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社会福祉法人  福知山学園  

 

■社会福祉法人改革の本格実施に伴う新たな評議員会・理事会体制を整え、新理事長を

先頭に心機一転の年度として始動した。 

 尚、平成 30 年からの報酬単価見直しや一部制度変更等を見据え、一段と経営の舵取りが

問われる船出となったところである。 

■法人中・長期プランを担保する財務基盤強化については、  各事業所における利用実績

管理やコスト管理を進める中、全体として目標値を超える適正利益の確保を達成することが

出来た。 

ここに改めて管理者・全職域スタッフの日々の努力を労い感謝をするものである。 

今後も、ご利用者・ご家族、そして地域の多様なニーズに真摯に向き合い、未来に責任の持

てる社会福祉法人として着実な歩みを進めていきたいと考えている。  

■法人経営における最優先テーマとして「人材の育成＝次世代職員の育成」を掲げた。  

いわゆる「人材確保」に止まらず、将来に連なる事業継続強化の礎となる人づくり・組織づくり

に向けた未来投資として積極的に採用活動を展開し、計画的に次世代職員育成に注力して

きた。 

その中、新人事管理システムをスタートすると同時に、職員が未来を託せる育成体制やキャ

リアアップシステム、働きがいと働きやすさの両立、社会貢献とコンプライアンスなど、幅広い

基準を要件とする「きょうと福祉人材育成制度上位認証」を取得することができた。  

これを機に、上位認証 7 法人の「三ツ星法人」にふさわしく、名実が伴ったさらなるレベルアッ

プに努めていきたいところである。 

■尚、採用活動に関しては地道に各種就職フェアに出展をすると同時に、フクシの未来を創

る選りすぐり法人が集結する「FUKUSHI meets」プロジェクトへ加わり、京都市内でのスタート

アップ企画を皮切りに、グランフロントおおさかでの「FUKUSHI meets」に二日間にわたる出展

を行なった。 

「FUKUSHI meets」での経験と学びは大きく、自法人の組織風土上の課題など、客観的に自

己覚知する機会にもなったととらえている。 

■今一度職員確保・定着上の現状にしっかりと向き合う一方、多様な主体とも柔軟に協働

し合え、新たな「フクシの魅力」を発信できる法人への変容をはかっていかねばならないと考え

ている。 

正に「FUKUGAKU バリューアッププラン」の成否につながるキーワードとは「地域との協働」と

「フクシの魅力発信」であり、前提となるのは「柔軟な発想」や「新たな価値創造力」だと思わ

れる。 

■「いのちいきいき福知山学園」。福祉ニーズが普遍化しつつある今、法人理念を共有し合

い、ご利用者の笑顔を私たちの喜びとして、様々な場面で共に語り合い共感し合える関係性

こそ私たちが求める価値でもありプライドとなる。 

以下、平成 29 年度の成果、課題や気づきを次年度以降そして未来に繋ぎ蓄積していきい。 

平成 29 年度 事業報告書 
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Ⅰ．法人管理体制・委員会体制  

■ H29.10.1 法人管理体制 ■ 

■ 法人 委員会体制 ■ 
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１．法人運営  重点施策と行動計画  

活
力
あ
る
チ
ー
ム 

1-(1) 代理観を持った次世代職員の育成 

実行計画 新・人事管理制度の実践と検証 9月達成率 3月達成率 

目標数値 
①人事評価ナビゲーターでの目標設定・評価の実施 50％ 100％ 

②人事考課制度実施後の検証（年 2回） 50％ 100％ 

責任者 WL向上委員会い／サポートセンター 

上半期実績 下半期実績 

①人事評価ナビゲーターでの目標設定・評価の実施 

4月 新人事制度導入を開始。 

6月 行動評価実施（自己評価⇒上司評価） 

今期の個人目標設定（人事評価ナビゲーター利用） 

9月 自己評価開始（目標評価・行動評価）9月末終了 

10月 施設内評価者会議/法人評価者会議 

11月 フィードバック面接開始（下期目標設定） 

 3月 自己評価提出（目標評価・行動評価） 

     上司評価（目標評価・行動評価） 

②人事考課制度実施の後の検証（2回） 

7月 人事考課制度についてのアンケート調査実施 

8月 人事考課制度 アンケート分析開始 

9月 5日 アンケート分析結果報告（日本経営より） 

   ⇒日本経営・人事評価ナビテーターシステム担当者同

席の中、評価者との人事考課制度導入後のアンケー

ト分析結果報告と併せて、ナビゲーターの改善点の

確認とフィードバック面接についての確認会を実施。 

〇WL 向上委員会にて、毎月人事考課制度導入後の検証

を実施する中で、フィードバック面接の方法やシステム上

の不具合等を検証してきた。 

［戦略・課題］ 

►個人目標設定時の格差と施設毎の評価格差を標準化する 

►評価結果に応じた、昇給・賞与支給の資料を分かり易くする。 

►人事考課制度そのものが、人材育成制度となっているか検証を継続する 

実行計画 階層別研修会の充実 9 月達成率 3 月達成率 

目標数値 

①新任研修会の充実 年 4回［法人概要・マナー・人権・医療等］ 100％ ― 

②中堅職員研修会Ⅰ 1等級から 2等級 講師：WL向上委員会 ― 100％ 

③中堅職員研修会Ⅱ 2等級から 3等級 講師：久田則夫教授 ― 100％ 

④中堅職員研修会Ⅲ 法人事例研究報告会 ― 100％ 

⑤役職者研修会  メンタルヘルス      講師：武田栄理子 100％ ― 

⑥事務員研修会  メンタルヘルス      講師：武田栄理子 100％ ― 

⑦非常勤職員研修会 法人ビジョンについて ［サポートセンター］ ― 未達成 

⑧新・役職者フォローアップ研修会       ［サポートセンター］ ― 100％ 

責任者 法人研修委員長・事業推進部長 

Ⅱ.2017 年度  重点施策と行動計画  

［※年間目標達成を 100％とする］ 
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活
力
あ
る
チ
ー
ム 

上半期実績 下半期実績 

①新任職員研修会 ②中堅職員研修会Ⅰ 

◆平成 29年度 新任職員研修会 参加者 17名 

5/23 9:00～17:00 第 1回  

［第1回福知山学園のあゆみ・地域クリーン作戦・施設見学］ 

 ・講師：廣田 真 （みわ翠光園 施設長） 

 

6/13 9:00～17:00 第 2回 

［第 2回人権ハンドブック説明、お薬について・施設見学］ 

 ・講師：山下晃生（人権委員長・おさだの翠光園 課長） 

 ・講師：井地明子（医務委員長・みわ翠光園 看護師） 

 

7/14 9:30～16:30 第 3回 

［第 3回 マナー研修、介護技術研修］ 

・講師：足立明子氏【オフィス スキッパー】 

・講師：高橋 司（研修副委員長・橘 課長） 

 

