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社会福祉法人石見さくら会中期事業計画（２０１８年度－２０２０年度） 

 

Ⅰ．外部環境分析 

 

１．経済環境の変化 

   2012 年末から景気の緩やかな回復基調が続くなか、有効求人倍率等からみると

労働市場はバブル期並みの人手不足状態となっています。こうした中で、女性や高

齢者など相対的に労働時間が短い労働者の市場参加が高まっており、労働力需要に

対して、労働力供給面が追いついていない状況にあります。こうした労働市場環境

下にあって、福祉業界ではより一層求人が困難になってきています。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

   今後の持続的経済成長を制約する要因として、少子高齢化等による労働力供給の

制約が言われています。また、人手不足にもかかわらず、効率的な人材の活用が進

まず、労働生産性の伸びが緩やかになっていることも制約要因と言われています。

我が国の労働生産性の上昇率な長期的に低下傾向にあり、長時間労働による時間当

たりの仕事の効率の悪さもその原因と言われています。こうした中で、働き方改革

の必要性が強調されており、長時間労働の是正、同一労働同一賃金など非正規労働

の処遇改善（労働者のモチベーションアップに資する）、柔軟な働き方がしやすい

環境整備が、労働力供給面の増加、労働生産性の向上に資すると言われています。

また、こうした改革が家計所得の向上や個人消費の増加へと繋がっていき、経済の

好循環を生み出すと言われています。 

 

２．社会環境の変化 

（１）我が国の人口動態 

     我が国の総人口は２００８年をピークとして、既に減少傾向にあります。こ

の減少要因は、０歳から１４歳人口（こども人口）及び１５歳から６４歳人口

（労働力人口）が、減少し続けているためです。国立社会保障・人口問題研究

所による推計（中位推計）により、２０１０年と２０４０年を比較すると、子

ども人口は１，６８４万人から１，０７３万人（減少率３６．３％）へ、労働

力人口は８，１７３万人から５，７８７万人（減少率２９．２％）となる予測

です。一方、６５歳以上人口（高齢者人口）は２，９４８万人から３，８６８

万人（増加率３１．２％）となり、少子高齢化が一層進む見込みです。 

 

 （２）島根県の人口動態 

     島根県においては、上記同期間において、子ども人口は、９．２万人から５．

５万人（減少率４０．２％）へ、労働力人口は、４１．７万人から２６．２万



 
 

2 

 

人（減少率３７．２％）へ、高齢者人口は２０．９万人から２０．４万人（減

少率２．４％）となる予測です。島根県は全国の傾向とは違い、高齢者人口も

増加せず、今後全年代層で減少する予測となっています。つまり、島根県では

高齢者人口割合は高まるものの、その絶対数は横ばい状態で、増加しない状況

です。 

 

（３）邑智郡内の人口動態 

    邑南町の人口は１９８５年以降減少が続いています。２０１０年と２０４０年

（予測）を比較すると、総人口は、１２，０１４人から７，３６０人（減少率３

８．７％）へ、子ども人口は１，２７３人から６９７人（減少率４５．２％）、

労働力人口は５，８３６人から３，０８７人（減少率４７．１％）、高齢者人口

は４，８５０人から３，４５３人（減少率２８．８％）となる予測となっていま

す。邑智郡内の他町（川本町・美郷町）については、子ども人口及び労働力人口

はともに５割を超える減少率が予測されており、邑南町以上に大きく減少してい

く見込みです。 

    当地域においても、高齢者人口の割合は高まっていくものの、その絶対数も減

少していく見込みです。 

 

（４）２０２５年問題 

    ２０２５年問題として、団塊世代が全て７５歳以上の後期高齢者となり、５人

に１人が７５歳以上となることにより、社会保障費（介護・医療費等）の急増が

懸念されています。我が国においては、７５歳以上人口は２０３０年までは全都

道府県で増加すると予測されています。島根県においても、高齢者人口全体では

横ばい状況ですが、７５歳以上人口については、２０１０年の１１９，４４２人

から２０４０年には１２８，７９９人と９千人余り増加する予測です。しかし、

邑智郡内では５，７０９人から４，０５４人へ減少することから、全国的な傾向

とは状況が違い、今後人口が増加する年代層がなく、全世代層で人口規模が縮小

していくことが予想されます。 

 

（５）地域社会、家族関係の変化 

    これまで「夫婦と子」からなる世帯が主流であったのが、少子高齢化とともに

未婚率の上昇、晩婚化・晩産化や核家族化等を背景として、将来単独世帯が主流

になることが予想されています。しかも、単独世帯のうち高齢者単独世帯の割合

が５割を超えることも予想されています。このように家族規模が縮小する傾向に

あるとともに、地域社会とのつながりが希薄化する傾向にあります。特に若い世

代では、他者への信頼感が希薄化しているといわれ、地域での連帯意識が弱まる
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傾向にあります。また、単独世帯の増加は、世帯における稼得能力の低下により

世帯間格差を生む要因でもあります。こうした地域社会や家族関係の変化により

児童虐待、子どもの貧困率の上昇や生活保護受給者の増加等様々な社会問題を発

生させる要因となってきています。 

 

