派遣等に取り組む。 

他団体等の実施プログラム及び実施方法を参考として、地域の子ど

もに向けた福祉教育の充実に努める。 

・実施計画 

平成 27年度：実施内容検討 

   平成 28年度：実施計画策定 

   平成 29年度：実施、評価 
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○地域との連携、協働の拡充を図る。（共有） 

法人全体 各事業所又は法人として一般市民を対象としての施設開放、福祉技

術の地域への還元、また、引きこもり、生活困窮者の社会参加の場

の提供など多様な地域福祉への取り組みを行う。 

ボランティア情報が共有できる仕組み作りを行い、ボランティアと

事業所双方の希望する活動が速やかに行える環境を整える。 

・実施計画 

平成 27年度：ボランティア担当者会議を開催して、情報の共有及び実施方法の検討 

平成 28年度：実施→見直し 

平成 29年度：評価、修正 

 

 ○地域の福祉ニーズの把握・分析とニーズ充足の足掛かりとなる新たな活動を検討する。（共通） 

法人全体 施設長会議等において、障がい・高齢・児童福祉サービスの情報を

共有する。制度の変化や今後の利用者の動向等の情報を把握確認す

ることで法人の強みを活かした経営を行う。 

 

 

Ⅲ 人材育成と確保 

 ○新人職員育成の取り組みの統一を図る。（共通） 

法人全体 教育担当者制度等の新人職員育成方法について法人内で基本的な姿

勢と取り組みを統一する。 

・実施計画 

平成 27年度：各事業所職員教育担当者間で協議して実施方法の検討・共通マニュアルの作成 

平成 28年度：実施→見直し 

平成 29年度：評価→修正 

   ※Ⅰ標準的実施方法の整備と合わせて実施する 

 

 ○職員の個別研修計画に取り組む。（共通） 

法人全体 法人研修担当者会議において研究、検討を行い、各分野・施設に応

じた福祉人材育成に努める。ОＪТのコンセプトの共有化を図り、

ひいてはＳＶ（スーパービジョン）体制の検討・実施へつなげる。

新人職員及び主任、管理職員等の望まれる職員像についても検討し

て示す。 

・実施計画 

平成 27年度：個別の職員の研修計画の実施、活用 望まれる職員像の検討 

平成 28年度：評価→修正 

平成 29年度：ＳＶ（スーパービジョン）体制の検討 
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 ○人事・給与制度（人事考課含む）及びキャリアアップ制度の見直し整備を図る。（共通） 

法人全体 給与改正ワーキンググループ会議において、協議して改善案の提案

を行う。 

・実施計画 

平成 27年度：改正案の作成 

平成 28年度：実施 

平成 29年度：評価→修正 

 

 

Ⅳ 法人の強み（総合福祉サービス）を活かした福祉サービスの提供 

 ○同種事業所間、異種事業所間の連携や協力体制強化のための取り組みを進める。（共通） 

障がい者福祉サービス 

高齢者福祉サービス 

 

必要な職種や事業所等での定例会議の設置による効果を検討して、

会議の設置へとつなげる。 

・実施計画 

平成 27年度：定例会議の検討 

平成 28年度：実施→見直し 

平成 29年度：評価→修正 

 

 ○障がい事業所から高齢事業所への利用者のスムーズな受け入れの仕組み作り。 

（高齢 障がい） 

障がい者福祉サービス 

高齢者福祉サービス 

 

「障がい者の高齢者施設転所のための検討会」を設置。障がい・高

齢双方の事業所が利用者の転所の可否を見極めるために、お試し利

用や職員間の相互確認、職員実習等を行い、障がい事業所から高齢

事業所への転所がスムーズに実現するための仕組みづくりを行う。 

・実施計画 

平成 27年度：検討会の設置、実施方法の検討 

平成 28年度：実施→見直し 

平成 29年度：評価→修正 

 

 

Ⅴ 法人経営 

 ○法人組織・経営力の強化に向けて幹部・中堅職員を育成する。（共通） 

法人全体 次代を担う幹部、中堅職員の育成。 

組織力を高める組織・人事体制の整備。 

・実施計画 

平成 27～29年度：キャリア形成の再検討 研修会の企画・実施 組織体制の検討・整備 
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 ○財務の経営状況を中長期的に見据え計画的な経営に努める。 

設備の老朽化に伴う施設整備等積立金（修繕積立金）の確保と適切な運用（共通） 

法人全体 中長期的な財務の経営状況の推移を確認し、事業展開や職員処遇等

について計画的に取り組む。法人資金の適切な会計区分移動（施設

整備等積立金）を行い、施設・設備の老朽化等に備える。 

・実施計画 

平成 27年度：実施計画の検討・作成 

平成 28年度：実施→見直し 

平成 29年度：評価→修正 

 

○保有地・施設等の環境保全整備と有効活用の検討を進める。（共通） 

法人全体 施設の設備や敷地等の計画的な整備・活用方法などについて検討を

行う。 

・実施計画 

平成 27年度：実施計画の検討・作成 

平成 28年度：実施→見直し 

平成 29年度：評価→修正 

 

 ○リスク管理 防災マニュアル等の計画の見直し、整備をする。（共通） 

法人全体 大規模災害時の法人としての対応方法について定め、法人内で有機

的な連携が出来るように仕組みづくりを行う。 

・実施計画 

平成 27年度：実施計画の検討・作成 

平成 28年度：実施→見直し 

平成 29年度：評価→修正 

 

 

Ⅵ 魅力的な職場づくり 

 ○魅力的な職場づくりを積極的に進める。 

：リフレッシュ休暇 子育て支援 ノー残業デイ メンタルヘルスなど。（共通） 

法人全体 社会福祉法人県央福祉会 行動計画に定めた内容と合わせて職員の

メンタルヘルス等について法人内に必要な窓口を設置する。 

・実施計画 

平成 27年度：現況確認→実施→見直し 

平成 28年度：実施→見直し→評価 

平成 29年度：計画→実施→見直し 
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          附      則 

1 この計画は、平成 27年 4月 1日から施行する。 

 


