
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【第１章】             

第３次発展・強化計画の評価    

（取り組み実績と課題） 
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【１】法人運営部門 

  

推進目標１ 法人運営及び組織体制の充実 

 

《目標》 

新たな地域資源の把握と福祉活動への参加・協働で、地域の意見が反映される組織作りを目指

し、協議体として常に活性化が図れる運営を進めます。 

 

（１）組織体制の強化 

取組事項 

（現 状） 

①理事会・評議員会・委員会の活性化 

・地域の実情に応じながら選出区分を研究し、理事会等の協議の場が形骸

化しないためにも活性化に努めていきます。 

②会務運営の充実 

・専門研修や先進地視察により経営のノウハウを蓄積させるとともに、積

極的な協議・検討が可能な場作りで、様々な意見が反映される組織作り

を推進します。 

③構成員・団体の把握と拡充 

・地域資源の把握に努め、新たな構成員の運営への参画により、活動展開

の拡充を図ります。 

評 価 

（課題等） 

①理事会・評議員会・委員会の活性化 

・平成２８年度、社会福祉法改正時、地域内の状況及び他同規模法人の状

況また過去の選出区分ごとの出席率等勘案し、評議員会の定員を４０名

から２４名以上３０名以内とした。また、評議員の選出については、理

事及び理事会に対する中立性を確保するために評議員選任・解任委員会

を組織した。 

・理事会等については、事前に資料を配布し、内容を理解したうえで参加

いただくことで、質問、意見が出やすくなるよう配慮した。 

②会務運営の充実 

・毎年度、県の社会福祉大会等理事の行事出席が多くなっていることから、

視察研修の実施が困難になってきている。内部研修については、社会福

祉法の改正等、理事・評議員として必要な研修を実施しているが、事務

局案での内容となっていることもあり、理事等からの意見を反映させる

協議等も必要である。 

③構成員・団体の把握と拡充 

・平成２７年度以降、ＮＰＯ法人子育て支援グループこころ、日本福祉サ

ービス（株）等福祉関係の法人会員が新たに加入している。 

 

１ 第３次発展・強化計画の評価（各部門の取り組み実績と課題） 
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（２）会員制度の充実 

取組事項 

（現 状） 

①福祉推進協力員の体制整備 

・市内全域で福祉推進協力員を委嘱し、福祉活動への協力を求めるととも 

に地域に対し会員制度や共同募金運動への理解を求めていきます。 

②法人・団体会員の拡充 

・未加入会員である法人や団体に積極的なＰＲ活動で、会員加入拡充を図 

ります。 

評 価 

（課題等） 

①福祉推進協力員の体制整備 

・旧３町については、年度当初に区長等に委嘱状を交付し、その際に業務 

協力等依頼している。旧二本松地域の地区社協未設置地区においては、住

民センター長を「地区福祉協会長」として委嘱し、協力を求めている状況

にあり、福祉推進協力員の委嘱は全市的には進んでいない。 

②法人・団体会員の拡充 

・広報誌で広く会員加入を呼びかけている（新規法人会員 平成２６年度 

２法人、平成２７年度１法人、平成２８年度２法人）。平成２９年度は、

会長より二本松青年会議所会員に対し、会員加入を呼びかけた。 

 

推進目標２ 効率的・効果的な事務事業の推進 

 

《目標》 

 市社協が担う役割・事業領域を明確にして、限りある資源（財源と人財）の効果的活用により、

経営環境の変化に迅速に対応していきます。 

 

 （１）事務局体制の強化 

取組事項 

（現 状） 

①事務事業の再編と見直し 

・市社協の役割を再認識するとともに、経費や事業の肥大化を抑制するた

めスクラップアンドビルドにより事務事業の見直しを図り、効果的な事

業を効率的に進めます。 

②継続的改善（ＰＤＣＡ）サイクルの構築 

・ＰＤＣＡサイクルにより、プロジェクトチーム等の組織において、事務

事業の評価を徹底し、業務の継続的改善を図ります。 

評 価 

（課題等） 

①事務事業の再編と見直し 

・平成２７年度から生活相談センター、平成２８年度から新たに４ヶ所の

学童保育所、平成２９年度から安達地域包括支援センターの受託により、

事業規模は年々大きくなっている。通所介護事業（にほんまつ・あだち）、

訪問介護事業、居宅介護支援事業においては、人員配置を見直し、支出

面での適正化を図ってきたが、退職や育児休業等で職員が抜けた場合の

有資格者の確保が難しくなっており、今後の事業展開については、地域

ニーズの適正な把握により、具体的な方向性を定める必要がある。 
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評 価 

（課題等） 

②継続的改善（ＰＤＣＡ）サイクルの構築 

・平成２９年度、第４次発展強化計画策定に伴う評価で実施している。 

第４次計画は５ヶ年の計画であることから、適切な事業評価を実施して

いく。 

 

 （２）制度転換への研究と検討 

取組事項 

（現 状） 

①社会福祉法人制度見直しへの対応 

・社会福祉法人制度見直しなど外部環境の情勢に留意し、それに対する情

報収集と迅速な対応が図れる体制づくりに努めます。 

②介護保険制度改正等への対応 

・介護保険制度改正による介護報酬の改定や自治体施策の動向による影響

を分析し、方向性を見極め、方針を決定していきます。 

評 価 

（課題等） 

①社会福祉法人制度見直しへの対応 

・制度改革に伴う定款の変更、理事・評議員の定数及び報酬に関する検討

また社会福祉充実残額の計算等対応してきた。 

②介護保険制度改正等への対応 

・制度改正に合わせ、退院調整ルールの様式を整備することにより、平成

２８年度から入院時情報連携加算、平成２９年度から退院・退所加算を

算定してきた。 

  

推進目標３ 人財確保と職員育成体系の構築 

 

 《目標》 

 長期的な展望による人財確保と育成により、安定した経営を目指すとともに、法令遵守と法人 

の責務を達成する雇用に努めます。 

 

 （１）事業規模に即した職員の確保 

取組事項 

（現 状） 

①職員配置・採用計画の策定 

・事務事業の再編から、採算性と専門性を考慮した人事・職員採用を研究 

し、中長期的な人事・採用計画を策定していきます。 

②再雇用制度の確立 

・定年を迎えた職員の能力・経験の活用と生活の安定を目的として、再雇 

用制度の確立に取り組みます。 

③障がい者雇用の促進 

・法定雇用率を遵守し、関係機関と連携しながら障がい者の就労促進の研 

究をしていきます。 
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評 価 

（課題等） 

①職員配置・採用計画の策定 

・第３次計画策定時、平成２８年度から平成３２年度にかけて人件費のピ

ークがくることから、採用を一時見合わせることとしていたが、その後

正規職員の退職があり（第３次計画策定以降８名、うち定年退職３名）、

平成２９年４月１日付で３名の正規職員を採用した（社会福祉士１名、

看護師２名）。定年退職については、再雇用の関係もあるが、ある程度予

定は立てられるが、特に有資格者については、中途退職が出た場合の対

応が課題である。 

②再雇用制度の確立 

・希望者全員が６５歳まで再雇用される制度はできているが、給与面等で

課題があり、継続した検討が必要。給与の改善、またそれに伴う業務内

容について整理する。 

③障がい者雇用の促進 

・現在１名雇用（総務課）しているが、学童保育所の増などで、常勤職員

が増えていることから、引き続き障がい者雇用の検討を行う。また、従

事する業務についても検討が必要である。 

 

 （２）職員の育成と専門性の向上 

取組事項 

（現 状） 

①資格取得の勧奨 

・人財養成と確保を目的として、資格取得体系をつくり、専門的資格取得

の推進を図ります。 

②研修体系の構築 

・職員のキャリアパスを明確にし、それぞれのスキルレベルに達するため

に必要となる研修体系を整備し、具体的な実施に向けて取り組んでいき

ます。 

評 価 

（課題等） 

①資格取得の勧奨 

・社会福祉士受験資格に係る経費についての助成（最大１３万円）の制度

はあるが、活発に活用されているとは言い難い面もあるため、職員に対

する周知を図っていく（平成２３年度施行後、利用者１名）。また、介護

支援専門員実務研修に係る援助について、平成２９年度、受講費の７割

の額を助成することを基準で定めた。 

②研修体系の構築 

・県社協主催のキャリアパス研修については、積極的に参加している。法

人全体での研修体系が未整備であるため、職場研修要綱を整備し、それ

に合わせた体系を構築する。 
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推進目標４ 労務管理体制の強化 

 

《目標》 

 労働時間の管理徹底、有給休暇等の取得の推進、メンタルケアなどの労務管理の強化と経済情 

勢に応じた賃金等の労働条件改善や福利厚生の充実などを研究し、職場環境の改善を推進してい 

きます。 

 