 ３．市場環境の変化 

    石見さくら会の利用者ニーズの量的変化（市場環境の変化）は、基本的には人

口動態に大きく影響されます。高齢者福祉事業については高齢者人口に、児童福

祉事業（保育所事業）は子ども人口に影響されます。 

    全国的な介護に対するニーズは今後も高まり、成長市場であることは間違いあ

りません。このため介護業界へ新規参入してくる企業も全国的に増加しています。

しかし、邑智郡内の高齢者福祉事業の利用ニーズ量は、邑智郡内の高齢者人口が

減少傾向にあることから、今後、減少して行くことが予測されます。２０２５年

問題にみられるように、全国的には、今後介護需要は増加するとみられています

が、邑智郡内という地域で捉えると、上記のとおり７５歳以上人口も減少してく

ることから、施設の空床が発生してくる可能性があります。 

    現在の邑南町の高齢者のうち、要支援・要介護認定者は１，０８５人で、高齢

者人口の２２．８％となっており、このうち介護度３以上は４２３人で、３８．

９％となっていますが、こうした割合も減少していくことも予想さます。実際に、

高齢者人口に対する介護保険認定率は、前年比－０．７％で、介護保険サービス

利用者が減少している状況が既に現れてきているとみられます。 

    保育所の利用者ニーズは、基本的には邑南町内の０歳児から５歳児人口の変化

によります。これは、この地域では、子どもは親の居住地の保育所に通所させる

ことが一般的であり、都会地のように遠隔地へ通所させることはあまり考えられ

ないからです。 

    邑南町の資料（但し５歳児は含まれていない。）により２０１０年と２０４０

年を比較すると、３８５名から２２２名（減少率４２．３％）になる予測です。

２０３０年時点でみても、２４７名となっており、３５．８％減少する予測です。

つまり、今後１０年余りで３割余り減少していくことが予測されています。 

    なお、保育所利用ニーズ量は、より地域範囲が限定されています。これは、親

の居住地域内の保育所に入所させているためですが、邑南町では、石見地域、瑞

穂地域及び羽須美地域の３地域に分かれており、このうち石見地域の０歳児から

４歳児の割合は４９．３％となっています。つまり、石見地域の将来的な保育ニ

ーズの総需要量は、上記人口予測の約半分程度ということになります。 

これに５歳児人口分を加算する必要があります。将来の０歳から４歳人口の減少 

率を基に現在の５歳人口から２０３０年時点の５歳人口を予測すると、２４名程 
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度となり、石見地域の２０３０年時点の保育所総利用ニーズ量は、１５０名程度

となります。 

つまり、将来各保育所でも定員割れが生じる可能性があります。 

   

４．労働市場環境の変化 

    職員の確保は、既に大きな課題となってきています。この職員確保も基本的に

は人口構造の変化に影響を受けます。それは労働力人口の変化です。２０１０年

と２０４０年の比較から、邑南町の労働力人口の推移をみると、上記のとおり大

きく減少することが予測されています。また、邑智郡内の他町に至っては、５割

を超える減少が予測されており、邑智郡内で職員を確保していくことが、一層困

難になる可能性があります。特に少子化を背景として、若手職員の確保が一層困

難になる可能性があります。 

    ２０２５年問題により急増する介護人材需要に対し、その確保が大きな課題と

なっています。厚生労働省の需給推計では２０２５年度には全国で介護職員が約

２５３万人必要とされる一方、供給見込は２１５万人で、３８万人程度不足する

予測となっています。また県内では３２６人不足する予測です。今後介護人材の

獲得競争が一層激しくなります。人口規模が縮小することが予測される当地域の

人材吸引力が、こうした競争環境下において一層弱まることが懸念されます。 

 

５．国の財政構造の変化 

    社会福祉法人の収入源は、保険料と国の税収等（公費負担）に依存しています。

これまで消費税収分は、高齢者の社会保障財源として使用されてきました。しか

し、２０２５年問題にみられるように、今後社会保障費の急増が予測されるなか

で、国債発行の限界、デフレ経済からの脱却が進まないなかでの消費税率の引き

上げも難しい状況にあります。２０１５年度介護報酬改定では全体で２．２７％

のマイナス改定となり、給付内容の縮小等が既に起こってきています。こうした

環境下から、介護報酬の減額への流れが加速し、特に入所系事業所の報酬増加は

見込めないと予想されます。また、今後は在宅への介護サービスのシフトや地域

包括ケアシステムの構築、地域貢献事業への取り組みから他職種、他事業所との

連携に対する取り組みが評価されると予想されます。このように、これまで以上

の収益環境の改善は、基本的には見込めない状況にあります。 

    なお、介護分野では、「未来投資戦略２０１７」において「科学的介護導入に

よる「自立支援の促進」」を目指すこととされています。今後、データ分析によ

る科学的な効果が裏付けられた介護サービスの実施を介護報酬へ反映させるこ

とや、介護現場でのロボット・センサー等の効果実証を進め、その活用度を介護

報酬や人員基準に反映させるとしています。このように介護予防や、要介護状態
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からの悪化防止を評価する方向へとなってきており、これまでの要介護度が重い

利用者を対象とすることによって、介護報酬を厚くすることから、方向転換が図

られようとしています。 

 

６．社会福祉諸制度の変化 

   国の財政構造の悪化により、行政課題としては、社会保障費の伸びを出来る限り

抑制することにあります。そのため、現行の諸制度を変革することが予想されます。

その一つは地域包括ケアシステムの構築です。地域の実情にあったケアシステムを

構築し、安心して暮らせる地域づくりを目指すものです。訪問介護及び通所介護に

おいてこれまで全国一律であった予防給付を地域支援事業へ移行するとともに、地

域の多様な主体を活用して、ケアサービスの充実と費用の効率化を図るものです。 

   また、特別養護老人ホームへの入所対象者を要介護３以上としたことや、介護サ

ービス利用における自己負担割合の増加など、国は諸制度を変化させてきています。 

   児童福祉分野においては、「子ども・子育て支援新制度」が平成２７年４月より

スタートしました。「認定こども園」においては保育の機能と教育の機能を合わせ

持つとともに、親の就労等を入園要件としないことから、利用対象者の拡充がされ

てきています。更に、保育所待機児童問題から「企業主導型保育事業」も新たに創

設されるなど、０歳児から５歳児の多様な保育ニーズに対応した施策が実施されて

きています。また、平成３０年度からは保育指針が改定され、それに沿った保育の

実施が求められることになります。 

   社会福祉法人の経営はこうした制度変更に沿った動きに対応し、その制度の範囲

内で経営を行う制度ビジネスでもあります。従って、今後の社会福祉制度の変化は、

経営の大きな影響を与えるものとなります。 

 

７．政治・法律の変化 

   現政権下では、Ｓociety5.0の実現を目指すとされています。Ｓociety5.0とは、 

①狩猟社会、②農耕社会、③工業社会、④情報社会に続く、人類史上 5番目の新し 

い社会であり、新しい価値やサービスが次々と創出され、社会の主たる人々に豊か 

さをもたらしていく社会と定義づけられています。第 4次産業革命（ＩoＴ、ビッ 

グデータ、人工知能（ＡＩ）、ロボット、シェアリングエコノミー等）のイノベー 

ションを、あらゆる産業や社会生活に取り入れることにより、様々な社会課題を解 

決する社会とされ、その実現に向けた改革として「未来投資戦略 2017」が策定さ 

れています。 

我が国の政策資源を集中投入する戦略分野として「健康寿命の延伸」、「移動革命 

の実現」、「サプライチェーンの次世代化」、「快適なインフラ・まちづくり」、「Ｆin 

Ｔech」があげられ、各戦略分野での具体的施策が示されています。「健康寿命の延 
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伸」において、保険者のデータヘルスを強化し、企業の健康経営との連携推進や健 