8/31 13:30～16:30 第 4回  

［第 4回急法研修］ 

・講師：東分署 

 

⑤役職者研修会 参加者 35名 

9/21 9:30～11:30 ［メンタルヘルス研修会］ 

❒テーマ「自分の思いを適切に伝えるためのトレーニング」 

・講師：京都産業保健縫合支援センター 

メンタルヘルス促進員 武田栄理子 氏 

 

⑥事務職員研修会 参加者 9名 

9/13 13:30～15:30［メンタルヘルス研修会］ 

❒テーマ「上司と部下のコミュニケーションワーク」 

・講師：京都産業保健縫合支援センター 

メンタルヘルス促進員 武田栄理子 氏 

 

◆2等級～3等級 参加者 59名 

2/20［第一部］9:30～12:00/［第二部］13:30～16:00 

 ❒テーマ「どうすればセルフ・リーダシップを発揮する職員 

になれるか？〜ぶれない職員になるポイント～コミ 

ュニケーション能力の向上」 

 ・講師：日本大学 教授 久田則夫 氏 

 

③中堅職員研修会Ⅱ  

◆1等級～2等級 参加者 45名 

1/22 9:20～12:20 

❒テーマ「円滑な人間関係を構築するために」 

・講師：足立明美【オフィス スキッパー】 

 

④中堅職員研修会Ⅲ 参加者 169名 

10/27［法人事例研究報告会 ］ 

［第一部］ 9:20～11:45 / ［第二部］ 13:30～15:50 

【実践報告１】・・・・橘 

►「看取りケアとは」            講師：高橋 主 CM 

►「看取りケアを行って」         講師：竹下範宏 UL 

【実践報告２】・・・・すきっぷ 

►「子どもをしるための発達検査」  

                       講師：高木優一 CP 

►「できたが増えるすきっぷの関わり」 

                       講師：高橋 謙 OT 

 

⑦非常勤職員研修会 

  法人内研修としては、実施できなかったが施連協主催   

  の研修会に出来るだけ参加 

 

⑧新・役職者フォローアップ研修会 参加者 課長以上 

11/20⇒ビジョンの描き方 

12/25⇒問題解決手法 

1/26⇒係数管理 

2/26⇒先行管理 

3/22⇒コーチング・面接 

［戦略・課題］ 

►実践報告研修は、事後アンケートからも好評であり継続して実施する必要がある。その中で、法人として実践

報告書として整理をし、外部への情報発信する事を考える必要がある。 

►役職者研修では、次世代を担える人材育成を更なる図る必要がある。 
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フ
ァ
ン
作
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１－（２） 現在と未来の福知山学園魅力発信計画の実施 

実行計画 リニューアル版 HP の効果的運用 9 月達成率 3 月達成率 

目標数値 
①リニューアル版 HP での、法人の取り組みをリアルタイムで発信 40％ 70％ 

②リクルートサイトでの、魅力ある法人として情報発信 50％ 90％ 

責任者 広報委員長・事業推進部長 

上半期実績 下半期実績 

①リニュアル版 HPでの、法人の取り組みをリアルタイムで発信 

◆4月 リニューアル版 HP を公開する。 

◆各事業所毎に、FUKUGAKU コミュニティとして活動報告

を更新。 

◆法人お問い合わせフォームより、施設見学の申し込みも

受けることができた。 

◆「FUKUGAKU コミュニティ」の更新に各事業所毎のタイムラ

グが大きく見られた・。 

 

②リクルートサイトでの、魅力ある法人として情報発信 

◆4月より法人ホームページにてのリクルートスペシャルサ

イトの公開開始。 

 また、マイナビを利用して新卒者向け情報発信の実施。 

【マイナビアクセス件数】※上段 PC/下段スマホ   

4月 5月 6月 7月 8月 9月 

299 300 343 293 276 264 

378 306 193 166 54 105 

 

❒マイナビからのエントリー 62名 

❒マイナビからの施設見学受入 7名  

◆法人として単独アンケートを実施するには至らなかったが、

主催者からの来場者アンケート結果から今後の取り組みに

繋がる分析を行ってきた。 

【マイナビアクセス件数】※上段 PC/下段スマホ   

10月 11月 12月 1月 2月 3月 

239 308 253 282 257 595 

44 38 39 54 46 396 

●H29年度 総アクセス 5528件 

►マイナビからのエントリー  

下期に入ると、エントリー数・施設見学者等登録が無かった。 

［戦略・課題］ 

►学生のアクセス数は、2 月～7月が多く、4月までに採用活動を積極的に行う必要がある。 

►今年度、初めてスタートアップ説明会に参加した事と、F２F 主催の Fukushi meets へ出展したことで、３月の

アクセスが大きく増加している。 

実行計画 法人 PRチームの情報発信の強化 9 月達成率 3 月達成率 

目標数値 

①PRチームによる、就職フェア PRグッズの作成と情報発信 50％ 100％ 

②学校関係等の連携と PR活動のコラボ計画の実施 30％ 30％ 

③介護・保育 資格取得実習生とのアンケートと調査の実施 未実施 未実施 

④新規採用者のフォローアップ対談の実施 － 100％ 

責任者 PR リーダー・事業推進部長 

上半期実績 下半期実績 

①PRチームによる、就職フェア PR グッズの作成と情報発信 

◆積極的に、就職フェアに参加する中で、他法人又企業

のブース装飾を分析し、ブース設定の改善を図った。 

6/17 みやこめっせ 7/24 ハローワーク 

6/22 ハローワーク 8/10 ロイヤルヒル 

7/7  メルパルク京都  

※上記にブースを出展。 

◆下期も積極的に就職フェアにブース出展。 

 

11/5 ロイヤルヒル F 2/14 市民交流プラザ 

12/18 ハローワーク F 2/23 ロイヤルヒル F 

※上記にブースを出展 
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◆株式会社 福知堂 へ依頼をし、ブースデザインを PR 

チームと協議を行い、新たなブース装飾を 

作成する事ができた。 

◆法人内への情報発信としては、PR活動紙として 

 1/２M 「FUKUGAKUサプリ」を発行。 

 

 

 