 （１）法令・規則に準じた勤務体制づくり 

取組事項 

（現 状） 

①労働時間の管理体制強化 

・休日勤務や時間外勤務など労働時間の管理体制を強化し、業務量の均衡

化などから、課題の改善に努めます。 

②各種休暇の取得促進 

・休暇取得がしやすい体制づくりで、年次有給休暇の計画的取得や特別休

暇の活用を促進していきます。 

③安全衛生委員会の充実 

・安全衛生委員会の機能を充実させることで、職員の事故や健康障害の防

止を図ります。 

評 価 

（課題等） 

①労働時間の管理体制強化 

・平成２５年度に労働基準監督署からの指導を受け、職員の意識が改善さ

れて３６協定以上の時間外勤務はなくなった。しかし、学童保育所で臨

時職員２名配置のところでは、夏休み等の長期学校休業時に、月４５時

間近く時間外勤務が発生しているため、超えないように人員配置を工夫

する等、改善の検討が必要と思われる。 

②各種休暇の取得促進 

・人員配置基準のある通所介護事業では有給休暇が取得しにくい傾向にあ

る（全正・嘱託平均約４７％、うちデイ３７％）。 

・「子の看護休暇」、「介護のための休暇」を平成２８年８月から時間単位で

取得できるよう改善した。 

③安全衛生委員会の充実 

・年間計画に基づき「職場の危険要因調査」等実施している。 

・平成２８年度にストレスチェックを実施。また平成２９年度より３年間

の「心の健康づくり計画」を策定し、職員のメンタルヘルス対策に取り

組んでいる。 

・第２種衛生管理者の有資格者が現在２名であるため、有資格者の育成が

必要である。 
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 （２）職員の処遇改善の研究 

取組事項 

（現 状） 

①雇用体系に応じた処遇の研究・改善 

・経済状況や財政状況を考慮し、雇用体系に応じた職員の処遇を研究と改

善を図ることで職員の能力と意欲の向上に努めます。 

②福利厚生（法定福利・法定外福利）の充実 

・社会保険や子育て支援等の法定福利と合わせ、資格取得支援などの法定

外福利の充実を図ることで、職員の安定雇用を推進します。 

評 価 

（課題等） 

①雇用体系に応じた処遇の研究・改善 

・嘱託職員の処遇については、給料表の作成・改定、県退職共済の加入、

本会独自の退職手当等の改善を図ってきたが、依然として、正規職員と

の差はあるため、業務内容の検討と合わせ、給与面での検討を引き続き

行う必要がある。 

②福利厚生（法定福利・法定外福利）の充実 

・職員の研修費助成基準を作成し、正規職員・嘱託職員に対し、年度内に

１０，０００円を上限に研修費を助成している。 

・永年勤続の職員に対し、勤務年数に応じた永年勤続休暇を付与している

が、特別休暇扱いではないため、検討が必要である。 

 

 

推進目標５ 透明性のある財務運営の取り組み 

 

《目標》 

 「新社会福祉法人会計基準」に適応し、外部に対し透明性の確保された管理で、社会的な信頼 

が得られる財務運営に努めます。 

 

 （１）適切な会計処理の推進 

取組事項 

（現 状） 

①新社会福祉法人会計基準への適応 

・新経理規程に基づき、会計システムが円滑に機能し、適正な会計処理が

遂行されるように取り組む。特に、担当職員が移行後の適正な会計処理

と実務上の混乱をきたすことなく円滑に進めるため、必要に応じて職員

研修を開催し適応を図ります。 

②財務諸表の公表 

・平成２５年度以降、財務諸表の公表が、全ての社会福祉法人に義務化さ

れたことからより市民に理解が得られやすい内容を研究し、公表に努め

ていきます。 
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評 価 

（課題等） 

①新社会福祉法人会計基準への適応 

・移行年度当初は、決算処理対応に時間がかかり、通常の会計処理が遅れ

気味になった。会計担当の経験がある職員が少ないため、職員の配置に

ついての検討が必要である。 

②財務諸表の公表 

・計算書類（財務諸表）については、本会ホームページにおいて公表され

ており、窓口でも閲覧できるようになっている。より市民に理解を得や

すくという点については、寄附金、会費等の使途を更に分かりやすく目

に触れる機会が増えるようにしていく必要がある。 

 

 （２）財務運営管理の強化 

取組事項 

（現 状） 

①外部監査の研究と実施 

・社会福祉法人については、外部監査の活用がますます推奨される状況が

あり、専門家による外部監査の実施により会計の透明性を高め、社会的

な信頼を確保していくためにも、その必要性の調査・研究を進めます。 

②内部牽制体制の確立 

・内部牽制の重要性と必要性を全職員で理解し、職員の意識改革を推進す

ることで、本会の職員が互いにルールを逸脱しないようにチェックし合

う仕組み作りと経営の有効性・効率性の向上に努めるとともに、財務報

告の信頼性を確保していきます。 

③団体会計事務のルール化 

・各種団体の主体性と危機管理を促進するために、団体会計事務の取扱い

を「覚書書」や「事務委託契約書」により役割を明確にし、ルール化を

図ります。 

評 価 

（課題等） 

①外部監査の研究と実施 

・外部会計監査が義務となる社会福祉法人は、平成３３年度以降までに段

階的に対象が拡大され、最終的には収益１０億円超、又は負債２０億円

超となる予定である。本会については、そのいずれにも該当していない

ため、受ける場合の事務負担と成果のバランスの検討が必要である。 

②内部牽制体制の確立 

・定期的に本会監事（税理士）による会計処理及び財務状況監査が行われ

ており、現在のところ適正な会計処理が継続して行われている。職員が

互いにルールを逸脱しないようチェックし合う仕組み作り及び経営の有

効性という部分においては、会計担当部署経験を管理職相当年齢までに

一度は実務経験できるようにする等の配置計画の検討が必要と思われ

る。 
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評 価 

（課題等） 

③団体会計事務ルール化 

・本会が事務局を担う団体は、日赤（市地区及び３分区）、共同募金（市及

び４分会）、民児協（市及び９方部）、身障（市及び４分会）、地区社協（３

地区）、日赤有功会で、二本松６方部の民児協以外は職員が会計事務も担

い、本所２０冊、岩代支所１０冊、東和支所１１冊の合計４１冊の通帳

を管理している。 

・通帳管理者（担当職員）と通帳印管理者（課長、支所長）を分け、月末

時の通帳残高及び現金の保有について毎月確認を行っている。 

 

推進目標６ 安定した財源確保と経営に向けた取り組み 

 

 《目標》 

 経営管理体制の強化により中長期的な財政計画を策定し、公費確保のルール化や自主財源の確

保など、継続的・安定的な財務運営に取り組んでいきます。 

 

 （１）安定した財源確保と活用 

取組事項 

（現 状） 

①公費財源の確保とルール化 

・市民の理解を得る事業展開から、公費補助の根拠を明確にして、長期間

に亘り安定した財源確保のルール化を目指します。 

②民間財源の拡充とＰＲの強化 

・市民や企業への説明機会を設け、理解を求めるとともに、新たな社会資

源への働きかけで会費や共同募金などの民間財源の拡充に努めます。 

③効果的な基金・繰越金の運用 

・明確な使途を定め、地域貢献につながる良い方法で活用できる運用を図

ります。 

評 価 

（課題等） 

①公費財源の確保とルール化 

・行政からの補助金については、平成２３年度実績ベースで同額で推移し

ている。一方で地域福祉課人員配置は増となっており、不足財源を補う

べく運営している介護保険事業の実績は停滞している状況がある。利益

の出ない受託形態がほとんどであり、一部の受託事業を除いて事務負担

分の人件費が受託金に含まれていない。新規事業等、業務量が増大する

一方で人件費が担保されないまま事業を継続している状況である。これ

まで具体的な市との交渉は行われていないため、本会の組織・事業の整

理及び見直しを行い、方針を決めた上で、市との協議を実現する必要が

ある。 
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評 価 

（課題等） 

②民間財源の拡充とＰＲの強化 

・会員増強運動は継続して実施している。企業への説明については、会長

が青年会議所等へ行っている。共同募金については、配分を見直し、広

く市民の利益となるよう地区社協への配分方法も含めた協議をし、全市

的なものとなるよう検討を進めている。 

③効果的な基金・繰越金の運用 

・寄附金を積み立てている社会福祉基金については、積立額が相当額ある

ため、地域福祉事業の財源として積極活用する必要がある。 

・社会福祉施設整備基金については、平成２９年度に取崩し、車両購入に

充てており、使途目的もある程度明確になっている。 

・介護保険事業安定化基金は、過去に人件費に充当したこともあるものの 

無計画な取崩は行わず、本会全体の運営方針に沿った活用をしなければ 

ならない。また、事業によっては繰越残額に差があるため、特に介護保 

険事業実績の経過によっては、支払資金不足額に充当することも念頭に 

一定の金額を保有し続ける必要もあると考えられる。 

 

 （２）経営管理体制の充実 

取組事項 

（現 状） 

①財務指標による財務分析・把握 

・収益率向上を図るため、部門別に財務分析を実施し、全職員が経営状態

を把握することで、共通の認識を持って健全な事業展開が図れるように

努めます。 

②自主財源（介護報酬等）の採算性の確保 

・一定の採算性確保のため、新規利用者の拡充やコスト削減に積極的に取

り組み、経営改善に努めます。 

評 価 

（課題等） 

①財務指標による財務分析・把握 

・正副会長会議においては月次会計報告をする中で財務指標についても合

せて報告している。職員への周知が課題である。 

②３年おきの介護保険法改正の度に報酬単価が低下しており、その収益率

は低下傾向にある。特に通所介護事業においてその傾向は顕著であり、

事業所によっては繰越金がなく繰入金支出が難しい事業がある。ただし、

事業単体では採算性の高い事業もあることから、公的財源が不足してい

る現状を考慮すると採算性の確保は必須となっている。訪問介護事業に

ついては収入が平成２８、２９年度と大きく低下している。各事業の経

費の大半は人件費支出であるが、事業によっては人員配置基準があり、

一定の職員数が必要であり、収入に応じて人員の配置をすれば、その事

業規模が縮小傾向になってしまうことも考えられるので、公費財源の確

保との連動性は高い。 
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【２】地域福祉活動推進部門 

  

推進目標１ 地域福祉事業推進体制の強化 

 