康経営優良法人認定の拡大、介護分野においては、「科学的介護導入による「自立 

支援の促進」」を目指すこととされていることは、前述したとおりです。 

   生産性・イノベーションの向上につながる働き方の促進として、多様で柔軟な働 

き方を実現するため、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇格差 

の解消を目指す同一労働同一賃金を導入するため、パートタイム労働法、労働契約 

法及び労働者派遣法の改正が行われようとしています。また、賃金引上げと労働生 

産性の向上を目指すため、最低賃金を年率３％程度を目途として、全国加重平均が 

1,000円となることを目指しています。その他、女性活躍の更なる促進のために「子 

育て安心プラン」の推進、障害者等の就労促進のため、2018年度より法定雇用率 

の引上げなどが実施されます。 

     

８．邑智郡内の高齢者福祉事業所の現状と今後 

   邑智郡内の高齢者福祉事業所は、特別養護老人ホームは３事業所で１５０床、特

定施設は２事業所１００床、老人保健施設は２事業所１９０床となっています。ま

た、短期入所生活介護は３事業所３４床、通所介護は、通所リハビリを含めて７事

業所で展開されています。居宅介護支援事業所は、５事業所で約６３０人の在宅生

活の支援が行われています。 

   介護保険事務組合によるサービス利用の推移から現状をみると、介護老人福祉施

設３事業所、介護老人保健施設２事業所の利用は、定数に対し安定した利用となっ

ています。また、短期入所生活３事業所の利用は２０１３年度から減少傾向にあり

ますが、短期入所老健については増加傾向にあります。 

   通所系の利用については、通所介護５事業所については２００９年度から減少傾

向、通所リハビリ２事業所は微増となっています。総体的に医療系事業所の利用の

上昇が見られます。 

   特定施設入居者生活介護事業所については、養護老人ホームを含め２事業所の介

護保険サービス利用状況は、２００９年３月と比較して微増しています。介護保険

サービス利用が増えており、今後は介護度の重度化が進むものと予想されます。 

   居宅介護支援事業所の介護保険サービス利用者は、２００９年３月の６３８人に

対して、２０１６年３月は６２７人と減少してきています。２０１７年度からの介

護保険サービス事業、介護予防事業、総合事業の３つの事業が稼働を始めたことに

より、利用者の方にとってわかりづらいものとなっています。 

   今後の邑智郡内の人口動態を考慮すると、事業所数の増加は見込まれず、むしろ

利用者の減少が予想されます。高齢者人口が減少していくなかで、多種多様なサー

ビス業者が存在する現状から、福祉施設では特色のあるケアの実施や介護予防事業

を見据えた戦略が必要となってきています。 
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Ⅱ．内部環境分析 

 １．「社会福祉法人アクションプラン２０２０」による評価 

    本会の内部環境については、「社会福祉法人アクションプラン２０２０」（全国

社会福祉法人経営者協議会）における実践ポイントにもとづいて評価を行いまし

た。この「社会福祉法人アクションプラン２０２０（実践ポイント）」は、社会

福祉法人の経営原則から共通に求められること（中期目標）に対して、現状をチ

ェックするものです。つまり、実践ポイントでの取り組みが弱い場合は、社会福

祉法人としては弱みと言えます。 

    内部環境分析は、強みと弱みの視点から分析を行います。一般的には強みを強

化することが優先的に行われますが、社会福祉法人に共通して求められることに

対して、「弱い」点があれば、それを強化していくことが公益性を求められる社

会福祉法人の責務となります。 

    今回の内部環境分析は「利用者に対する基本姿勢」、「社会に対する基本姿勢」、

「福祉人材に対する基本姿勢」、「マネジメントに対する基本姿勢」の４つの基本

姿勢の視点からそれを構成する行動指針に対して、各事業所の評価に基づいて行

いました。以下は、各事業所の評価を総合したもので、法人全体の状況を示した

ものです。 

 