◆31年度新卒確保へ向けてのアプローチを実施。 

2/22 フクシゴトカフェ 31年度新卒スタートアップ 

3/4 Fukushi就職フェア メルパルク京都 

3/5 マイナビ就職 Expo みやこめっせ 

3/13 就職説明会 ハローワーク F 

3/14 Fukushi meets グランフロント大阪 

3/15 Fukushi meets グランフロント大阪 

►ブースに担当を、若手スタッフにする事で、採用のみを考え

るのではく、人材育成の機会にも繋げてきた。 

②学校関係等の連携と PR活動のコラボ計画の実施 

◆直接的に学校関係と PRチームが連携を取る事は 

なかったが、京都府が主催する「福祉の学びチーム」に

PR メンバー1 名が参加する事により、学校関係のニー

ズに応じた福祉フィールドワークの受け皿となる 1 法人

となった。 

◆学校関係の就職フェアに申込みを行うが、出展する事がで

きなかった。 

◆地元の高等学校等へ採用に向けたアプローチを行うが、そ

のアプローチが採用期間のみであり、日頃からの連携が求

められている。 

③介護・保育 資格取得実習生とのアンケートと調査の実施 

◆実習受入が 9 月からという事で、実施する事が出来な

かった。 

◆実習最終日には、指導担当者との振り返行っているが、ア

ンケート調査という書面での調査については、実施できなか

った。 

④新規採用者のフォローアップ対談の実施 

◆新卒内定者1名の状況であるが、定期的に法人の活動

についての報告や内定者の状況をメールにて確認をす

る中で、フォローを実施している。 

◆内定者については、最低月 1 回以上のメール等での連絡

を行い、入職までの不安を解消してきた。 

 又、FUKUGAKUオープンセミナーに招待行ってきた。 

［戦略・課題］ 

►PR チームが情報発信を行う事にだけにとらわれず、若手が広報を担う上で人材育成として、成長ができる機

会としていく。 

►法人として、積極的に実習生を受け入れを行っているが、実習生から採用に繋がる事が少なくなってきている

為、実習プログラム又受け入れ体制等を見直す必要がある。 

実行計画 季刊誌「翠光」での広報活動の充実 9 月達成率 3 月達成率 

目標数値 ①魅力ある職場としての情報発信の強化 50％ 100％ 

責任者 広報委員長 

上半期実績 下半期計画 

①魅力ある職場としての情報発信の強化 

◆夏号・秋号の発行。 

法人スタッフの ON（仕事）と OFF（休日）を明確に表現

する中で、ワークライフバランスが取れる法人であること

を発信する。（表紙と巻頭言にて） 

◆外部設置場所での「翠光」の残数を確認し分析をする

中で、設置の方法を再検討する。 

◆冬号・春号の発行。 

 季刊誌そのもののコンセプトは継続する中で、読みやすさを

検討し、写真掲載を増やし、文章を簡潔にする事で文字ポ

イントを上げ、気軽に読める季刊誌に構成する事ができた。 

 

 

［戦略・課題］ 

►読みやすくする中では、伝えるべき事項を明確にして整理をした構成が必要となる。 
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１－（３） 地域・社会貢献としての活動計画と実践 

実行計画 第 6 回 FUKUGAKU オープンセミナーの開催 9 月達成率 3 月達成率 

目標数値 
①集客数 150名 ― 180％ 

②セミナー後アンケート満足度調査 ４以上［5段階評価］ ― 97％ 

責任者 廣田施設長・岩佐副部長 

上半期実績 下半期計画 

①集客数 150名 

◆11月 18日（土）12:30～17:00 ホテルロイヤルヒル 

❒テーマ「夜回り先生からの命のメッセージ」 

・講師：水谷 修 氏 

9/15 セミナー案内等広報活動終了 

◆予約受付：190名 当日受付:81名 

一般来場者 合計 271 名 

 

②セミナー後アンケート満足度調査 ４以上［5段階評価］ 

 ◆アンケート回答率 50％ 

►プログラム上、2 部構成でのセミナーであった為、第１部

の講演後に帰られる方が多く見られた。 

 

◆満足度 97％が良かった［満足度 4以上］の回答 

 

［戦略・課題］ 

►福祉関係者のネットワーク作りとして、6 回を迎える中では定着してきたセミナーであるが、福祉という分野の素

晴らしさを伝えていく中では、地元を担う若者をターゲットにしたセミナー又広報必要となってくる。 

►法人の一大イベントとしてのセミナー運営を、次世代スタッフに移行していく事で、法人スタッフの若手育成に

繋げていく必要がある。 

実行計画 施設開放と社会資源としての福祉施設の役割を果たす 9 月達成率 3 月達成率 

目標数値 

①施設見学の積極的な受入 ［50団体］ 74％ 128％ 

②介護・保育資格取得 実習生の積極的な受入［50名］ 48％ 112％ 

③ボランティアの積極的受入［100名］ 249％ 452％ 

④法人スタッフの講師派遣［延べ 10名］ 30％ 80％ 

責任者 法人サポートセンター 

上半期実績 下半期計画 

①施設見学の積極的な受入 ［50団体］ 

〇施設見学【各種団体、他法人等】 

 法人全体⇒施設見学受入 ３７団体 

※詳細は別紙①参照 

〇施設見学【各種団体、他法人等】 

 法人全体⇒施設見学受入 ２７団体 

 年間 施設見学 団体数 ６４団体 

※詳細は別紙①参照 

②介護・保育資格取得 実習生の積極的な受入［50名］ 

〇資格取得実習者受入・・・・ 5名 

〇福祉体験・実習受入・・・・・16名 

〇事業所利用体験・・・・・・・・ 3名 

〇資格取得実習者受入・・・・ 21 名 

〇福祉体験・実習受入・・・・・・4名 

〇事業所利用体験・・・・・・・・ ９名 
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 ［年間］ 

〇資格取得実習者受入・・・・ ２６名 

〇福祉体験・実習受入・・・・・・２０名 

〇事業所利用体験・・・・・・・・ １２名 

③ボランティアの積極的受入［100名］ 

〇法人全体[249名] 

 

〇法人全体[203名] 

►年間受入数 452 名 

④法人スタッフの講師派遣［延べ 10名］ 

〇派遣日数・・・・・ 5 日 

〇派遣講師人数・・３名 

 

※ 詳細、別紙②記載 

〇派遣日数・・・・・ ９日 

〇派遣講師人数・・５名 

 

※ 詳細、別紙②記載 

［戦略・課題］ 

►施設見学も積極的受入が行ているが、見学を機に他法人・関係機関と繋が選りが持てるようアプローチを継

続する必要がある。 

►資格取得実習の学生を積極的に受け入れが行ている現状が、採用に繋がらない事を問題として捉え、新た

な受入体制・プログラム・情報発信を検討していく必要がある。 

 

実行計画 新たな地域貢献活動の計画と実践 9 月達成率 3 月達成率 

目標数値 
①地域のニーズに応じた、新たな地域貢献 

活動計画を行うと共に活動を開始する 
50％ 70％ 

責任者 事業推進部長 

上半期実績 下半期計画 

①地域のニーズに応じた、新たな地域貢献活動計画行うと共に活動を開始する 

◆新任研修会にて、六人部エリア小・中学区通学路のクリ

ーン作戦を実施。 

◆三和エリアの地域ニーズ把握の為、農業普及センター

や農事組合法人「かわい」等へ訪問し、地域の現状の

聞き取りを行った。 

 