 《目標》 

 地域福祉活動計画の進行管理体制構築や継続した福祉ニーズの把握により、地域の幅広い意見 

を反映させ、活動の改善を図りながら、地域福祉事業の推進体制を強化していきます。 

 

 （１）地域福祉活動計画の推進 

取組事項 

（現 状） 

①地域福祉活動計画の進行管理 

・地域福祉活動計画の進捗状況の把握、評価・見直しを図るため、「二本

松市地域福祉推進委員会」を設置し、円滑な推進のための進行管理を行

います。 

②福祉ニーズの把握 

・地域住民や関係機関・団体等を対象として、アンケート調査や懇談会、

ヒアリング等を継続的に実施し、課題や要望を共有するとともに、解決

に向けた取り組みを進めていきます。 

③第２次地域福祉活動計画の策定 

・継続して総合的・計画的な地域福祉活動を推進するため、第１次地域 

福祉活動計画の進捗状況や現状の分析、課題の把握により第２次地域福 

祉活動計画の策定を進めます。 

評 価 

（課題等） 

①地域福祉活動計画の進行管理 

・第１次地域福祉活動計画（２５～２９年度）の中間年に、二本松市地域 

福祉推進委員会で進捗状況と事務局評価（案）の承認を得た後、正副会 

長会議、地域福祉委員会を経て、理事会の承認を得た。 

②福祉ニーズの把握 

・市内９地区で住民懇談会を開催し、住民自身が地域課題抽出を行い、 

その解決策や方向性を探る機会を持った。 

・市内の福祉関係機関、団体等から活動の現状と課題、今後の方向性や 

求める施策への意見等聞く機会を設けた。 

③第２次地域福祉活動計画の策定 

・１次計画は内容的に市社協の事業がほとんどであったが、地区懇談会 

や団体ヒアリングを重ねた事により、地域の団体との結び付きもでき

て、第２次計画の策定に活かせる基礎ができている。 

・２９年度は前年度に出された課題を基に、地区懇談会や団体ヒアリング 

を開催し、「地域福祉計画」や「第４次発展強化計画」と整合性を図り 

ながら第２次計画策定を進めている。 
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（２）情報提供の充実 

取組事項 

（現 状） 

①社協だより、ホームページの効果的な運用 

・市民から求められている「福祉情報の提供」をより充実させるため、社

協だよりやホームページの効果的な運用に努めていきます。 

②福祉サービス事業説明の実施 

・事業開催時や関係団体の会合などあらゆる機会を通じて、各種サービス 

内容やボランティア活動など情報提供に努め、要援護者等が適切に福祉

サービスを受けられる体制を整備していきます。 

評 価 

（課題等） 

①社協だより、ホームページの効果的な運用 

・社協だよりについては、プレゼント応募を行い、市民の感想を誌面で 

紹介することにより反応を得られるようになった。また、プレゼント提

供施設（就労継続Ｂ型事業所等）のＰＲにも貢献できた。 

・社協だより編集委員構成については、４名体制（各課１名）で継続し 

ているが、少人数で効率的に作業ができている。 

・ホームページは更新の回数を増やし、閲覧しやすいよう古い情報の整 

理を行った。 

・災害時、速やかに情報発信できる体制を整える必要がある。 

②福祉サービス事業説明の実施 

・安達在宅介護支援センター（平成２８年度で終了）、安達地域包括支援 

センター（平成２９年度より設置）で民協定例会やふれあいいきいきサ 

ロン等に参加し、事業説明や福祉サービスの内容説明の機会を設けた。 

 

 （３）関係機関との連携及び支援体制の充実 

取組事項 

（現 状） 

①共同募金推進計画への協力 

・共同募金推進計画と地域福祉活動計画が連携し、地域の福祉課題を解 

決するために、共同募金委員会への支援協力を積極的に進めます。 

②福祉団体の運営支援 

・各種福祉団体との連携で福祉活動を進めるとともに、主体性が図れ効 

率的な団体運営を支援していきます。 

評 価 

（課題等） 

①共同募金推進計画への協力 

・地域福祉活動の財源となる共同募金を効果的に活用するために現在の 

限定的な配分を見直し、市社協や地区社協の事業だけでなく地域福祉を

推進する活動へ柔軟に配分できる方法を検討する。 

・分会組織の必要性の協議と、組織の一本化へ向けた体制整備を進める。 

②福祉団体の運営支援 

・民生児童委員協議会の定例会では、方部毎に研修を企画し自己研鑽を 

進める他、情報交換の時間を設けたことで、定例会が行政や社協からの

伝達事項のみに終わらず委員から意見が出やすくなっている。また、平

成２９年度から各地域包括支援センターの職員が定例会に参加するこ

とで、連携が取りやすくなっている。 
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・身障は会員の高齢化もあり運営支援が必要ではあるが、いずれの団体 

においても、会員の主体性のある運営を意識しながら支援に関わる必要

がある。 

 

 

推進目標２ 住民参加による福祉のまちづくり事業の推進 

 

 《目標》 

 地区社会福祉協議会を中心とした小地域福祉活動を推進し、住民主体による地域の福祉力向上

と地域コミュニティの構築に努めます。 

 

 （１）小地域活動の推進 

取組事項 

（現 状） 

①地区社協事業の推進 

・地区社協における小地域福祉活動を引き続き支援していくため、「地区 

社会福祉協議会支援体制計画」により、目的に則した支援を推進します。 

②地区社協連絡会の設立 

・地区社協連絡会を組織し、地区社協間の情報交換や活動発表等を通し 

て、地区社協活動の活性化を図っていきます。 

③ふれあい・いきいきサロン設置運営の推進 

・地域住民の交流の拠点として「ふれあい・いきいきサロン」の設置を推

進するとともに、高齢者のみでなく多様な世代が参加し、自主的な活動

が展開できるよう、関係する団体と協働しながら支援を行っていきます。 

④多世代の参加による地域間交流事業の実施 

・実施している地域福祉事業や各種講座・研修等に高齢者のみでなく多様

な世代が参加できるよう、実施方法を検討していきます。 

評 価 

（課題等） 

①地区社協事業の推進 

・各地区社協の事業や運営に関し、安達、岩代、東和地区は事務局とし 

て、二本松、杉田、大平地区もその都度要請に応じ支援を行った。 

・地区によっては部会制を取り入れ具体的な活動の協議ができる体制が整

えられつつあり地区毎に必要な活動を話し合う場ができてきた。 

・役員はじめ地域住民がより主体的に運営、活動できるよう引き続き支援

する。 

・既存事業についても定期的に評価、見直しを図りながら地域の課題に則

した住民主体の活動が展開できるよう支援する。 

・未設置の３地区については、引き続き地区住民や事務局を担うこととな

る住民センターとの協議を重ね、理解を得ながら設置に向けた支援を行

っていく。 

②地区社協連絡会の設立 

・第１回の連絡会開催時に委員より「連絡会は全地区に地区社協が揃って

からにすべき」との意見があった。当面は「情報交換会」として開催し、
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９地区社協が揃った時点で改めて要綱に沿った「連絡会」を開催する。 

③ふれあい・いきいきサロン設置運営の推進 

・モデルサロンの開催や、設立希望者に対し説明会を開催する等、設立に

向けた支援を行っている。 

・住民主体の活動であり、地域で見守りを進めるうえでも有効な活動であ

るため今後も設置を推進していく。 

・既存のサロンでは会員の高齢化により活動を休止しているサロンもある

ため、活動を支える人材の育成が必要である。 

・活動支援について、サロンの基準の明確化や支援元の統一化、交付期限

等の検討が必要となっている。 

④多世代の参加による地域間交流事業の実施 

・事業実施にあたり、多くの方々が参加できるようアンケート等を取りな

がら、内容の工夫や開催曜日、時間帯にも配慮した。 

・介護者や就労者等には休日や夜間の開催としたことにより僅かながら参

加しやすくなっている。 

・高齢者は夜間の外出を避けたがる傾向があるため、事業の対象により工

夫が必要。 

・各世代向けに活動する団体との協働、又は財源支援により交流活動を推

進することも検討する。 

 

（２）地域福祉活動を担う人財確保と育成 

取組事項 

（現 状） 

①地区懇談会の実施 

・各地区で懇談会を開催し、地域で生活する上での課題や解決するための

取り組みについて検討していきます。 

②地域福祉活動研修会の開催 

・地区ごとに、地域福祉に関する研修や座談会等を企画していきます。 

③福祉教育指定校事業 

・福祉教育に意欲的に取り組む市内の小学校・中学校及び高等学校を指定

し、学校活動における福祉教育への取り組みの充実を図り、体験や交流

を通して福祉の心を育てることを目的とした助成を実施していきます。 

④サマーショートボランティアスクールの開催 

・市内在住もしくは市内に通学している児童・生徒を対象に、夏休み期間

を利用して、ボランティア活動体験の機会を提供していきます。 

⑤二本松市福祉教育推進者セミナー 

・市内小・中・高校福祉教育担当者を対象として、情報交換や専門の講師

を招いた教育現場での福祉教育に役立つためのプログラムを提供してい

きます。 

⑥市民ボランティア講座の開催 

・幅広い世代の方々がボランティア活動に対する理解を深めることや地域

の福祉活動、ボランティア活動に参加するきっかけづくりとなるための
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講座を開催していきます。 