   【自己評価が比較的高い点】 

    １．利用者に対する基本姿勢 

（１）行動指針１「人権の尊重」    

        「インフォームドチョイスの重視」、「苦情解決・相談体制の整備」 

（２）行動指針２「サービスの質の向上」 

        「サービスの自己点検と改善」、「職員の教育・研修の充実」、「職員及

び利用者やその家族等の参加による改善の取り組みと確認」 

（３）行動指針３「地域との関係の継続」 

        「ボランティアの育成と活動支援」 

２．社会に対する基本姿勢 

（１）行動指針５「地域における公益的な取組の推進」 

        「低所得者への配慮」 

（２）行動指針６「信頼と協力を得るための情報発信」 

        「経営情報の公表」 

３．福祉人材に対する基本姿勢 

（１）行動指針７「トータルな人材マネジメントの推進」 

        「横の連携の推進」 
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   【自己評価が比較的低い点】 

１．利用者に対する基本姿勢 

 （１）行動指針１「人権の尊重」 

       「成年後見制度の活用」「虐待を発生させない体制作り」、「職員に対

する倫理教育の充実」 

    （２）行動指針２「サービスの質の向上」 

       「第三者による評価の受審」、「リスクマネジメント体制の構築」 

    （３）行動指針３「地域との関係の継続」 

       「在宅での生活を支えるサービス提供」、「家族や介護者等に対する支

援」 

    （４）行動指針４「生活環境・利用環境の向上」 

       「災害対策計画に基づく実効性のある訓練の実施」、「災害時の事業継

続計画（ＢＣＰ）の整備」 

２．社会に対する基本姿勢 

    （１）行動指針５「地域における公益的な取組の推進」 

       「福祉に対する理解の促進」 

    （２）行動指針６「信頼と協力を得るための情報発信」 

       「地域から信頼される情報発信」 

３．福祉人材に対する基本姿勢 

 （１）行動指針７「トータルな人材マネジメントの推進」 

       「継承のための取り組み（期待する職員像とそれらを実現する取り組

み）」、「生産性向上に向けた取り組み」 

    （２）行動指針８・９「人材の確保・定着に向けた取組の強化」 

       「福祉人材の定着」、「職員処遇の現状把握・分析・課題抽出」、「非正

規職員への配慮」 

     （３）行動指針 10「人材の育成」 

        「体系的な研修プログラムの構築」、「リーダー層の育成」、「総合的な

人材の育成」 
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２．職員の状況（平成２９年１０月現在） 

   内部環境に係る主要な要素は「人財」です。本会の職員の状況は、正規職員が

４６．７％、パート職員が３３．０％で、全体の約８割を占めています。 

   年代別では、１０歳代から４０歳代までと５０歳代以降でほぼ半々の状況です。

ただし、２０歳代から３０歳代の合計と４０歳代の合計が同じ状況となっている

ことから、若年層になるに従って職員数が少なくなっている状況です。また、６

０歳代以上で３割以上を占めており、こうした年代層への依存度も大きいものと

なっています。 

            

 （１）職種別・雇用形態別・性別の状況             （単位：人、％）

職種 正職 契約 嘱託 パート 派遣 男性 女性
施設長・所長 5 2 2 5 7 3.3
事務職 4 1 1 6 6 2.8
生活相談員 4 1 3 4 1.9
ケアマネ 4 1 3 4 1.9
介護職 45 11 26 21 61 82 38.7
保育職 18 14 15 5 52 52 24.5
看護職 6 8 14 14 6.6
理学療法士 1 1 1 1 2 0.9
栄養士 5 5 5 2.4
調理職 7 7 11 1 24 25 11.8
環境整備 1 5 5 1 6 2.8
夜警員 3 3 3 1.4
送迎員 2 2 2 0.9
計 99 35 1 70 7 37 175 212 100.0
構成 46.7 16.5 0.5 33.0 3.3 17.5 82.5 100

雇用形態 性別
計 構成

  

 （２）年代別の状況                        （単位：人） 

事務局　　 希望の郷 桃源の家 香梅苑 いわみ西 東 日貫 居宅 計
１５歳～ 1 1
２０歳～ 3 1 1 1 6
２５歳～ 1 3 2 4 3 1 14
３０歳～ 6 3 3 3 1 16
３５歳～ 1 13 1 2 1 1 19
４０歳～ 2 13 8 3 3 29
４５歳～ 1 12 3 3 19
５０歳～ 7 2 8 17
５５歳～ 1 4 7 3 5 2 1 1 24
６０歳～ 2 3 7 2 3 6 3 26
６５歳～ 3 14 2 2 3 3 27
７０歳～ 8 2 10
７５歳～ 3 1 4
計 4 14 96 27 35 25 9 2 212
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３．生産性の状況 

   人的資源に係る内部環境の状況を定量的に把握するために、生産性の状況につい

てみて見ます。生産性の測定は、以下の算式によります。 

       

 

 

 

     付加価値＝サービス活動増減差額＋人件費＋減価償却費－国庫補助金等特

別積立金取崩額＋動産・不動産賃借料＋租税公課 

 

この算式により、生産性は、付加価値額を向上させるか、従事者数を減少させる

ことにより向上します。つまり、サービス活動収益を出来る限り少ない人員で向上

させるか、経費の引下げを行うことが必要です。出来る限り少数人員で業務をおこ

なうためには、サービスの質を低下させない中で、業務の効率化を行うことが必要

です。本会の生産性の状況は以下のとおりで、こうした面への取り組みも必要な状

況です。 

 

 

 

 

 

 

 

10歳代 

0% 
２０歳代 

9% 

３０歳代 

17% 

４０歳代 

23% ５０歳代 

19% 

６０歳代 

25% 

７０歳代 

7% 

全体の職員構成 

10歳代 

２０歳代 

３０歳代 

４０歳代 

５０歳代 

６０歳代 

７０歳代 

付加価値額 

年間平均従事者数 

H27 年度 H28 年度 全国平均
サービス活動増減差額 112,518 78,555
人件費 602,595 625,667
減価償却費 75,884 77,798
国庫補助金等特別積立金取崩額 46,041 46,365
動産・不動産賃借料 189 302
租税公課 149 292
付加価値 745,294 736,249
平均従業者数 187 192
生産性 3,986 3,835 4,220
平均従業者数数はパート職員を常勤換算した後の数
全国平均は平成２7年度医療福祉機構の経営分析による

単位：千円、人
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 ４．施設設備等 

    養護老人ホーム香梅苑の大規模修繕が終了し、高齢者福祉事業部門での基本

財産に係る施設整備は一応終了した状況です。一方、邑南町より保育所の譲渡を

受け、今後修繕費用が必要となってくる可能性があります。現状急を要する大規

模な修繕はありませんが、将来的に資金を備えておく必要があります。 

 

 ５．財務状況等 

    収支状況は、特別養護老人ホーム桃源の家が１ユニットを閉鎖していることか

ら、約４０百万円程度の減収となっています。職員体制の問題により早期の回復

は難しいことから、今後も平成２９年度と同様な収入状況が続く可能性がありま

す。 

    財務内容は、特段問題が発生している状況ではありませんが、社会福祉充実残

額が算出されたことにより、その計画的な使用が求められます。このため、２０

１７年度に作成した社会福祉充実計画の進捗管理を行いながら、資金の有効活用

を行っていきます。 

    ２０１８年度から保育所がこれまでの指定管理による経営から法人自体によ

る経営に変更になります。このため、貸借対照表には保育所の建物を基本財産と

して計上することになります。取得価格は経過年数に応じたものとなり、将来そ

の修繕費や再建設費の負担が発生してきます。現状それに備える内部留保がない

ことから、将来的には資金の不足が生じてくることが予想されます。 
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Ⅲ．石見さくら会の経営原則 

   石見さくら会のクレドが経営原則であり、それは以下のとおりです。 

 

  ≪経営理念≫ 

    地域住民が多様な個性に基づいて自分らしく、生き生きと自立して暮らすこと 

のできる「豊かで活力ある福祉コミュニティ」の実現に資する。 

  