◆農業普及センターとの連携を図る中で、ノウフク連携の来

年度計画を立てるに至ったが、今年度新たな活動を開始

する事はできなかった。 

［戦略・課題］ 

►農業普及センターと連携を図る中で、友就館・JUMP を軸に、地域の方とつながっていく事が必要である。 

►福祉フィールドワークから、学生の受入を積極的に受け入れを行う中で、社会福祉法人、行政、地域が繋が

り、協働で地元福知山を盛り上げていく必要がある。 

活
力
あ
る
チ
ー
ム 

1-（4） 京都福祉人材認証制度 上位認証取得 

実行計画 有給消化率の向上 9 月達成率 3 月達成率 

目標数値 ①有給消化率 85％ 40％ 91％ 

責任者 各副施設長/副部長 

上半期実績 下半期計画 
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①有給消化率 85％［半期：42.5％］ 

 

 

 

 

 

 

 

※対象：常勤職員 

 

 

 

 

 

 

 

※対象：常勤職員 
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［戦略・課題］ 

►ワークライフバランスの取り組みの一環として、計画有給を促進させる共に、施設間格差を是正してく。 

►ワークライフ向上委員会で、有給消化の定期確認を行う中で目標達成へ近づけるよう実践を行う。 

実行計画 ワークライフバランスの充実 9 月達成率 3 月達成率 

目標数値 
①管理職残業時間 30％削減 82％ 123％ 

②一般職残業時間 5％削減 80％ 320％ 

責任者 各施設長・副施設長/副部長 

上半期実績 下半期実績 

①管理職残業時間 30％削減 

≪上半期実績≫ 

◆副施設長 平成 28年度上半期対比 

◆課長   平成 28年度上半期対比 

□管理職として 平成 28度上半期対比 

63.0％削減 

13％削減 

24.8％削減 

≪年間実績≫ 

◆副施設長 28年度対比      78％削減 

◆課長    28年度対比      18％削減 

□管理職として 平成 28年度対比 37％削減 

 

※集約データは超過勤務届書より集約 

※H29年度より、副施設長の超過勤務分は役職者手当にて包含されている。 

②一般職残業時間 5％削減 

≪上半期実績≫ 

◆一般職 平成 28年度上半期対比       4％削減 

 

※集約データは超過勤務届書より集約 

≪年間実績≫ 

●一般職 平成 28年度対比    16％削減 

［戦略・課題］ 

►今年度の取り組みとして、副施設長には超過勤務手当分を見込んでの役職手当の変更と、11 月からの夜勤

明職員の超過勤務命令の廃止、水曜のノー残業デイ等によって、数値的には目標値を上回る結果がでてい

る。 

►来期実績を定期的に確認していく事で本当の意味での結果が出ると考えられる。 

実行計画 職員定着率の向上 9 月達成率 3 月達成率 

目標数値 
①正職離職率 5％以下を目指す 44％ 66％ 

②新規採用職員のステップアップ状況の確認と面接の実施 50％ 100％ 

責任者 事業推進部長/経理・労務 副部長 

上半期実績 下半期実績 

①正職離職率 5％以下を目指す 

 むとべ（成・児） 24％  みわ  35％  

すきっぷ  35％  JUMP 50％  

てくてく  54％  友就館  27％  

シンフォニー  50％  ほほえみ  41％  

あまだ  29％  橘  35％  

おさだの  37％  法人全体  34％  

 

むとべ（成・児） 40％  みわ  76％  

すきっぷ  64％  JUMP 104％  

てくてく  94％  友就館  75％  

シンフォニー  85％  ほほえみ  84％  

あまだ  68％  橘  77％  

おさだの  87％  法人全体  78％  
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【上半期離職率】 

キャリア(C) C+限定 常勤 全体 

2％ 2.8％ 3.5％ 4.2％ 

※常勤：キャリア・限定正社員・セカンドキャリア・契約 

  全体：上記プラス パート職員 

【年間離職率】 

キャリア(C) C+限定 常勤 全体 

5.7% 7.5% 7.6％ 7.6% 

※常勤：キャリア・限定正社員・セカンドキャリア・契約 

  全体：上記プラス パート職員 

②新規採用職員のステップアップ状況の確認と面接の実施 

【上半期 新規採用者育成状況】 ［キャリア希望者］ 

H29年度 ステップアップ中 終了者 

新卒採用者：4 名 4名 ― 

離職状況 ― 

中途採用者：5 名 4名 ― 

離職状況 1名 

キャリア採用：2 名 ― 2名 

離職状況 ― 

 

H29年度 ステップアップ中 終了者 

限定正社員：1 名 ― ― 

離職状況 1名 

パート：    1名 1名 ― 

 離職状況 ― 
 

【年間 新規採用育成状況】 ［キャリア希望者］ 

H29年度 ステップアップ中 終了者 

新卒採用者：4 名 ― 4名 

離職状況 ― 

中途採用者：5 名 ― 3名 

離職状況 2名 

キャリア採用：3 名 ― 3名 

離職状況 ― 

 

H29年度 ステップアップ中 終了者 

限定正社員：1 名 ― ― 

離職状況 1名 

パート：    1名 ― 1名 

 離職状況 ― 
 

［戦略・課題］ 

►近年では、職員の離職率は下降している状態であったが、今年度については例年以上に離職率が高くなって

しまう結果となった。 

 原因が、明確にできていない点からも、普段の管理職と現場職員とのコミュニケーションや面談の中で、現状

の聞き取り等を行っていく必要性が高まってきている。 

►ステップアップについては、1 年以内でステップアップ期間が終了し、良好と言える。 

►離職防止策を講じる為にも、離職の原因を明確にし分析をしっかりと行う必要がある。 

 

２．利用者支援  重点施策  行動計画  

オ
ン
リ
ー
ワ
ン
支
援 

2-(1) 地域の拠点法人を目指す FUKUGAKUバリューアップ計画の進捗 

実行計画 FUKUGAKU バリューアップ計画を進行させる 9 月達成率 3 月達成率 

目標数値 

①みわ翠光園改修チーム/就労 A型・GH 

検討チームにて定期的な協議を開始する。 
50％ 80％ 

②各事業における運営シュミレーション（職員配置・収支）の実施 50％ 100％ 

③定期的な設計事務所との確認会議の実施 50％ 100％ 

④定期的な行政協議の実施 50％ 100％ 

責任者 財務部長・事業推進部長 
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上半期実績 下半期実績 