⑦企業・団体向け福祉教育出前講座の実施 

・市内の企業・団体を対象として、地域の福祉課題や福祉活動について関

心を深めるとともに、すべての人々との共生や平等の心とボランティア

精神を醸成させることを目的に福祉教育の出前講座を実施していきま

す。 

⑧小・中・高校生向け福祉教育出前講座の実施 

・市内の児童・生徒を対象として、地域の福祉課題や福祉活動について関

心を深めるとともに、すべての人々との共生や平等の心とボランティア

精神を醸成させることを目的に福祉教育の出前講座を実施していきま

す。 

評 価 

（課題等） 

①地区懇談会の実施 

・地域で活動する団体等が集まり話し合いの場を持つことで、課題の共有 

や繋がりが出来ている。また、地域で支え合うことの大切さの意識付け 

に繋がっている。 

・地区により意識に温度差があることや、参加者の固定化が課題となって 

いる。今後の懇談会については、課題把握の段階から解決に向けた取り 

組みへ進めることが必要である。 

②地域福祉活動研修会の開催 

・地域における支え合いの意識を持っていただくための研修として年１回

講師を招き開催した。 

③福祉教育指定校事業 

・市内の小・中学校、高校を対象に、福祉教育への取り組みを行う学校を

指定し、助成金交付による活動支援を行った。広く助成の機会が与えら

れるよう平成２８年度に要綱の改正を行い、活動内容による指定年限の

短縮等を行った。 

・同事業は共同募金を財源とするため、募金の仕組みについても周知し、

募金活動への協力意識を図る。 

④サマーショートボランティアスクールの開催 

・事前研修で施設の概要や注意点などを伝えることにより心構えができる

ようになった。また、事後研修では学生ボランティアや団体等の活動の

実際を聞く場を設ける等、活動の反省を踏まえながらボランティアを身

近に感じてもらうことで、活動の継続やきっかけ作りにも繋がっている。 

・事前に施設職員、学校教諭を招集し、注意事項などの打ち合わせを行っ

たが、学生の活動の様子や受入施設からの意見等を聞く場として、実施

後にも反省会議等の実施を検討する。 
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評 価 

（課題等） 

⑤二本松市福祉教育推進者セミナー 

・平成２７年度は地域との繋がりをもって福祉教育を進めていけるよう民

生委員やボランティアとの懇談会形式を取り、平成２８年度は出前講座

やボランティアスクールの事例報告を実施した。 

・従来担当教諭が企画等に悩んでいたものが、本セミナーをはじめとする

各事業を通じ社協を認識したことで、出前講座も増え、繋がりができた。 

・今後は実施時期、内容についても学校側の要望を聞きながら、地域との

繋がりができるような場作り等様々な企画を模索する。 

⑥市民ボランティア講座の開催 

・団体ヒアリング等でも要望があり需要の多い傾聴ボランティアの活動者

を養成するため平成２６年度以降傾聴ボランティア講座を毎年開催し、

平成２８年度には受講者によるボランティア団体が設立され、市内の福

祉施設での傾聴活動を行っている。 

・今後は幅広い世代の方々にボランティア活動に興味を持ってもらう機会

となるよう、需要やその後の活動を見据えながら様々なボランティア講

座を企画する。 

⑦企業・団体向け福祉教育出前講座の実施 

・団体等からの要請に応じて実施しており、婦人会や団体の集会に出向い

てボランティアの講座を行っている。また、市が毎年実施する介護サポ

ーター養成講座への講師の派遣を行った。 

・社協が実施又は仲介できる講座のプログラムをメニュー化し、一般に利

用しやすいような体制づくりを行った上で、あらゆる機会を捉えて団体

や企業へのＰＲを行う。 

⑧小・中・高校生向け福祉教育出前講座の実施 

・福祉教育推進者セミナー等で出前講座のＰＲに努めたこともあり、出前

講座の認識は広まった。 

・講師として関わる団体が増えてきた。 

・毎年授業に組み入れる学校もあるため、内容の充実やレベルアップの努

力が必要である。 
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 （３）ボランティア活動の活性化 

取組事項 

（現 状） 

①ボランティアセンターの運営・充実 

・「ボランティアセンター運営委員会」を活性化させることにより、関係団

体との連携・協働を強化しながらボランティアの育成や活動場所の充実

を図っていきます。 

②ボランティアコーディネーターの育成・配置 

・ボランティアに関する相談や需要と供給の調整、事業実施に向けて関係

団体等と連携して進める役割を担うボランティアコーディネーターを育

成・配置していきます。 

③ボランティアに関する情報収集・啓発事業 

・ボランティアに関する情報を収集し「にほんまつ社協だより」や社協ホ

ームページを活用して市民に提供するなど、情報発信の充実を図ってい

きます。 

④ボランティア交流会の実施 

・登録しているボランティア団体及び個人の活動の情報交換や発信、活動

者相互の状況や考えを共有し合うことを目的に、ボランティア交流事業

を実施していきます。 

⑤ボランティア連絡会の開催 

・ボランティア登録団体同士の情報交換、連携を図るために連絡会を設置

し、市内全域や地区ごとに開催していきます。 

⑥団体ヒアリングの継続的な実施 

・ボランティア・ＮＰＯ・福祉サービス関係機関、団体等への活動の課題

や要望について共有・検討するためヒアリングを実施していきます。 

⑦福祉救援ボランティア連絡会議の開催 

・災害発生に備え、要援護者を中心とした被災者支援のための福祉救援体

制を整備することを目的として、関係機関等との連絡会議を開催してい

きます。 

⑧福祉救援ボランティアマニュアルの作成、運用、周知 

・災害ボランティアセンターの機能や必要とされるボランティア活動など

を市民に情報提供し、災害発生時のボランティアによる被災者支援に備

えるため、マニュアルの作成と運用を図ります。 

⑨福祉救援ボランティア講座の開催 

・平常時から顔の見える関係づくりをし、「地域防災力」と「支援力」を高

め、実践・実行に向けた地域の環境づくりを目的に、災害時における支

援について学習できる講座を開催していきます。 

評 価 

（課題等） 

①ボランティアセンターの運営・充実 

・ボランティアセンター事業については連絡会で運営委員に意見を聞きな

がら充実が図られるよう努めている。 

・ボランティアセンターについてＰＲしてきたことで市民からの認識は進

んだ。 
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・運営委員会は形骸化しないよう開催内容や実施時期を検討し、意見が出

やすい場づくりを行っている。 

②ボランティアコーディネーターの育成・配置 

・平成２２年度以降、本所に専任のボランティアコーディネーターが配置

されたことにより、窓口が整備され、事業やコーディネート業務などき

め細かい対応ができるようになった。 

③ボランティアに関する情報収集・啓発事業 

・社協のボランティア関連事業やコーディネートによるボランティア活動

の報告、団体の活動紹介等、随時社協だよりやホームページ等で広く周

知している。 

・社協の事業報告だけでなく他機関や団体からのボランティアに関する情

報の収集を行い、市民に伝わりやすくスピーディな周知ができるよう、

発信の方法を工夫する。 

④ボランティア交流会の実施 

・平成２７年度から年１回の交流会を開催し、ボランティア活動者同士の

交流が深まり好評を得ている。 

・事業の企画はボランティア連絡会の幹事とともに行っている。 

・多くの活動者が参加できるよう、社協とボランティアとの協働による企

画の充実、自由に参加できる仕組みづくりを更に進める。 

⑤ボランティア連絡会の開催 

・地区ごと（旧市町単位）の連絡会と市全体の連絡会を開催。 

・連絡会を作ったことで、地域に他にどのようなボランティア団体がある

のか等の理解が進み、横の繋がりが持てた。 

・地区ごとに開催する連絡会は、内容が形骸化しており伝達事項等が中心

となっていたが、その役員が中心となり上記ボランティア交流会を企

画・実施することで、ボランティア同士の交流が図れるようになってい

る。 

⑥団体ヒアリングの継続的な実施 

・地域福祉活動計画の策定を機に、平成２５年度から毎年開催している。 

・平成２７年度までは福祉分野（子ども・高齢者・障がい者支援）に携わ

る団体・関係機関等の代表者（計６団体程度）を一同に会し、計画策定

の福祉課題の共有と情報交換や互いの活動理解と連携強化を図ることを

目的に開催した。 

・平成２８年度は、第２次計画策定のため、各福祉分野毎に開催し、現状

や問題点を共有した。 

・平成２９年度は前回出された課題の整理と課題解決に向けた取り組みに

ついて話し合った。 

・今後は活動計画の進捗状況等も確認しながら、情報交換の場として継続

して懇談を行う。 

⑦福祉救援ボランティア連絡会議の開催 



18 

・市生活環境課や地区社協、当事者団体等をメンバーに福祉救援ボランテ

ィア会議を開催し、情報交換等行った。また、会議での意見を参考にし

ながら「福祉救援ボランティアマニュアル」を作成した。 

・会議では意見交換はあるものの、福祉救援体制整備における具体的な協

議には至っていない。 

・平成２９年５月に青年会議所との間に「災害時支援相互協力協定」を結

んだこともあり、構成員についても目的に沿ったメンバーの再編成を検

討する。 

⑧福祉救援ボランティアマニュアルの作成、運用、周知 

・東日本大震災における課題を振り返り、平成２５年度から災害時におけ

るボランティアマニュアル作成の準備を始め、平成２７年度に全戸配布

した。その後も懇談会や講座等の場で市の制度周知とともにマニュアル

の周知や平常時からの住民主体の見守り活動の意識付けを行った。 

・懇談の場などで市の制度と合わせて周知を図ったことにより、災害時だ

けでなく平常時の見守りの必要性についての意識付けにも繋がった。マ

ニュアルは全戸配布したものの、それだけでは効果が薄いことから、今

後も継続して懇談会や講座等の機会に配布と啓蒙を行う。 

⑨福祉救援ボランティア講座の開催 

・目的や内容的に、地域福祉活動研修会や住民懇談会等の中の一企画とし

て定期的に開催しながら福祉救援ボランティアマニュアルの啓蒙も併せ

て行うことを検討する。 

 