 ≪ミッション（使命）≫ 

    石見さくら会は、ご利用者の皆様やご家族の皆様、地域の皆様が、人間として

の尊厳を保ちつつ、主体的かつ安心して暮らせる地域社会を実現するための必要

な福祉サービスを提供します。 

 

≪バリュー（価値）≫ 

    私たちは、ご利用者の皆様やご家族の皆様、地域の皆様の明るい笑顔のある生

活に「職員としての喜び」を感じ、職員が相互に協調し、協働しながら向上心と

自立心のある組織文化を目指します。 

 

≪ビジョン（目指すべき姿）≫ 

    石見さくら会は、ご利用者の皆さん、ご家族の皆さん、地域住民の皆さん、そ

して職員の皆さんが、共に笑顔になれる法人を目指します。 

 

  石見さくら会では、日々の経営実践を通じて、このクレドをご利用者の皆様、ご家 

族の皆様、地域の皆様、そして職員の皆様に実感してもらい、社会福祉法人としての 

信頼度を高めていくことを目指していきます。 
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Ⅳ．長期ビジョンの設定 

   外部環境分析で明らかのように、今後我が国では、一層少子高齢化が進み、これ

まで経験したことがない社会環境（超超高齢社会）が訪れることになります。特に、

地域内の人口減少は激しく、事業環境が大きく変化していくことが予想されます。 

   こうした社会環境が大きく変化する中で、社会福祉諸制度も大きく変化していく

ことが予想されます。本会がクレドに基づく経営により持続性を堅持し、地域にお

ける存在意義、存在感を高めていくためには、内部環境における弱みを克服し、自

己変革により外部環境の変化へ積極的に対応していくことが求められます。 

   本会が外部環境の変化に対応し、クレドを実現するための長期ビジョン（基本的

方針）を以下とおりとします。 

 

 １．ご利用者に対する方針 

     社会福祉事業が基本的に措置制度から契約制度となり、ご利用者の方はサー

ビス利用という意識が高まっており、事業者への評価意識も高まっています。

こうした中で、ご利用者に対しては、ご自身の意思（自己選択と決定）を最大

限尊重し、個人の尊厳に配慮した良質かつ安心・安全なサービスを提供します。

また、良質なサービスを提供するため、サービスの質的向上に継続的に取組む

とともに、安心・安全な生活環境、利用環境の実現を目指します。 

      

２．社会に対する方針 

    地域社会の多様な福祉課題、生活課題に主体的にかかわり、地域社会との関

係性を強め、社会福祉法人としての地域での存在意義を高めていきます。 

 

３．人財に対する方針 

    クレドに基づいて職員の傾聴力（共感する力）、責任力、向上力、自立力、

感謝力、誠意力、信頼力を育み、協調と協働精神の溢れる人財の確保、定着、

育成に取組みます。 

     

４．マネジメントに対する方針 

     公益性と非営利性という法人特性から、透明性、公正性及び適法性を確保す 

るためのガバナンスの強化を図ります。 

 人財が最重要資産であり、職員の健康維持・増進は経営上の重要課題との認

識のもとに、健康経営（ヘルス・マネジメント）を推進していきます。 
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Ⅴ．中期方針・目標（２０１８年度～２０２２年度） 

   石見さくら会では、この長期ビジョンを実現するため、今後の中期的方針を以下

のとおりとし、その達成を目指します。 

  

 １．事業内容・サービス内容の拡充 

    現在の地域内での法人運営を前提とすれば、高齢者福祉及び児童福祉の各事業

分野での需要量は、総体的に減少することが予想されます。このため、新たな事

業の展開も必要と考えられます。しかし、現在の事業エリアでの新たな事業展開

は、現事業とのカニバリゼーションとなり、現在の事業との相乗効果を生まない

ことにもなります。また、現在の事業運営上の大きな課題は人財の確保であり、

現状での人員体制での新たな事業展開はハードルが高い状況です。このため、中

期的には、地域包括ケアの構築が進められる中で現事業の深堀を進め、事業の充

実を図っていきます。また、地域貢献として生活困窮者等への支援を図る公益事

業の拡充を実施していきます。 

 サービス力は人的、物的な諸要因によって決定づけられます。このため、人的、

物的サービス力の向上を図ります。人的サービス力の向上のため、人的スキルの

向上、サービス生産性の向上、福祉人財としての素養の涵養を図ります。全体的

な人的スキルの向上及びサービス生産性の向上のため、基本的な業務におけるマ

ニュアルの見直しを定期的に実施し、それに基づく業務を行います。また、福祉

人財としての素養な涵養のため、研修制度の充実やコミュニケーション活動に取

組みます。 

物的サービス力の向上については、利用者の方の安全・安心な生活・利用環境

を整備していくことを主眼として進めていきます。科学的介護の実証効果等を見

ながら自立支援に向けた必要な機器の導入等や子ども達の教育環境、防犯・防災

環境の整備に取り組んでいきます。 

 こうしたサービス力の向上は、法人内の自己評価だけでなく、外部からの客観

的な評価も必要です。このため、２０１６年度に保育所が実施した第三者評価を

高齢者福祉事業部門でも受審していきます。 

 

２．地域社会との関係性の強化 

 内部評価において「在宅での生活を支えるサービス提供」、「家族や介護者等に

対する支援」、「地域の安全・安心への取り組み」、「福祉に対する理解の推進」が

低くなっており、地域包括ケアシステムの構築に向けての本会の課題でもありま

す。各事業所の資源の活用や地域住民との交流、ボランティアの受け入れなどを

実施し、地域に理解される姿勢を強めていきます。また、公益事業の推進や広報

活動の推進等により、本会の活動内容を地域へ積極的に周知させていきます。 
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 ３．人財の確保、定着、育成 

    本会にとっての最大の資産、財産は職員であり、人財です。職員の確保、定着、

育成なくして、法人の今後の持続的成長はあり得ません。しかしながら、人財の

確保、定着、育成面において大きな課題を有していることも事実です。人財なく

して事業は成り立たないことから、中期的な最重要課題は、人財問題への取り組

みです。 

人財に関しての内部評価において「承継のための取り組み」、「生産性向上に向

けた取り組み」、「非正規職員への配慮」、「職員処遇の現状の把握、分析課題抽出」、

「体系的な研修プログラムの構築」、「リーダー層の育成」、「総合的な人財の育成」

に課題があります。また、職員の年代別構成をみると特に２０歳代が少なく、若

年層の確保も課題となっています。こうした点から、今後職員の採用、定着及び

育成方針は以下のとおりとします。 

 