①みわ翠光園改修チーム/就労 A型・GH検討チームにて定期的な協議を開始する。 

◆就労 A 型事業 CK と農福連携についての協議は定期

的に検討を行い事業計画作成まで至った。 

◆国庫補助申請の為にヒヤリングを受け、事業計画のプレゼ

ンを行ってきたが、建設予定地の問題や就労 A 型事業へ

の国庫補助が厳しくなってきている現状がある為、プランを

再検討を図ってきた。 

②各事業における運営シュミレーション（職員配置・収支）の実施 

◆就労 A型事業 CKにおいては、運営シュミレーションを作  

 成。 

◆CK の立上げについて、コンサルとしてシップヘルスケアと

契約をする中で、協議を進めることができた。 

◆GHについては、拠点型 GHに加え、新たな形の GHが H30

年度以降認めらる為、GHの運営の見直しを要した。 

③定期的な設計事務所との確認会議の実施 

◆ゆう建築設計事務所と毎月の定例会議を実施 ◆ゆう建築設計事務所と定例の会議を開催する中で、プラン

全体の見直しを図ってきた。 

④定期的な行政協議の実施 

◆9/12 FUKUGAKUバリューアッププランについての国庫 

補助ヒヤリングを受けた。 

◆就労 A型 CK と農福連携の仕組みの協議の為、中丹

西保健所 農業普及センターや農事組合法人「かわい」 

等へ訪問し、地域の現状の聞き取りを行った。 

◆上期同様に、農福連携に関する事項については、中丹西

保健所又農業普及センターとの検討会を進めてきた。 

［戦略・課題］ 

►バリューアッププランの全体の見直しを行う為にも、月 2 回以上の定例会議を行っていく。 

►バリューアッププラン実現の為にも、職員のスキルアップとキャリアパスを行い、職員の採用についても強化す

る必要がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

フ
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2-（1）-2 地域福祉サービス拡大 

実行計画 ［障］ショートステイ・デイサービスの提供の充実 9月達成率 3月達成率 

目標数値 ①前年対比 3％UP 833％ 733％ 

責任者 各副施設長・サビ管 

上半期実績 下半期計画 

①前年対比 3％UP 

［上半期実績］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［年間実績］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ショート  H28 年度  H29 年度  対比  

むとべ 3.627.495 3.794.805 4％ 

あまだ 4.187.455 5.508.874 31％ 

おさだの 2.714.735 2.815.475 3％ 

みわ 5.638.235 5.512.345 3％ 

合計  16.167.920 17.631.373 9％ 

 

ショート  H28 年度  H29 年度  対比  

むとべ 6,945,425 7,149,424 3％ 

あまだ 9,366,020 10,270,343 10％ 

おさだの 5,460,260 5,691,750 4％ 

みわ 12,291,060 11,802,596 4％ 

合計  34,062,765 34,914,113 2％ 

 



12 

フ
ァ
ン
作
り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［戦略・課題］ 

►H30年度より。ショートステイの利用日数について、制約が課せられる為、法人全体として又他法人との連携

を踏まえた受入体制を検討していく必要がある。 

►通所での生活介護の利用が増加している為、地域ニーズに応える為にも、送迎手段また人材の確保を計画

的に進める必要がある。 

 

2-（1）-3 福祉サービスのアウトリーチ拡大 

実行計画 居宅介護事業の新規利用者の確保 9 月達成率 3 月達成率 

目標数値 ①居宅介護サービスの強化［契約者数 UP］ 50％ 100％ 

責任者 地域生活支援センター長、副センター長 

上半期実績 下半期計画 

①居宅介護サービスの強化［契約者数 UP］ 

H29年度 9月末地点 

◆GH14名 + 在宅 6名 へサービス提供 

H29年度 3月末地点 

◆GH14名 + 在宅 8名 へサービス提供 

◆契約者数の増加は、2 名の契約増であるが、サービス日

数、サービス提供時間については徐々に伸びてきている。 

［戦略・課題］ 

►居宅介護サービスの拡大を図る為には、ニーズに応える事ができる、有資格者の人材確保が重要な課題で

ある。 

►GH 奏のショートステイを、居宅介護契約者が定期的に利用する事で、新規契約者の確保が可能になる為、

計画的なサービス提供を実践する必要がある。 

 

活
力
あ
る
チ
ー
ム 

2-（2） 各委員会活動による組織力の向上 

実行計画 

委員会の取り組みの PDCA を確実に循環させる 9 月達成率 3 月達成率 

［RM委員会］ 

①KYTの実施による危険意識の向上 
50％ 100％ 

②過去のひやりはっと・事故報告データによる、推測を持った注意喚起 50％ 100％ 

日中一時  H28 年度  H29 年度  対比  

むとべ 2.723.979 2.484.180 9％ 

 
生活介護  H28 年度  H29 年度  対比  

あまだ 2.297.040 2.553.170 10％ 

おさだの 2.809.970 5.707.410 103％ 

みわ 1.413.030 3.517.600 148％ 

合計  9.244.019 14.262.360 54％ 

 

総合計  
H28 年度  H29 年度  対比  

25.411.939 31.893.733 25％ 

 

日中一時  H28 年度  H29 年度  対比  

むとべ 4.619.751 4.556.262 2％ 

 

 

 

総合計  
H28 年度  H29 年度  対比  

52,135,056 63,762,845 22％ 

 

生活介護  H28 年度  H29 年度  対比  

あまだ 4.758.130 4.556.262 5％ 

おさだの 5.616.900 12.145.520 116％ 

みわ 3.077.510 7.306.380 137％ 

合計  18.072.291 28.848.732 59％ 
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活
力
あ
る
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ー
ム 

実行計画 

［研修委員会］ 

①研修計画による、人材育成 

 

50％ 

 

100％ 

［人権委員会］ 

①人権活動報告会による、職員人権意識の拡大 

 

50％ 

 

100％ 

［広報委員会］ 

①他法人又企業の広報部門調査と分析 

 

20％ 

 

50％ 

②ターゲットを明確にした、法人魅力発信計画の作成と実践 40％ 80％ 

［医務委員会］ 

①医療専門職としての情報発信と資料作成 

 

50％ 

 

100％ 

［給食委員会］ 

①利用者高齢化・重度化に対応できるソフト食研究 

 

30％ 

 

80％ 

②管理栄養の視点を持った献立作りの研究 30％ 80％ 

③食材コスト管理についての情報共有の強化 50％ 100％ 

［PRチーム］ 

①新卒採用に向けての、PR アイテムの作成 

 

50％ 

 

100％ 

②他法人、企業の採用・PR手法の情報収集と分析 50％ 100％ 

責任者 各委員会 委員長 

［上期実績］ 

【RM委員会】 

①各施設毎に定期的に KYT を実施できた。 

②昨年度データを基に毎月注意喚起と月間目標を提示。 

 

［下期実績］ 

【RM委員会】 

①上期同様に、KYTの取り組みを実施。 

②定期啓発だけなく、事象に応じて迅速に緊急的な啓発（注

意喚起）を実施 

【研修委員会】 

①研修計画に応じた、研修を実施する事ができた。 

 

 

【研修委員会】 

①研修計画に応じた研修が全て完了。又、新規採用職員の

ステップアップについても、年度を繰り越すことなく対象者

のステップアップが終了。 

【人権委員会】 

①毎月の人権目標での啓発を実施する中で、強化月間と

して 6月に「～さん付」キャンペーンを実施 

 