推進目標３ 市民の自立した生活を支える事業の推進 

 

《目標》 

関係機関・団体とのネットワークと行政機関とのパートナーシップのもと、市民が様々な福祉 

サービスの利用や権利擁護が図られ、自立した生活が送れるための総合的な相談・支援体制を構

築していきます。 

 

 （１）生活困窮者等への支援 

取組事項 

（現 状） 

①生活困窮者自立支援事業 

・二本松市からの委託により、生活困窮者自立支援法による自立相談支援

事業に係る業務を福祉事務所等の関係機関と連携し実施します。 

②生活困窮世帯への貸付事業 

・市内に居住する低所得世帯を対象に、生活援助資金や生活福祉資金の貸

付事業を行い生活の維持と安定のため、より充実した支援を実施します。 

③生活課題を抱える世帯への担当者会議の開催 

・生活福祉資金貸付調査委員会の機能充実を図るとともに、長期滞納世帯

等の自立支援を目的に、関係機関等による「ケア会議」を開催していき

ます。 
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評 価 

（課題等） 

①生活困窮者自立支援事業 

・国の配置要員（３職種）体制に対し、就労支援員を兼務とした２名体制

で実施してきたが、一定の実績をあげ（国の目標値）、業務総量も増加し

たことから平成２８年度中に専任就労支援員を配置し、３名体制とした。 

・公共職業安定所、関係部局、事業所等との協力体制を密にしつつ、新た

な資源開発も併せ、利用者状況に応じた段階的な就労メニュー（職場見

学、体験的就労等）の整備と積極的な運用を図る。 

・世帯孤立や貧困連鎖に関し、行政連携のもと実態把握・調査に努め、任

意事業を含めた対応策の必要性と期待できる効果について検証する。 

②生活困窮世帯への貸付事業 

・「小口援助資金」や「緊急時食料品等給付事業（フードバンク活用）」等

の新たな制度構築により、相談対応時の援助の幅が広がった。 

・総合支援資金と緊急小口資金の貸付にあたっては、原則、自立相談支援

事業の利用を貸付要件としていることもあり、貸付利用のみに留まらず

就労支援をはじめ自立支援まで対応可能となった。 

・長期滞納者へ計画的な（時間帯も考慮し）訪問指導を実施し状況が改善

した世帯もあった。 

・滞納世帯の状況把握と償還指導を繰り返し行っても償還が進まないケー

スも多く、県社協と連携の上、更なる効果的な接触方法を検討する。 

・市福祉課と社協本所が物理的（ＪＲ駅一つ）に離れているため、貸付手

続に際し利用者に不便を強いている。市民利益の視点で、手続きの簡素

化や交通について便宜を検討したい。 

③生活課題を抱える世帯への担当者会議の開催 

・債権管理に関しては、本所支所足並みを揃えて訪問指導、面接を実施し

たことにより、困難ケースの定期的な状況把握と償還促進に一定の効果

があった。また、従来の「生活福祉資金等貸付調査委員会」に代わり、

生活困窮者自立支援制度における「自立相談支援事業」支援調整会議に

その役割を移行したことで、更に自立支援の視点で世帯の複合的課題の

解決に向けた効果的支援が可能となった。 

  

（２）権利擁護事業の推進 

取組事項 

（現 状） 

①日常生活自立支援事業の推進 

・事業のＰＲと利用啓発を進めるとともに、利用者の包括的支援を目指し、

従事者の育成やボランティアの活用、関係機関との連携等を推進してい

きます。 

②権利擁護に関する事業の周知・啓発 

・関係機関との連携・協働により成年後見制度をはじめとした権利擁護事

業に関する事業の周知・啓発を図るとともに、法人後見受任についての

調査・研究に取り組みます。 
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評 価 

（課題等） 

①日常生活自立支援事業の推進 

・市居宅介護事業所連絡会、県北支部包括・在介連絡会議をはじめとして、

社協内事業所（ケアプランセンター、ヘルパーステーション）において

も制度や実施状況を説明し、利用啓発に努めた。 

・民生児童委員協議会定例会において制度説明し、更に生活支援員募集に

ついても案内した。 

・行政や相談事業所等と、顔の見える関係性を作ったことで、以前よりも

新規相談がスムーズに入るようになった。契約後の支援でも、連携・役

割分担ができており、利用者の包括的支援に向けて一定の成果は上がっ

ている。 

・平成２７年度より「生活支援員連絡会議」を開催し、人材育成と情報共

有に努めたことで、支援員のスキルアップに活かされている。 

・各関係機関への周知を継続し、サービスを必要とする方（ＳＯＳを出せ

ない方含め）を１人でも多く把握していく必要がある。 

・行政との連携のもと、成年後見制度へのスムーズな移行を進める必要が 

ある。 

②権利擁護に関する事業の周知・啓発 

・一体的な権利擁護支援の体制整備について、既実施自治体の情報収集を 

行うとともに、市の関係者会議（支援調整会議）で提言し、その必要性 

について一定の理解を得て、協力関係ができている。今後、更なる具体 

的な協議、準備に向けて、情報収集と協議の場を設定する必要がある。 

 

（３）相談事業の推進 

取組事項 

（現 状） 

①心配ごと相談所の相談機能の強化 

・市民の身近で気軽な相談所として、適切な助言と援助を行うとともに、関

係機関や各種専門機関との連携により問題解決に努めます。 

②専門相談機能の強化 

・相談者のニーズに即した専門相談機能を充実するとともに、相談者への 

包括的支援を目指し、各相談機関及び関係機関との連携体制を構築してい

きます。 

③在宅介護支援センター事業の充実 

・相談者の範囲を要介護の高齢者に限定することなく、広く生活問題を有 

している高齢者に対して積極的に相談援助を行い、サービス利用の調整な

ど適切な支援に努めます。 

評 価 

（課題等） 

①心配ごと相談所の相談機能の強化 

・相談者の心身の状況等により、可能な範囲で出張相談（アウトリーチ） 

へも対応している。 

・困難事例については、関係者によるケース会議を持って対応している。 

・相談員の識見の向上や援助技術習得を目的に研修会を毎年開催しており、

相談支援の際に役立てている。 
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・心配ごと相談（一般相談）と生活困窮者自立支援制度に基づく自立相談支

援事業との連携による効果的支援も可能となった。 

・心配ごと相談所の運営体制について検証を行い、当面は現行で進めてい 

くことにしたが、引き続き時勢に合った体制がとれるよう配慮して行く。 

②専門相談機能の強化 

・平成２５年度より「法テラス二本松出張所」が設置され、同年より本会主

催の法律相談会を休止している。 

・本会に相談があったケースにおいては十分に聞き取りを行った上で、法テ

ラスや障害者相談センター、市の担当者、民生児童委員、ハローワーク等

と情報を共有し、連携を図って問題解決に努めている。 

・法テラス二本松出張所の撤退後、その受け皿として専門相談再開に向けた

準備が必要となる。 

・地域包括ケアシステムとの連携のあり方について検討する必要がある。 

③在宅介護支援センター 

・各種の保健・福祉サービスを受けられるようサービス実施機関との連絡 

調整に努め、地域の要援護高齢者及びその家族の福祉の向上を図った。 

・保健福祉サービス等の利用申請手続を代行して行った。 

・安達在介として安達方部民協やいきいきサロンへ積極的に参加し、在介 

の役割や福祉サービスについて周知するとともに顔つなぎと情報交換を

図った。 

・平成２８年度で在宅介護支援センター運営事業が廃止され、平成２９年度

より安達地域包括支援センターを市から受託し、高齢者の総合相談窓口と

して今後は対応していくこととなった。 

 

推進目標４ 生活課題に応じた福祉サービス事業の充実・強化 

 

《目標》 

 多様な生活課題の解決を図るため、適切な福祉サービスの提供と機能の充実で、地域住民の支

援体制を強化します。 

 

 （１）福祉サービスの機能強化 

取組事項 

（現 状） 

①会食サービス事業の充実強化 

・会食を通じた地域社会とのふれあい・交流の場作りで、高齢者の社会的孤

立防止を目的に、会食サービス事業を実施し、評価や見直しにより更なる

充実を図ります。 

②学童保育所事業の充実強化 

・小学校６年生までの児童対象と受け入れが拡大されたことから、更に機能

を充実させるとともに、従事する指導員の研修会参加等で資質向上に努め

ます。 

③見守り活動の推進 
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・隣近所との日常的な関係作りを促進するとともに、要援護者等に対する住