   ≪採用方針≫ 

     我が国全体で若年労働者が減少し、しかもバブル期並みの人手不足感が強ま

っていることから、全国レベルでの採用競争や他業種との採用競争が、一層激

しくなり、若手職員の採用が一層難しくなります。しかし、若手職員の確保が

できなければ、法人の将来的な安定運営は危ぶまれますし、「承継のための取

り組み」も若手職員の確保を前提としたものであることから、若手職員の確保

を重要課題として取り組んでいきます。 

     若手職員の確保の第一は、新規学卒者の確保です。しかし、全国的に新規学

卒者一括採用が続く中で、獲得競争も激しい分野でもあります。このため、２

０歳代という枠を広げ、介護業務等の業務経験者でなくても、人物本位で正職

採用していきます。 

     地域内においては、人口が大きく減少していくことから、地元採用がますま

す難しくなることが予想されます。このため、地域外からの採用にも力を入れ、

職員の確保を図ります。 

 

   ≪定着への方針≫ 

     人財の定着が第一であり、人財の定着なくして新たな職員を確保しても、一

向に課題は解決しません。このため、人財面においては、定着を最大の課題と

位置づけ、取り組んでいきます。 

     離職の大きな要因は、職員の人間関係にあります。特にコミュニケーション

の良し悪しが、離職に繋がることから、事業所内でのコミュニケーションを良

くする取り組みを実施します。 
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     処遇（福利厚生を含め）条件等については、他法人との格差が無いように改

善を進めていきます。正規職員と非正規職員との間の不当な処遇の格差の有無

について検証を実施し、適正な雇用条件の形成を図っていきます。 

  

   ≪人財の育成方針≫  

     内部環境分析でも、「体系的な研修プログラムの構築」、「リーダー層の育成」、

「総合的な人財の育成」が低い評価となっています。 

現在の職能資格制度を基本としたキャリアパスによる管理監督職（マネジメ

ント職群）と専門職（スペシャリティ職群）との位置づけを明確化し、特に管

理監督職の育成のために研修体系の見直しとともに、昇進基準の見直しをして

いきます。また、一般職についても研修体系の見直しを実施し、特に技術能力

向上を図ります。 

   

   ≪外国人実習生の受入れ≫ 

     外国人介護技能実習生制度が２０１７年１１月より開始され、制度の趣旨を

踏まえて、実習生を受け入れ、介護人財の育成に取り組んでいきます。 

 

４．生産性向上に向けて 

    内部環境分析でも「生産性の向上に向けた取り組み」が低い評価となっていま

す。生産性の向上を図るためには、付加価値の向上か労働投入量の減少（労働時

間の減少）が必要です。付加価値の向上には介護報酬や保育所の加算取得等が考

えられます。労働投入量を減少させるためには、単位時間当たりの業務量の増加

を図っていくことが必要です。つまり、業務の見直しによる効率化を図っていく

ことが必要です。 

    今後基本報酬の増加があまり見通せないことから、生産性の向上を図るために、

加算取得とともに、業務マニュアルの見直し等を行い、業務の改善に取り組んで

いきます。このため、各事業所毎に業務改善のための検討会を立ち上げて、業務

の効率化を図っていきます。 

 

５．広報活動の推進 

    社会福祉法人の事業の取り組みが、地域であまり知られていないという実態が

あります。また、内部評価においても「福祉に対する理解の推進」が低評価とな

っています。こうしたことから、今後、広報力を高めいくことが、地域での理解

と支援を得る大きな要因となります。また、それは法人の魅力度アップ、ブラン

ド力ともなり、人財の確保、定着にも大きく寄与することになります。こうした

ことから、今後様々な媒体を活用して活動内容等の広報活動に取り組んでいきま
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す。 

 

６．マネジメント力の強化 

    社会福祉法人制度改革で求められている「経営組織のガバナンスの強化」、「事

業運営の透明性の向上」、「財務規律の強化」、「地域における公益的な取組の実施」

は、法人経営の質そのものであり、この経営の質を一層高めていていきます。 

    このため、理事長常勤体制のもと理事長と役員との連携を強め、内部統制の整

備等によるマネジメント体制の強化に取り組んでいきます。 

    職員の健康維持・管理は、最大の資産管理であり、サービスの維持・向上に繋

がり、利用者満足度の向上、ひいては経営の安定に寄与することになります。こ

うしたことから、健康経営（ヘルス・マネジメント）の推進に取組み、職員がた

えず笑顔で働ける職場環境をつくっていきます。 
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Ⅵ．法人の中期計画（２０１８年度－２０２０年度） 

 

１．収支等計画 

    現在の事業環境下では、総体的に収入が減少する一方、質の高いサービスを提

供するためには、職員の安定確保は必須となります。 

今後の収入面については、現在の事業の継続を基本として、介護報酬の改定の

状況等から、現状をベースとした計画とします。また、支出面については、過去

の実績をベースとしますが、人件費にいついては、計画人員数に基づいたものと

します。このため、収支とも２０１８年度の予算に基づいたものとしています。 

ただし、この計画では収益状況に問題があるため、収入については、計画以上

を、また支出については計画を下回るものにしていきます。特に事業費、事務費

については、計画を下回ることを目指します。 

        

  （１）3カ年資金収支計画 

サービス活動収入   ９１５百万円 

人件費        ６７２百万円 

人件費以外の費用   ２１０百万円 

事業活動資金収支差額  ３３百万円 

 

（２）3カ年収益計画 

 サービス活動収益  ９１２百万円 

 サービス活動費用  ９１０百万円 

 サービス活動増減差額  ２百万円 

 サービス活動外増減差額△１百万円 

 経常増減差額      １百万円 

  

  ＜サービス活動費用内訳＞    

人件費６７２百万円、事業費１４２百万円、事務費６２百万円、利用者

負担軽減額１百万円、減価償却費３３百万円（減価償却費９４百万円 

国庫補助金等特別積立金取崩額６１百万円） 

 