【人権委員会】 

①人権活動強化月間として、12月に「プラス言葉でハッピ

ー」キャンペーンを実施する中で、2月に各施設の人権活

動実践報告会を開催した。 

【広報委員会】 

①自法人の情報発信を検討する事は実践できているが、

他法人等の情報発信について、調査・分析をするまでに

至らなかった。 

②季刊誌 「すいこう」においては、株式会社 スクート と

一緒に、福知山学園のスタッフのワークライフバランスを

軸に、情報発信を実践。 

 

【広報委員会】 

①他法人・企業等の情報発信の情報取集としては、福祉就

職フェア・企業同就職フェアに積極的に参加する中で、資

料等を拝見し、方法発信の手法について検討をしてきた。 

②季刊誌「すいこう」については、毎号改善を行って読みやす

さと情報量について改善はなされてきたが、ホームページ

等他の情報発信ツールが十分に機能していない状況で年

度を終える結果となってしまった。 

【医務委員会】 

①新任職員研修会では、委員長が講師を務める中

で、健康管理上の「お薬」について講義を行った。 

【医務委員会】 

①各施設毎で、感染症について座学としての情報提供

やガウンテクニックの演習を通じ予防に努めた。 
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活
力
あ
る
チ
ー
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【給食委員会】 

①ソフト食については、施設毎の実践から情報を共有 

②施設として栄養バランスがとれた、見た目も美しい食事

提供できているが、個々の食事対応おいての管理栄養

とい部分については、今後の大きな課題であった。 

③予算を把握しながら、ご利用者の健康を維持・増進でき

る献立の情報交換を行ってきた。 

 

 

【給食委員会】 

①提供している、各施設の食事内容について、写真等で記

録をする中で、食事資料として整理を行ってきた。 

②各施設の入所ご利用者の年齢・身体状況等大きく違いが

る為、委員会として管理栄養の視点を議論する事が少な

かった。 

③予算管理を行う中で、橘 においては、地元野菜の地産地

消という「たんとおあがり京都産」部門で、京都府より認定さ

れる。 

【PRチーム】 

①新規採用向け法人説明資料を Ver.UP 更新。 

②PR メンバーを中心として、就職フェアに積極的に参加す

る中で、イベント参加法人・企業の資料・プレゼンを分析

し、自法人の情報発信に繋げてきた。 

【PRチーム】 

①常に資料を更新を行ってきたが、手作りの資料である為、

最終の整えと製本については、専門業者との連携を図る

必要がある。 

②今年度、初めて来期新卒者向けのスタートアップセミナー

に参加し、同時に、FACE TO FUKUSHI 主催のイベントに

も参加。これまでの就職イベントとは違い、若手の人材育

成の機会となった。 

2-(2)-3  組織力の強化 

実行計画 各会議・ミーティングの改善・活性化 9 月達成率 3 月達成率 

目標数値 

①目的を達成する会議の進行 50％ 90％ 

②会議時間の短縮するための事前準備 50％ 100％ 

③職員参画型オープンミーティングの実施 50％ 90％ 

責任者 各施設副施設長・副部長/法人サポートセンター 

上半期実績 下半期実績 

①目的を達成する会議の進行 

◆会議録フォーマットを変更する中で、未決済事項を明確

にし、課題においては解決・改善を行うよう進めてきた。 

◆法人会議においては、会議録フォーマとの定着は図れてき

たが、各施設毎の会議すべてには対応が出来ていない現

状であった。 

②会議時間を短縮するための事前準備 

◆法人会議となると、資料ボリュームも上がっていく中、会

議時間短縮の為、事前資料配布をする事で、効率を上

げてきたが、現段階では大きな時間短縮に繋がってはい

ない。 

◆事前配布資料の中で、報告内容と協議内容が整理された

資料作成が必要である。 

③職員参画型オープンミーティングの実施 

◆法人会議特に企画会議の中では、役職者や委員会委

員長のみならず、役職・等級に関わらず、PRチームからも

若手職員が会議参加する事で会議の活性を図ってきた。 

◆上期同様に、会議運営を行ってきたが、活発な議論が交

わせるでには至らない現状であった。 

［戦略・課題］ 

►会議出席者が、代理観を持って会議運営が行えるよう出席者を再検討する。 

►会議資料について、報告事項と協議事項の整理を行い、効率的に会議運営を行う。 
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2-(3)  職員スキルアップを図る、情報共有［事例研究報告会］ 

実行計画 事例発表研修会計画と実施 9 月達成率 3 月達成率 

目標数値 
①各事業所の支援・介護事例報告書の作成 30％ 60％ 

②法人内事例報告研修会計画と実施 ［10月］ 50％ 100％ 

責任者 財務部長／事業推進部長 

上半期評価 下半期計画 

①各事業所の支援・介護事例報告書の作成 

◆他機関との連携のある事業所においては、定期的に支

援内容とその効果について整理が行えている。 

◆各事業所毎に、事例報告書として冊子の作成までには至

らなかった。 

 

②法人内事例報告研修会計画と実施 ［10月］  

◆今年度、法人研修会での事例報告については、 

 橘    ⇒ 看取りケア事例について 

 すきっぷ⇒ 発達段階応じた療育のつなげ方 

の 2つの事例報告について、準備を行った。 

◆10月 27日 9:20～16:00 2部制［全職員対象］ 

Cace1. 介護老人福祉施設 橘より 

 

【講義Ⅰ】テーマ「看取りケアとは」 高橋 主 CM 

【実践報告Ⅰ】「看取りケアを行って」竹下範宏 UL 

 

Cace.2 児童発達支援センター すきっぷ 

 

【講義Ⅱ】 「子どもを知る為の発達検査」 高木優一 CP 

【実践報告Ⅱ】「アセスメントを療育に繋げる」高橋 謙 OT 

 

［戦略・課題］ 

►事例報告会として、法人内研修としては大きな意味を持つ効果的な研修会となったが、日頃からの実践やこ

れまでのノウハウを法人内で留めておかず、外部への発信や外部からの報告会の参加を検討していく必要が

ある。 

 

オ
ン
リ
ー
ワ
ン 

2-(4) 各施設安心・安全環境向上計画の作成 9 月達成率 3 月達成率 

実行計画 各施設（事業所）の利用者環境改善 

目標数値 
①施設改修（ハード面）整備計画の策定 50％ 100％ 

②（各施設［事業所］）「安心・安全レベルアップ改修」の計画的実施 50％ 100％ 

責任者 各施設長・管理者 

上半期評価 下半期計画 

①施設改修（ハード面）整備計画の策定 

◆各施設毎に、安心・安全環境整備についての計画を立て

る。計画・予算に沿って、環境整備を実施できた。 

◆安心・安全環境整備計画を進めていく中でも、突発的ま

た、緊急整備を必要とする事案もあり、投資額は昨年を

上回る 4000万円となった。 
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オ
ン
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ー
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②（各施設［事業所］）「安心・安全レベルアップ改修」の計画的実施 