民主体での地域見守り活動を推進していきます。 

④介護者同士の交流事業 

・在宅での介護者を対象に、同じ悩みを持つ介護者同士が交流し、介護につ 

いての知識や思いを共有することで、精神的な不安や負担の軽減を図ると 

ともに、介護疲れを癒し、心身をリフレッシュする場を設けていきます。 

⑤災害時要援護者避難支援制度との連携・協働 

・「二本松市災害時要援護者避難支援制度事業」との協働で、災害時要援護 

者に対して、災害時の災害情報の伝達、避難支援、安否確認を迅速かつ円 

滑に行えるように支援体制、平常時の見守り活動等体制づくりに取り組ん 

でいきます。 

評 価 

（課題等） 

①会食サービス事業の充実強化 

・１人暮らし高齢者の会食サービス事業は市の受託事業として全地区とも 

年３回ずつ開催している。 

・地区毎にボランティアの協力を得て開催しており交流の場になっている。 

②学童保育所事業の充実強化 

・対象学年が拡大されたことにより、保育内容や保育室のスペース、職員 

の配置など課題がある。 

・保育技術の向上と良好な保育の継続を行う。 

・必要な人材の確保のため、平成２９年度、学童保育業務職員就業規則を制

定し、有期雇用契約から無期雇用契約への転換を可能とした。 

・特に支援が必要な児童への対応を研究する。 

③見守り活動の推進 

・小地域における住民主体や福祉活動を推進するため、住民同士の繋がり 

や絆づくりの重要性や、地域住民の支え合い活動である「見守り活動」の

意義等について学ぶ機会として、毎年１回、地域福祉活動研修会を開催し、

住民の意識づくりに努めている。 

・見守り、安否確認を目的とする活動を行っている地区社協もあり、今後 

も住民主体の見守り活動の推進に努める。 

・毎年、災害時要援護者避難支援制度台帳が行政区長や民生委員へ配布さ 

れ、見守りの必要性の意識付けに繋がっている。また、見守りを行ってい

る地域では、日常的な関係づくりができている。 

・制度の同意を得られないために、名簿記載されない方の把握と見守り方 

 法が課題となる。 

④介護者同士の交流事業 

・在宅で介護度３以上の方を介護している方を対象として年２回実施して 

いる。 

・地区社協設立後は、安達、岩代、東和地区は地区社協事業に移行してお 

り、東和地区社協においてはその後、参加者少数のため事業廃止。 

・二本松地区のみ市社協主催で「介護者談話室事業」として継続しており、
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安達地区社協との合同により実施。参加者数は安達と合わせ１５名程度。

参加人数は少ないが、ゆっくり話ができると好評である。 

⑤災害時要援護者避難支援制度との連携・協働 

・災害をテーマにした研修や懇談会を開催する中で、防災計画や災害時要 

援護者避難支援制度、福祉救援ボランティアマニュアルの周知を合わせて

行った。また、日頃から災害への備えの意識付けとして本会が実施してい

た「非常時持出袋」の配布を制度と連携させるなどして制度の啓蒙を図っ

た。 

・民生委員と社協や行政が連携し、避難者支援制度の啓蒙を図ることで地 

域における安心・安全の取り組みに繋げた。支援者がいない、登録者以外

は情報が得られず見守りが難しいなどの課題もあるため、今後も制度への

理解や啓蒙を図りながら、地域内で顔の見える関係づくりを進めることも

必要となる。 

 

推進目標５ 避難者への生活支援活動の充実 

 

 《目標》 

 避難者のニーズ把握による個別支援と避難者同士のつながり、地域福祉活動による支援の充実

を図り、関係機関・地域住民との協働により、継続的な活動展開を推進していきます。 

 

 （１）避難者への見守り、相談、交流事業の推進 

取組事項 

（現 状） 

①仮設住宅や借上げ住宅への訪問・相談活動 

・生活支援相談員による仮設住宅等の訪問・相談活動を継続して実施し、避

難自治体・社協との連携で、避難者への個別支援や地域づくりのための活

動に取り組みます。 

②復興公営住宅入居者の生活支援と地域住民との交流活動 

・平成２８年度に入居開始予定の市内復興公営住宅において、入居者の生 

活と地域住民とのコミュニティ形成が円滑に図れるように検討・支援して

いきます。 

③避難者と地域住民の交流支援活動 

・避難者へのサロン活動や各種イベントの企画により、地域住民・ボラン 

ティア等が参加協力することで、地域との交流も合わせた活動を推進しま

す。 

評 価 

（課題等） 

①仮設住宅や借上げ住宅への訪問・相談活動 

・現在、生活支援相談員として４名を雇用している。 

・相談員２名は、避難元社協の相談員とともに仮設・借上住宅の訪問活動を

行っている（単独での訪問はなし）。 

・帰還や復興住宅等への転出が進み、仮設・借上住宅入居者は減少している。 

・避難状況の変化に伴い、避難元社協と協議しながら今後の避難先社協と 

しての役割等を確認のうえ人員配置や支援体制について整備していく必
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要がある。 

②復興公営住宅入居者の生活支援と地域住民との交流活動 

・復興公営住宅入居者の支援については、現在、被災者支援組織みんぷく 

が中心となって自治会設立を目的とした交流事業等を進めている。 

・浪江町では自治体の方針自体が示されていないとのことであるが、みん 

ぷくは平成３０年３月末で撤退予定であり、今後は避難元社協と情報共有

しながら対応を検討していく必要がある。 

③避難者と地域住民の交流支援活動 

・借上住宅の方を対象とした避難者支援サロンを月１回開催している。 

・仮設、借上住宅からの転居が進むにつれ参加者が減少している状況から、

いつまで同事業を継続するか検討が必要。 

・今後は復興住宅入居者への支援も合わせて検討していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

【３】在宅福祉サービス部門 

 

推進目標１ サービスの資質向上による利用者の拡充 

 

 《目標》 

 良質で充実したサービスを目指し、あらゆる地域資源との連携で、地域から選ばれる総合的な 

支援とサービス提供を推進していきます。 

 

 （１）サービスの資質向上 

取組事項 

（現 状） 

①ニーズ把握や評価等による適切なサービス対応の実施 

・利用者等のニーズ把握や業務評価に取り組み、利用者本位で、質の高いサ

ービス提供が図れる対応に努めていきます。 

②情報共有と連携強化による支援体制の確立 

・総合的な福祉サービス支援体制を確立するため、多職種（各部署・関係機

関等）とのケース検討やリスク管理等の情報共有の場づくりを進めていき

ます。 

評 価 

（課題等） 

①ニーズ把握や評価等による適切なサービス対応の実施 

・アンケート実施により、利用者のニーズを把握し、質の向上に努めてい 

る。また研修に参加し、研修で取得した内容を事業所内で共有し、質の高

いサービスが適時できるように努めている。 

・多職種とのケース検討は利用者に対するサービス担当者会議に限られて 

おり、総合的な情報共有の場をつくるという点では進められていない。 

・積極的にニーズの把握・業務評価に取り組んでいく必要がある。 

・質の高いサービスに繋がるように事業評価、自己評価に取り組んでいる。 

②情報共有と連携強化による支援体制の確立 

・本会の福祉サービス事業所内で、事業内容の共有やサービス内容の共有 

を図るため会議を開催したが、リスク管理等の共有がまだ出来ていない面

がある。 

・地域包括ケア会議等へ積極的に参加していく。 

 

 （２）サービスにかかる人財の確保と育成 

取組事項 

（現 状） 

①サービス提供維持、向上のための人財確保 

・サービス提供維持、向上のため、非常勤職員等の必要な人財の確保に努 

めます。 

②組織力向上に向けた人財育成の推進 

・常に自己研鑽に努めるとともに、各種研修や講習等の参加で習得した技 

能等については、職員間での共有を図り、組織力強化で良質なサービス提

供に努めていきます。 
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評 価 

（課題等） 

①サービス提供維持、向上のための人財確保 

・新しく登録するヘルパーも年に１名程度で発掘も難しく、また現在登録 

しているヘルパーも高齢化してきている。 

・非常勤職員の年齢層が高めとなっており、サービス提供維持のためには、

それぞれの健康状態を良好に保つことが課題となっている。また、新たな

人材の発掘にも力を入れる必要がある。 

・社協だよりに、毎回非常勤職員募集を掲載して有資格者を募っている。 

また、資格取得のための情報等合わせて掲載して人材確保に努めている。 

②組織力の向上に向けた人財育成の推進 

・計画的に外部研修に参加し、事業所内会議で共有している。また、主任介

護支援専門員研修に積極的に参加し質の向上を図っている。 

・資格取得する条件を満たす職員は、積極的に試験を受ける等、後任者育成

が必要である。 

・外部研修等に積極的に参加するように促し、計画的に自己研鑽に努めて 

いる。研修後は資料等を回覧し、事業推進会議等で習得したことを業務に

活かして質の良いサービスに繋がるように努めている。 

・資格更新について、組織として計画的に実施していく必要がある。 

 

 （３）地域への情報提供とサービス利用体制の強化 

取組事項 

（現 状） 

①市民、関係団体等への効果的な情報提供 

・社会福祉協議会としての特性を活かし、市民や関係団体（民生委員等） 

へのサービスの情報提供と理解を求めていきます。 

②関係機関との連携によるサービス利用体制の強化 

・医療機関や地域包括支援センター等との連携を強化し、定期的な利用状況

等の情報提供で、新規利用者の受け入れ体制を構築していきます。 

評 価 

（課題等） 

①市民、関係団体等への効果的な情報提供 

・平成２９年度から安達地域包括支援センターを受託運営することにより、

安達民生児童委員協議会の定例会に参加し、情報提供を行ってきた。 

・ガイドブックを発行して具体的な活動、組織機構図・各事業所の紹介等を

掲載している。また、民生委員からの相談には丁寧に対応し、関係機関に

繋げる等行っている。 

②関係機関との連携によるサービス利用体制の強化 

・平成２９年度より地域包括支援センターが市内に６ヶ所できたことで、 

こまめな連絡や相談にも繋ぐことができるようになった。 

・毎月実績届の際に事業所の情報や利用者の空き情報等を地域包括支援セン

ターや各居宅介護事業所に提供し、新規受入れの積極的なＰＲを継続して

行っている。 

・受け入れ地区の情報、調整等を随時行い、速やかに情報提供できるよう 

努めている。 
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推進目標２ 職員体制整備と業務改善による採算性の確保 