２．事業・サービス計画 

中期方針に基づき新たな事業を展開するのではなく、現事業について質的向上

を目指します。高齢者福祉事業部門においては、地域包括ケアシステムの構築に

対応し、自立支援機能の維持・向上のための事業（サービス）を全事業所におい

て拡充していきます。今後、科学的介護導入の観点から、新たな介護技術や先進
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機器等の導入により介護の質と労働生産性を高めていきます。また、高齢者福祉

事業部門においては、計画期間中に全ての事業所で第三者評価の受審を行い、客

観的評価によるサービスの質的向上に取組んでいきます。 

児童福祉部門においては、邑南町立保育所の受託運営から法人設置の保育所に

経営形態を変更します。このことによる大きなサービス内容の変更はありません。

しかしながら、今後は民設民営の保育所として、保育サービスの差別化をより一

層意識し、より質の高いサービスを提供していきます。基本的には保育指針の改

定に基づいて、保育を実施していきます。特に保育所を幼児教育の場としての認

識を一層高め、学校教育に繋げる保育を実施していきます。また、乳幼児期の食

育は、体作り、健康づくりにとって重要なことから、栄養士や調理師との連携を

一層強めた事業を実施していきます。 

高齢者福祉事業部門及び児童福祉事業部門の両部門において、生活・利用環境

の整備を安全・安心の施設づくりの観点から進めていきます。特に、利用者の自

立支援機能の強化に向けた環境整備や保育所を教育機関としても位置づけ、その

ための環境整備を実施します。また、両事業部門とも防犯・防災対策の強化を重

視した整備を進めていきます。 

現在、公益事業として居宅介護支援事業、ひだまりサロン事業、ファミリーサ

ポートセンター事業（石見さくら会さくらんぼクラブ）を実施しています。これ

らの事業展開を更に推進していくとともに、新たな公益事業として子育て支援の

一環としての学習支援事業等に取組みます。また、地域内の他法人との連携を進

めるなかで、新たな公益的事業の展開も検討します。 

 

３．採用計画 

 （１）総職員数（総定員数）管理 

     ２０１７年１０月時点の総職員数は２１２名（実人数）であり、計画人件費

からみた人員定数（計画総人件費÷一人当たりの人件費）は、１０名程度増加

します。このため、介護職員の増加を主として、職員採用を実施していきます。 

 

  【計算根拠】 

    総定員数＝総人件費÷一人当たり人件費 

     ＊ 一人当たり人件費：３百万円 

    総定員数＝２２４名 

   

（２）正規職員採用計画 

     現在の正規職員数は９９名で、職員の構成割合でみると５０％に届いていま

せん。しかし、今後、職員の定着化による事業の安定運営を図るうえにおいて
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は、正規職員比率を高めていくことが必要です。このため、正規職員比率を５

０％程度に高めていきます。 

     正規職員の確保は、現在の内部登用制度の活用とともに、２０歳代の職員の

採用を進めていきます。正規職員総数の目標を１１０名として採用していきま

す。正規職員新規採用枠として、２０歳代の職員採用を５名、それ以外を５名

程度とし、現状より１０名程度増加させる計画とします。 

  

 （３）職種別定員・採用計画 

     定員数の職別計画を以下のとおりとします。 

     

職種別定員・採用計画 単位：人
現在（Ｈ29.10） 定員 備考

施設長 7 7
事務職 6 7
介護職 90 98
保育職 52 52
看護職 14 14
調理職 30 30
機能訓練職 2 3 理学療法士
環境整備 6 7
夜警員 3 3
送迎員 2 3
計 212 224
介護職はケアマネ、生活相談員含む
保育職は保育補助を含む
調理職は栄養士含む  

     

 

 （４）人財確保のための施策 

     今後若い職員の地元採用がますます困難になってくることが予想されます。

このため、地域外からの職員採用のため、職員専用住宅の確保を図っていきま

す。また、働きやすさは就職先を決める大きな要因になると考えられることか

ら、特に女性の働きやすい環境づくり（託児所等の設置、有給休暇の付与等）

も検討していきます。 

     若年労働者が減少する中にあって、一層中高年職員への依存度が高まること 

も予測されます。このため、中高年者にとっても働きやすい環境整備も必要で 

あることから、新たな介助機器等の導入の促進や働きやすい勤務形態等の導入

も検討していきます。 
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４．人財定着計画 

人財定着率の向上を図るためには、事業所内、事業所間でのコミュニケーショ

ンを高め、良好な職員関係の構築を図ることが必要です。このコミュニケーショ

ンを高める策として、事業所長と職員とによる面接機会を増加させます。特に、

新入職員に対しては、半年間で２回の面談、年間４回（うち２回は考課時の面談）

の面談を義務づけます。職員間のコミュニケーションを高めるため、法人内で統

一した接遇・マナーの励行、グッド・ジョブカード（サンクスカード）、バース

デイカードを制定します。 

また、職員の処遇改善と不平等感を減少させるため、職能給の昇給については、

人事考課にもとづいて昇格時に昇格昇給として、等級別に一定幅の昇給を実施し、 

   基本給の引上げを行っていきます。 

    介護職及び保育所職員の処遇改善加算による一時金等の支給、各種手当の見直

し等も進めていきます。また、正規職員と非正規職員との処遇格差について検討

し、格差是正が必要なことについては、改善に取り組んでいきます。 

 

５．人財育成計画 

 （１）管理監督職、経営職の育成 

      管理監督職及び経営職の育成は、リーダー層の育成や総合的な人財育成に

繋がるものであり、今後の法人経営にとって一層その必要性が増すものと考

えられます。管理監督職は部下職員に対して模範的態度（情意）が求められ

ることから、４級以上の管理監督職への昇進要件として、これまでの能力要

件に加え、人事考課の情意評価が一定水準以上（得点率７６％以上）を要す

ることにします。また、人財の育成及び体系的な研修プログラム構築の一環

として、等級、職位に応じて島根県福祉人財センターが実施する「生涯研修」、

「人事マネジメント研修」、「経営マネジメント研修」の受講を義務づけます。 

 