上半期実績 下半期実績 

むとべ翠光園 

【児童】 

【デイ】 

【すきっぷ】 

パソコン購入等 

安全強化工事等 

 

プレイセラピー備品等 

348.192- 

396.270- 

 

249.100- 

油濾過機等 

フロアマット等 

オーニング取付工事等 

トランポリンスプリング等 

288.817- 

207.949- 

510.128- 

370.427- 

あまだ翠光園  ― ― 車両（シエンタ）・ポリッシャー 3.078.328- 

おさだの翠光園 スチームコンベクション等 2.489.508- 高圧ケーブル更新工事等 2.607.400- 

み  わ翠光園 機械浴槽設置工事等 15.011.988- 食堂スプリンクラー修理等 1.690.021- 

ほほえみの里 浴室扉修繕等 207.740- 車両修理等 885.726- 

橘 雪止移設工事等 4.358.683- スチコン修理等 606.881- 

GH すまい・る 車両（タント）購入等 1.837.000- エアコン買替（2台） 162.648- 

GH YOU・ゆう エアコン・洗濯機等 424.850- IH クッキングヒーター取替工事等 1.449.955- 

J U M P － － 農機具倉庫等 1.200.960- 

友 就 館 － － ビニールハウス修理等 1.011.000- 

合  計 25.913.857- 合   計 14.229.656- 

  H29年度 年間投資額 40.143.513- 

［戦略・課題］ 

►ここ数年の改修・整備投資実績の中で、非常に高い投資が行えた。要因としては、施設設備の老朽化が大き

な事であるが、ご利用者の高齢化・重度化に対応できる安全な環境を提供していく為には、今後も更なる投

資が必要なってくる。 
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３．財務・経営  重点施策  行動計画  

オ
ン
リ
ー
ワ
ン 

3-(1)  法人中・長期積立金計画の見直しと策定【3年・5年・10年 Ver】 

実行計画 

FUKUGAKU バリューアッププラン資金計画書で策定している

中期（3 年・5 年 Ver）積立金計画の見直しと、将来的な施設

整備・修繕や報酬単価改定等を予測した長期目標（10年

Ver）の策定 

9 月達成率 3 月達成率 

目標数値 

①法人中期積立金計画書［3年 Ver：H30年度末 13億 2000万円

目標］を実質的な計画数値に見直し 
50％ 100％ 

②法人中期積立金計画書［5年Ver．］をH30年度報酬単価改定や 

H33年度報酬単価改定率も想定する中での見直し 
50％ 90％ 

③法人長期経営計画書［10年 Ver．］を 3年毎の報酬単価改定や 

FUKUGAKUバリューアッププラン以降の施設整備・修繕等計画も 

加味した中での策定 

20％ 50％ 

責任者 （法人）財務部長・事業推進部長 

上半期実績 下半期実績 

①法人中期積立金計画書［3年 Ver：H30年度末 13億 2000 万円目標］を実質的な計画数値に見直し 

◆法人中期経営計画書策定の為、H29 年度収支の四半期

及び半期見込を実施した。 

 

◆H29 年度決算見込及び本決算を履行する中で、H29

年度末時点での建築積立金額が 12 億 1078 万まで

進捗し、当初計画を大きく上回る結果となった。 

   

②法人中期積立金計画書［5年 Ver．］を H30年度報酬単価改定や H33年度報酬単価改定率も想定する中での見直

し 

◆H30年度報酬改定内容については、法人内各施設長とも

情報共有の上で、H30 年度法人予算として「人」・「物」へ

の積極的投資のみでなく、「収支のバランス」も取れた三

位一体の予算案となるよう協議を進めた。 

 

◆H30 年度報酬改定を踏まえた、「人」・「物」への積極

投資と収支のバランスも取れた法人予算案を H30 年

3 月度の評議員会において上程・承認を受けた所であ

るが、H33年度報酬単価動向については、今後更なる

情報収集と積立金計画への反映が必要となる。 

 

③法人長期経営計画書［10年 Ver．］を 3年毎の報酬単価改定や FUKUGAKUバリューアッププラン以降の施設整備修

繕等計画も加味した中での策定 

◆上半期においては FUKUGAKU ﾊﾞﾘｭｰｱｯﾌﾟﾌﾟﾗﾝｖeｒ3で京

都府との国庫補助協議まで進捗させた。 

 

◆FUKUGAKUﾊﾞﾘｭｰｱｯﾌﾟﾌﾟﾗﾝのゼロベースからの見直し

を受け、H30年度での事業履行は中止とした。 

 上記を受け、H30年度以降の継続目標としてＦＵＫＵＧ

ＡＫＵﾊﾞﾘｭｰｱｯﾌﾟﾌﾟﾗﾝの再策定及び施設改修等を含

めた長期プランを策定していきたい。 

 

［戦略・課題］ 

▶法人中期積立金計画においては、目標を大きく上回るペースで達成できているが、FUKUGAKUバリューアッ

ププランのゼロベース見直しが最大の課題となる為、H30年半期時点でのプラン決定に向け取組んでいく。 
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3-(2) 財務基盤の強化＝報酬単価改定の影響を受けない収益率の担保 

実行計画 

報酬単価改定等の事業を取り巻く外部環境変化への対応

と、継続企業の源泉となる収益率の担保財務基盤の強化=

「適正利益」確保 

9月達成率 3月達成率 

目標数値 

①事業活動資金収支差額率 10％以上を担保 205％ 174％ 

②物品購入コストのみでなく、電力等のインフラコストも含めた各項目 

5％減を目標とする経費削減 
100％ 100％ 

③H30年度報酬単価▲3%を想定した、新人事制度予算原資等を 

含めた全体予算ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ及び収益率ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝの作成 
50％ 100％ 

責任者 （法人）財務部長・副部長・各施設長・事務員 

上半期実績 下半期実績 

①事業活動資金収支差額率 10％以上を担保 

◆H29年度半期決算において事業活動資金収支差額率

20.5％を達成し、H29年度半期評議員会に上程した。 

 

◆H29 年度決算において事業活動資金収支差額率

17.4％を達成し、法人積立金目標を大きく上回る結果

を残せた。 

②物品購入コストのみでなく、電力等のインフラコストも含めた各項目 5％減を目標とする経費削減 

◆H29年上期においては、電気料金見直しを既存契約先、

新電力会社等を含めた複数社と協議を進め、伊藤忠ｴﾈ

ｸｽ㈱と基本料金を 5％以上削減した契約を締結すること

が出来た。 

◆H29 年度下期においては、更なる固定コスト削減を進

め、京都北都信用金庫からの借入金利息において、

他行からの提案も受ける中で、最終年間支払利息

144万減での再契約を締結することが出来た。 

③H30年度報酬単価▲3%を想定した、新人事制度予算原資等を含めた全体予算ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ及び収益率ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝの

作成 

◆H29年上期においては、報酬単価改定情報の収集を中

心に活動するとともに、法人財務会議において、決算見

込や予算編成時の精度向上を意識してもらうことに努め

た。 

◆報酬単価改定概要が開示され、近年には珍しく基本

報酬単価の増額改定となり、新人事制度上の賞与原

資や職員分配にも配慮した予算編成を行えた。 

 

［戦略・課題］ 

►H30年度時点での報酬単価では十分な収支差額を達成することが出来ているが、次回 H33年度の報酬単

価改定や、収益の源泉となる人材採用問題を含め取組んでいく。 

フ
ァ
ン
作
り 

3-(3) 経営情報公開義務化によるバリューアップ 

実行計画 

社会福祉法改正により H30年度より義務化される法人経営情

報公開への実務的対応と、社会福祉法 24条で条文化された

地域貢献活動への取組みと情報発信 

9月達成率 3月達成率 

目標数値 

①法人ホームページ改定における経営情報公開ページの更なる充

実 
50％ 90％ 

②既存地域貢献活動内容の整理と新規地域貢献施策の検討 50％ 90％ 

③更なるｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ強化と事業の透明性を図る為の、監査法人等 

による会計監査実施に向けた調査 
50％ 70％ 

責任者 （法人）財務部長・副部長・事業推進部長 
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フ
ァ
ン
作
り 

上半期実績 下半期実績 

①法人ホームページ改定における経営情報公開ページの更なる充実 

◆H29 年度上半期においては、経営情報公開ページで開

示する資料作成を完了した。 

 

◆H29年度下半期においては、自法人HPや経営情報公

開ページへの開示を実践した所であり義務的項目は全

て網羅した所であるが、更なる充実という部分において

は課題を残した。 

②既存地域貢献活動内容の整理と新規地域貢献施策の検討 

◆毎年開催する FUKUGAKU オープンセミナーのコアメンバ

ーとして法人サポートセンターも主体となり取組むととも

に、経営情報公開ページ（社会福祉法人現況報告）で求

められる地域貢献活動の整理を行った。 

 

◆経営情報公開ページ（社会福祉法人現況報告書）に

おいて、法人が取組む既存地域貢献活動の実績報告

は行った所であるが、新規地域貢献施策においては、

H29年度内での実践までには至っていない。 

③更なるｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ強化と事業の透明性を図る為の、監査法人等による会計監査実施に向けた調査 

◆社会福祉法改正を受け、決算・各種報告関係等につい

ては、上半期内で全て義務化された報告事項を完了す

るとともに、将来的な監査法人対応も考慮し、複数の監

査法人及び公認会計士事務所との面談を行った。 

 

◆将来的な監査法人対応に関しては、面談等は行って

いるものの未だ決定には至っておらず、H30 年度に持

ち越す形となる。またコンプライアンスや事業の透明

化については、決算や資金関係の公表のみでなく事

業全体の透明化が求められている為、今後も法人サ

ポートセンター全体での取組みとして推進する。 

 

［戦略・課題］ 

▶法人情報の外部発信においては、当法人におけるウィークポイントの一つと捉えており、義務的

な項目のみを網羅出来ている段階である。今後ホームページにおけるリアルタイムでの情報発信等

について広報委員会とも連携の上で推進していきたい。 

 

 

安
定
し
た
財
務
内
容 

3-(5) 非常災害や防犯等に対応する為の計画的な既存建物等の改修計画 

実行計画 

敷地内に傾斜地等を抱える施設（あまだ翠光園・みわ翠光園

等）の、土地形状補強や施設改修等の計画策定及び防犯対

応等を勘案したおさだの翠光園の施設外周整備計画策定 

9月達成率 3月達成率 

目標数値 

①みわ翠光園においては、H30年度より開始する FUKUGAKUバリュ 

ーアッププランに併せ、土地形状補強等を含めた計画策定 
50％ 80％ 

②おさだの翠光園においては、H30年度より開始する FUKUGAKUバ 

リューアッププラン事業として、防犯等を勘案する中での施設外周 

整備計画の策定 

50％ 80％ 

③あまだ翠光園においては、FUKUGAKUバリューアッププラン完成以 

降の、土地形状補強及び施設整備計画の検討と整備年次計画 

の策定 

20％ 20％ 

④上記①②③整備計画に併せた資金計画の策定 50％ 70％ 

責任者 （法人）財務部長・事業推進部長・各施設長・副施設長 
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オ
ン
リ
ー
ワ
ン 

上半期実績 下半期実績 

①みわ翠光園においては、H30 年度より開始する FUKUGAKU バリューアッププランに併せ、土地形状補強等を含めた計

画策定 

◆みわ翠光園整備計画においては、FUKUGAKUバリューアッ 

ププランｖｅｒ3 として、京都府本庁との補助協議まで進捗さ 

せた。 

 

◆ＦＵＫＵＧＡＫＵバリューアッププランのゼロベース見直 

 しを受け、みわ翠光園整備計画についても建築場所 

等を含めゼロベースから再検討を実施している。 

 

②おさだの翠光園においては、H30年度より開始する FUKUGAKUバリューアッププラン事業として、防犯等を勘案する中

での施設外周整備計画の策 

◆おさだの翠光園施設外周整備計画については、ゆう設計と 

 も連携の上、施設希望等も踏まえた一定の基本計画は策定 

済である。 

◆本事業においてもＦＵＫＵＧＡＫＵバリューアッププラン 

のゼロベース見直しを受け、Ｈ30年度予算計画とし 

ては計上しておらず、Ｈ31年度予算編成時の事業と 

してＦＵＫＵＧＡＫＵバリューアッププランとともに協議

を継続する。 

 

③あまだ翠光園においては、FUKUGAKUバリューアッププラン完成以降の、土地形状補強及び施設整備計画の検討と

年次計画の策定 

◆ＦＵＫＵＧＡＫＵバリューアッププラン完成以降のあまだ翠光 

 園計画については、ゆう設計による配置イメージ図のみとな

り、事実上検討段階まで至っていない状況である。 

 

◆ＦＵＫＵＧＡＫＵバリューアッププラン完成以降のあまだ

翠光園計画については、ゆう設計によるイメージ図の

みとなり、事実上検討段階まで至っていない状況で

ある。 

 

④上記①②③整備計画に併せた資金計画の策定 

◆資金計画に関しては、Ｈ28 年度決算を受けた建築積立金

額の算定及び評議員会承認を完了し、建築積立金計画を

上回る結果を残せた。 

◆ＦＵＫＵＧＡＫＵバリューアッププラン資金計画及び建

築積立金計画については策定済であるが、ＦＵＫＵＧ

ＡＫＵバリューアッププラン自体の見直しを踏まえ、時

期以降についても適宜計画変更を実施していく。 

 

［戦略・課題］ 

▶ＦＵＫＵＧＡＫＵバリューアッププランのみでなく、既存施設における非常災害対策及び防犯対

策等も重要なリスク対応となる為、次期以降においても継続的に協議を進めていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