 

 《目標》 

 事業所毎に経営分析を実施し、共通の認識をもって健全な事業展開を図る。また、一定の採算

性の確保のため、経費節減や業務の効率化にも積極的に取り組んでいきます。 

 

 （１）効率的な事業所運営の推進 

取組事項 

（現 状） 

①経営状況の把握と分析の強化 

・継続的な経営状況の把握や分析により、各事業ごとの損益分岐を定め、 

中長期的な目標設定により安定経営を図ります。 

②業務効率化に向けた見直しと改善 

・継続的に業務の見直しと改善を図り、経費節減と業務の効率化を推進し 

ていきます。 

評 価 

（課題等） 

①経営状況の把握と分析の強化 

・経営状況の把握としては、毎月の収入の状況把握と報告にとどまってお 

り、支出に対する分析を深め、安定経営に更なる理解を持つことが必要で 

ある。 

・各事業所で収益を把握し、事業分析を行っていく。介護報酬改定も見据 

え、現在の受け入れや人数を維持していけるように業務にあたる。 

・加算を取るための職員配置や今後の事業のあり方を研究する必要がある。 

②業務効率化に向けた見直しと改善 

・毎週、事業所内の会議において必要な事項について随時業務の見直しを 

行っている。事務の作業効率については今後も検討していく。 

・訪問介護においては、サービス提供責任者の役割と人員数についての検 

討を行う。 

・業務の効率化及び安全に運営するために、施設の環境整備、送迎車の更新

や改善を計画的に実施していくことが必要である。 

 

 （２）職員配置の適正化と支援体制の強化 

取組事項 

（現 状） 

①適正な職員配置の研究と確立 

・配置基準を遵守し、コストバランスのとれた人員配置を研究し、体制確 

立に努めます。 

②部署間での支援体制強化 

・休日勤務による代替えや利用者の送迎など、部署間の支援体制を強化す 

ることで、効率的なサービス実施を図ります。 

評 価 

（課題等） 

①適正な職員配置の研究と確立 

・居宅支援介護～平成２９年１２月現在、正職員８名、嘱託職員３名の計 

１１名体制。市の介護保険事業計画におけるサービスの見込量や本会の居

宅介護支援事業の占有率等勘案し、職員配置を検討して行く。 

・訪問介護～平成２８年度、２９年度と１名ずつ配置職員を減員している。
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サービス提供責任者の定数と訪問を主として活動する介護員等について

更に検討を進める。 

・訪問入浴～現在オペレーター業務をシルバー人材センターに委託してい 

るが、安全性・適切なサービス提供の維持のためには、職員の配置を検討

する必要がある。 

②部署間での支援体制強化 

・訪問介護事業所は年中無休で実施しているが、休日に稼働できる登録ヘ 

ルパーの不足により調整が困難となっている。サービス提供責任者の立場

を再検討し、誰でも訪問できる支援体制を構築する必要がある。 

・急な代替が必要な際に、有資格者の支援体制を構築していく。 

・各部署間で、互いに助け合える人材を育てる。中心となって研究・リード

できる人材を置くことが課題である。 

 

推進目標３ 制度改正や新たな行政施策動向への方針確立 

 

 《目標》 

 制度改正等の社会環境の動向から、本会実施事業の影響や担うべき役割、新たに必要となる取

り組みを分析し、方向性を確立していきます。 

 

 （１）制度改正等への研究・分析と円滑な対応 

取組事項 

（現 状） 

①介護保険制度改正に対する研究と円滑な対応 

・平成２７年度介護保険制度改正による、本会実施事業への影響や新たに 

必要とされる取り組みなどを研究し、組織体制づくりや利用者等への情報

提供など円滑な対応に努めます。 

②二本松市福祉計画の分析と方針の確立 

・二本松市第７次高齢者福祉計画及び第６期介護保険事業計画の内容を分 

析し、本市において、本会が担う役割を明確にして方針を確立していきま

す。 

評 価 

（課題等） 

①介護保険制度改正に対する研究と円滑な対応 

・新しい総合事業への取り組みから、従来の介護予防事業から地域支援事 

業（訪問型・通所型）への移行を行った。また、地域包括支援センターの

受託により現在は、介護予防支援事業を実施している。今後の動向に対し

注意していくとともに今後の制度改正も含めて研究や検討が必要である。 

・平成３０年の介護報酬改定では、介護保険の費用抑制を目的に高齢者の 

自立支援で成果を上げた介護サービス事業者へより多くの報酬を支払う

よう改正される見通しが示されており、通所介護は報酬引き下げの方針が

出されていることから、より一層経営が厳しくなることが予想される。本

会における通所介護の運営のあり方、認知症対応型デイサービスの研究な

ど、将来の方向性を再検討することが必要と思われる。 

②二本松市福祉計画の分析と方針の確立 
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・第７次高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画で、本市においては、地

域包括ケアシステムの構築に向けた新しい総合事業への移行や日常生活

圏域の見直しなどを行い、細やかな高齢者への支援を目的として、中学校

圏域（６圏域）となった。それに伴い、地域包括支援センターも再編され

たことで、本会においては本所機能がある安達地域における地域包括業務

を担うこととなった。現在のところは、従来までの介護予防・総合相談業

務が主となっているが、平成３０年度からは、認知症支援推進員や生活支

援コーディネーターの配置が必須であることや総合事業の本格的な運用

から緩和された基準のサービス、一般介護予防事業など拡充が求められる

事業があり、行政機関の動向により本会の取り組みに大きな影響があると

考えられる。そのため、市との連携により、人員体制整備や事業推進に向

けた方針の決定が急がれる状況である。 

・市の今期計画には団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年問題を見据

え、誰もが住み慣れた地域で最期まで生活できるよう、地域がサポートし

合う社会システムとして「地域包括ケアシステム」が新たに盛り込まれた。 

・介護、医療、予防、住まい、生活支援が一体となって連携し支え合う仕組

み作りを進めていく中で、本会としての果たす役割について、介護保険事

業だけでなく、地域福祉事業も含め検討する必要がある。 

 

推進目標４ 個別ニーズに則した自立支援マネジメントの強化 

 

 《目標》 

 自立した生活を支援するため、利用者個々のニーズにきめ細かく対応し、より地域に根ざし求

められるサービスの拡充に努めます。 

 

 （１）介護予防・生活支援・家族介護支援サービスの充実 

取組事項 

（現 状） 

①利用者の能力・機能を活かしたサービスの強化 

・利用者個々の能力と機能を活かし、在宅生活の限界点を高めるサービス 

で自立支援に努めます。 

②利用者・家族からの相談窓口の拡充 

・相談窓口の拡充により、利用者・家族の相談や要望を受付し、職員間・部

署間の横断的な連携で、個別支援・家族介護支援の充実を図ります。 

評 価 

（課題等） 

①利用者の能力・機能を活かしたサービスの強化 

・居宅介護支援～本人の能力をより引き出せるように、家族・地域ででき 

ることについて提案しながら、介護保険サービスの情報を提供し必要な部

分のサービス調整を行っている。 

・訪問介護～本人の自立支援の立場に立ち支援の視点を考慮し担当者会議 

等でも事業所の専門的意見を述べることができている。 

・訪問入浴～介護が軽度な利用者に対しては、入浴による気持ちの向上が 

 認められ、より能力が生かされるサービスへの移行も度々みられた。ター 
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ミナルケアの利用者に対しては、日常生活での精神的な安定・満足が得ら

れていると評価できる。 

・通所介護～利用者の生活状況に合わせた個々の機能訓練が課題である。 

家族の介護負担解消や利用者の生きがい目的のみではなく、自宅での生活 

が継続できるよう、何が必要なのか、状況把握に努め、個人の能力の向上 

と家族へのアドバイス等積極的に取り組む必要がある。 

②利用者・家族からの相談窓口の拡充 

・居宅介護支援～安心サポートを利用している利用者に対しては、地域福 

 祉課との連携を行い、利用者の日々の生活に向けて支援ができている。 

・訪問介護～月１回の係内会議では、「安心サポート」、「移送車の利用方法」 

等の勉強会や「移動入浴車の仕組み」等学ぶことで社協内の連携に繋がり

利用者、家族より相談を受けた際、助言できるようになった。 

・訪問入浴～相談は訪問中のことが多く、より身近な相談を受け入れてき 

た。また、それらを直ちに他機関へつなげて支援を充実させてきた。今後

もサービス提供中でのニーズ把握に力を入れ、身近な相談者として相談技

術を磨くことが課題としてあげられる。 

・通所介護～介護相談の窓口は充実してきているが、デイサービスでも気軽 

に相談に応じられるような体制づくりが必要と思われる。介護についての

みでなく、多様な生活課題を抱えている利用者や家族が多いのが現状であ

り一事業所としてのみならず、必要なサービスや相談窓口へいち早くつな

ぐ役割も必要とされている。 

  

（２）個別ニーズに対応したサービスの拡充と開拓 

取組事項 

（現 状） 

①社協あったかサービスの拡充 

・制度以外の生活課題やニーズに対応したサービスの提供を充実させるこ 

とで、より地域に根差した事業展開と自立した生活支援を進めます。 

②障がい者相談支援事業の実施検討 

・管内における相談支援専門員数が不足している現状もあり、障がい福祉 

サービスの拡充と合わせて、障がい者相談支援事業の実施について検討を

進めます。 

評 価 

（課題等） 

①社協あったかサービスの拡充 

・あったかサービスの利用者は、介護保険サービスを利用し、そこで担えな 

い方に対しての支援であることを再認識し、必要な場合の支援を行ってき 

た。家族の協力や家族がいてもできない方等支援ありきではないことへの 

理解を求め今後も継続して行く。 

②障がい者相談支援事業の実施検討 

・生活支援事業の中で、相互に理解不足もあり、より良いサービス提供の 

遅延にも繋がっている。現在携わっている相談員との交流を持ち、障がい

者支援事業に対しての理解を深める必要がある。 
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（１）民間財源 