 （２）専門職の育成 

      ４級以上の専門職は、業務に係るスペシャリストであり、業務知識が豊富

で技能（スキル）が優れていることが要件となります。このため、専門知識・

技能向上のための専門研修の受講（主に外部派遣研修）とともに、内部研修

での指導（講師等）を実施させ、自身の能力向上を図っていきます。 

      また、スペシャリストとしての認定制度を設けるなど、客観的な位置づけ

と評価が得られるようにします。 

 

 （３）一般職の育成 

      一般職は、福祉人財としての素養の涵養（接遇・マナー含む）、基本業務
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に係る知識及び技能の習得、向上をめざします。このため、人事考課を通じ

て育成していくことを基本とし、業務能力の育成には業務マニュアルを活用

していきます。 

 

 （４）業務マニュアルの定期的な見直し 

      業務の標準化は人財育成に資するものであることから、職種別業務マニュ

アルを人財育成に活用していきます。また、このマニュアルは、業務の効率

化による生産性の向上にも資するものと考え、重要な業務ツールとして継続

的な見直しに取り組んでいきます。 

      このため、職種別に業務マニュアル改善リーダーを選び、そのリーダーが

中心となって、最低年１回以上の見直しをおこなっていきます。 

 

６．生産性向上計画 

   生産性向上は、付加価値額を向上させることにより人件費の引上げを可能にしま

す。つまり、職員の処遇改善にも資することになります。 

   生産性向上のため、事業所毎及び法人全体で業務改善検討会を立ち上げ、事業所

全体及び法人全体の観点から業務の効率化を進めていきます。 

 

７．積立計画及び使用計画 

   将来の施設整備等のために、毎年度計画的な積立を行います。 

積立は、「事業活動計算書の当期末繰越活動増減差額＋その他の積立金取崩額積

立額」に余剰が生じた場合、その範囲内で積立が認められます。この範囲内におい

て、再建設費用、大規模修繕費用、その他設備等の再調達費用を目的として積立を

行います。 

【年度の積立額の算出】 

＜再建設費用の計算＞ 

基本財産の建物（建物附属設備含む）減価償却額×建設単価上昇率×自己資

金比率 

   ＊建設単価上昇率及び自己資金比率は社会福祉充実残額の計算に使用する 

    値 

 

 ＜大規模修繕費用の計算＞ 

基本財産の建物（建物附属設備含む）減価償却額×大規模修繕費用比率 

     ＊大規模修繕費用比率は社会福祉充実残額の計算に使用する値 
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＜その他設備再調達費用の計算＞ 

  その他固定資産減価償却額 

 

【各拠点別積立計画】 

                              単位：百万円 

桃源の家 香梅苑 希望の郷 いわみ西 東 日貫 居宅 本部 合計

再建設 9.6 29 7 1.9 1.4 48.9

大規模修繕 10.4 2.4 1.7 14.5

その他 5 3 0.5 0.3 0.9 0.9 0.4 11

計 25 32 7.5 4.6 4 0.9 0 0.4 74.4

 

   使用計画は、再建設費用は耐用年数経過後（減価償却終了時の翌年度）、大規模

修繕費用は、建設後１５年終了時の翌年度、その他設備再調達費用は減価償却終了

時点の翌年度を一応の目安として計画します。ただし、その他設備の再調達につい

ては、各事業所の状況により計画し、使用していくものとします。いわみ西保育所

及び東保育所では大規模修繕時期を迎えることになりますが、その積立がこれまで

されていないため、今回の使用計画では示していません。 

なお、大規模修繕については、既に養護老人ホーム香梅苑、老人デイサービスセ

ンター希望の郷は、終えていること、日貫保育所はその時期を既に大幅に経過して

いるため、大規模修繕費用の積立ては行いません。ただし、養護老人ホーム香梅苑

は、当期末支払資金残高を考慮し、上記算式によらず、自己資金による再建設に必

要な額として、これまでの積立額３２百万円を継続していきます。このため、養護

老人ホーム香梅苑は毎年計画的に当期末支払資金残高を減少させていきます。また、

日貫保育所は、委託費での再建設積立ができないため、全額その他設備再調達費用

として積立ていきます。 

積立の具体的な使用計画は各拠点の中期事業計画で示します。 

 

８．地域との関係強化計画 

   高齢者福祉事業では、通所介護事業所や訪問介護事業所を通じて、在宅での生活 

を支えるサービス提供、家族や介護者等に対する支援に係るサービスを各拠点計 

画の中で提供していきます。また、入所系事業所では、地域に開かれた事業所を一 

層推進するためにボランティアの積極的な受け入れを行います。このため、外部か 

らの要請に基づくボランティアとともに、各事業所が自らボランティアの受け入れ 

計画を作成し、地域への情報発信、実施要請を行っていきます。 

 児童福祉事業では、これまでも高齢者の方等の交流など地域交流は、事業の柱で 
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あることから、引き続き推進していきます。このため、現状の取り組みについての 

見直しや、新たな取り組み等を検討し、より良い活動へと繋げていきます。 

以上のことについては、各拠点の中期事業計画で施策を明示していきます。 

法人全体として、広報活動に力を入れ、法人の魅力度をアップさせ、地域でのブ 

ランド力の向上を図っていきます。このため、広報誌の紙面の見直し、ホームペー 

ジの構成の見直し、プレスリリースやＳＮＳの活用等を実施していきます。 

 

９．健康経営（ヘルス・マネジメント）推進計画 

   健康経営（ヘルス・マネジメント）は、人財の確保、定着、生産性の向上等多様

な効果をもたらすことから、今後新たに取り組んでいきます。具体的には、協会け

んぽ島根のヘルス・マネジメント認定制度による認定を目指します。 

 

１０．内部統制計画 

    本会は会計監査人による監査が義務づけられてはいませんが、法人経営の透明

性、公正性及び適法性を確保する観点から、内部統制に対する取り組みは必要と

なります。このため、社会福祉法人の内部統制の構成要素について、本会が必要

とする項目について検討のうえ、不足している点については、整備を図っていき

ます。 

    内部統制の構成要素としては、「統制環境」、「リスク評価と対応」、「統制活動」、

「情報と伝達」、「モニタリング」、「ＩＴへの対応」とし、各構成要素の状況を把

握し、統制整備を計画的に進めていきます。 
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Ⅶ．拠点別中期事業計画 

（２０１８年度－２０２０年度） 

 
    

 