取組事項 

（現 状） 

①会費収入 

・各種会合等への出席や福祉推進協力員の体制整備により、市民への十分

な説明で理解を求め、一般会員の加入率の維持に努めていきます。 

・新たな地域資源（新設された企業やサービス事業所等）の把握で、会員

加入の働きかけを進め、法人・団体会員の拡充を図ります。 

②寄附金収入 

・随時寄附を受付し、透明性を確保した管理と効果的な活用で、寄附者の

意向を尊重した地域への還元をしていきます。 

③共同募金配分金収入 

・本会と共同募金委員会とが連携し、「二本松市共同募金推進計画」によ 

る共同募金活動を進め、必要とされる地域福祉活動財源の確保に努めて

いきます。 

評 価 

（課題等） 

①会費収入 

・全市的な福祉推進協力員の委嘱については進んでいない状況にあるが、

一般会員については、震災前の平成２２年度と比較して９９％前後の加

入率を維持している。 

・法人会員については、広報誌で広く加入を呼びかけ、本計画期間中３件

の新規加入があった。また、平成２９年度は、会長より二本松青年会議

所会員に対し、会員加入を依頼している。 

②寄附金収入 

・随時寄附金を受け付け、地域福祉事業に係る財源として活用している。 

③共同募金配分金収入 

・目標額を上回る募金を集めることができている。共同募金は、使い道や

集める額を目標額として定めて募金を募る「計画募金」であることから、

今後も共同募金委員会と協働で、必要とされる事業の計画とそれに係る

募金額を確保していく。 

 

 （２）公費財源 

取組事項 

（現 状） 

①補助金・受託金収入 

・社協運営に対する公的補助の必要性への理解を求めるため、社協が担う 

べき役割の明確化と適正な人員配置や事務事業を研究し、二本松市と調 

整しながら今後の方向性を定めていきます。また、社協の特性を活かし、 

多様な社会資源を活用しながら、地域における公的福祉サービスの実施 

主体として、受託事業の質の高いサービス提供と効率的な事業展開で、 

安定した運営に努めていきます。 

２ 第３次発展・強化計画の評価（財務項目別の取り組み実績と課題） 



32 

評 価 

（課題等） 

①補助金収入 

・市からの社協活動推進事業補助金については、平成２３年度以降、同年

の実績額を基準として、定額性となっている。新規事業や職員の配置変

更、定期昇給等で負担が増える状況となっていることから、安定した財

源の確保のため、補助金のルール化を図る等、二本松市との調整を図る

必要がある。 

②受託金収入 

・平成２７年度、「生活困窮者自立支援事業」、平成２８年度、新たに４ヶ

所の「学童保育所」、平成２９年度、「安達地域包括支援センター」の受

託と年々事業規模が大きくなっている。事業に直接あたる人件費につい

ては、それぞれ受託金として入っているが、それに伴う職員の管理、経

費の管理など間接的な負担が増大していることから、補助金と同様に二

本松市との調整を図る時期にきている。 

 

 （３）自主財源 

取組事項 

（現 状） 

①自主財源（介護保険事業収入、障害福祉サービス事業収入） 

・制度改正や報酬改定による本会が実施する各種サービス事業への影響を 

分析し、各事業ごとの損益分岐を定め、一定の採算性を確保した中長期 

的な計画で、目標とする収入額の確保に努めます。また、多様なサービ 

スとの連携と良質なサービスの提供で、利用者の確保に努めるとともに、 

地域で必要とされるニーズへの対応を図るため、サービス拡充に向けた 

研究と検討を進めていきます。 

評 価 

（課題等） 

①自主財源（介護保険事業収入、障害福祉サービス事業収入） 

・平成２７年度の介護保険制度改正に伴う報酬単価の引き下げにより、通

所介護事業においては、収支差額がマイナスになる事業所が出てきてい

る。また、施設系のサービスの拡充により、本会事業利用者のショート

ステイ利用が増え、訪問介護事業においても収益率が大幅に下がってき

ている。管内における介護保険サービスは充足されてきており、今後大

幅な利用者拡大は困難であることから、多様なサービスとの連携と良質

なサービスの提供で、利用者の安定確保が課題となる。 

 

 （４）事業活動による支出 

取組事項 

（現 状） 

①人件費 

・人件費については、サービス水準の維持を前提とした事務事業の見直し 

や部署間の協力体制強化で、より有効的な勤務体系の構築と職員採用時 

期の的確な見極めで、必要最小限の経費支出を目標とします。 

②事業運営に係る経費 

・事業運営に係る経費については、引き続き、削減に努めるとともに、財 

務分析による効果性の高い経費充当の方法を研究し、全職員の共通認識 

で財政の安定を図ります。 
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評 価 

（課題等） 

①人件費 

・第３次計画策定時、平成２８年度から平成３２年度にかけて人件費のピ

ークがくることから、採用を一時見合わせることとしていたが、その後

正規職員の退職などがあり、平成２９年４月１日付で正規職員を３名採

用した。採用後の比較でも平成２７年度計画比９０．７％（正職員４５

名→４３名、嘱託職員２９名→２８名）、平成２８年度計画比８９．７％

（正職員４５名→４２名、嘱託職員２８名→２６名）、平成２９年度計画

比８８．７％（正職員４３名→４１名、嘱託職員３０名→２９名）とな

っており、収入とのバランスはとれていたと考えられる。 

②事業運営に係る経費 

・第３次計画での長期財政計画で定めた経費との比較では概ね８５％とな

っており経費削減の意識が浸透してきていると思われる。引き続き、良

質なサービス展開及び事業とのバランスを研究していく。 

 

 （５）基金の運用 

取組事項 

（現 状） 

①社会福祉基金 

・本会の地域福祉事業の実施に充てる資金として、引き続き拡大に努め、 

地域福祉活動計画や新たに発生した地域の課題に対する取り組みに対 

し、計画的な財源化で積極的な活用を図っていきます。 

②介護保険事業安定化基金 

・関係法令に基づいた事業の安定運営を図る上で、必要とされる保有額と 

社会福祉法人として非課税扱いにふさわしい地域貢献への活用を研究 

し、社会的に理解の得られる運営を推進していきます。 

③社会福祉施設整備基金 

・寄附者の意向を反映させ、より良い地域への還元方法を検討し、透明性 

のある運用計画を確立していきます。 

評 価 

（課題等） 

①社会福祉資金 

・第２次地域福祉活動計画策定に係る経費、非常持出し袋配布等地域福祉 

事業に活用してきた。毎年度受け入れる寄附金を積み立てていることか 

ら、寄附者の意向に沿った活用を引き続き研究していく。 

②介護保険事業安定化基金 

・計画期間内は取崩しを行わず、基金に係る利息金を積み立ててきた。平 

成３０年度に行われる介護保険法の改正による報酬改定の影響等見極

め、今後の運用方法を検討する。 

③社会福祉施設整備基金 

・老朽化していた訪問入浴車両及びデイサービスセンターあだちの送迎車 

更新経費に活用している。引き続き施設の整備充実に活用していく。 
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 （６）固定資産の管理 

取組事項 

（現 状） 

①固定資産の取得 

・民間助成制度の利用を基本として財源を確保し、必要数の所有に努めて 

いきます。また、車両については、的確な更新計画を作成し、長期的な 

視点で適切と判断される場合は、ファイナンスリースの活用を積極的に 

推進していきます。 

②固定資産の管理 

・常に保全場所・状況を把握し、故障や老朽化などで、各種サービス提供 

に影響がある物は、十分なメンテナンスと早期の更新等による対応で、 

適切な運用管理に努めていきます。 

評 価 

（課題等） 

①固定資産の取得 

・平成２９年度、公益財団法人ＪＫＡ及び公益財団法人遠藤医療福祉助成 

財団より補助を受け、訪問入浴車両２台を更新した。また、デイサービ 

スセンターあだちにおいては、老朽化したマイクロバスをできるだけ利 

用者宅近くまで入れるようハイエースに更新している。 

②固定資産の管理 

・各種サービス提供に影響のでないよう状況を把握してきた。 

 

 （７）長期財政計画 

取組事項 

（現 状） 

 社会福祉協議会は、公益性の高い非営利・民間の福祉団体であり、この

ような特性から、公益性に根差した事業活動を可能とするために、適正な

収益を確保し、安定的な財務基盤を確立することが重要になります。また、

法人の事業運営を法令、定款等に従って計画的かつ効率的に行うとともに、

法人の経営状況と財務状況を正確に把握し、透明性の高い財務管理が求め

られていることから、中長期的な財政計画を立て、健全な財務基盤の安定

を確保していきます。 

評 価 

（課題等） 

 法令、定款等を遵守し事業運営を行ってきた。収入の主となる介護保険

事業収入については、介護報酬の改定及び利用者の減少などで、長期財政

計画と比較し８７％程度となっているが、人件費支出が同９０％、事業費

事務費支出も同様に８５％程度に抑えられており、事業規模に則した支出

になっている。 

 今後も収入の大幅な増は見込めないが公益性に根差した事業活動を行う

ため、人件費も含めた適正な支出の管理と基金の計画的活用により地域福

祉活動を行っていく。 

 


