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財  務「経営の自立力」

経営方針

4

実施計画（概要版）

▼推進項目

　安定的な法人経営に向けて、財務管理・執行体制
の整備を進めるとともに、自立力を高めていくため
の取り組みを継続的に行います。

［目標］
内部けん制体制並びに外部チェック体制の強化
新会計基準への移行
自主財源の安定的な維持及び特定財源の確保

財務管理・執行体制の整備 ●経営の透明性の確保

財務基盤及び管理体制の整備
　安定的・継続的な法人経営に向けて、引き続き特定自主財源の増強や一般自主財源の安定的確保、
公的財源の確保等に向けた働きかけを進めていくとともに、より透明性の高い財務管理に努め、自
立力を高めます。

安定的・継続的に地域福祉活動を推進することができるよう、
財源獲得と徹底した財務管理により、　「経営の自立力」を高めます。

▼主な推進方策

　平成26年度予算からの新会計基準への移行に向けて、平成25年度において、
各種情報収集や移行準備・調整等を進めます。

年次計画 25 26 27 28 29

　本会正副会長にて構成する資金管理会議において各種積立金の資産運用等
に関する協議を行い、安全かつ安定した資産管理・資産運用を進めていきます。

　自主財源を強化するための安定した収入の確保に向けて、各種取り組みを
推進します。
　＜主な取り組み内容＞
　　（1）各種作成物の販売（岡山県福祉手帳・保育所諸帳簿等）
　　（2）図書等斡旋販売の実施
　　（3）家庭医薬品等の斡旋販売
　　（4）企業広告の掲載（本会刊行物・ホームページバナー等）

■新会計基準への移行

■積立金の運用

■収益事業の実施

推進目標

重点到達目標重点到達目標
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第６次　岡山県社会福祉協議会経営・活動計画　実施計画（概要版）■ ■

経営方針１．組織「組織の実行力」
　　　　　　社会環境の変化に迅速かつ適切に対応できるよう「組織の実行力」を高めます

経営方針 2．活動「地域の福祉力」
　　　　　 地域社会のニーズに基づき、必要な事業を効果・効率的に実施し、「地域の福祉力」を高めます

推進目標１．福祉のまちづくりに向けた県民参画の基盤整備

推進目標１．法人経営・運営組織の整備

重点
到達目標

重点
到達目標

推進項目①　地域福祉活動計画の評価の仕組みと、より小地域単位での計画策定に向けた支援

推進項目①　法人経営の体制整備

推進項目②　管理体制の整備

推進項目③　災害時の福祉広域支援ネットワーク体制の構築

［到達目標］地域福祉活動計画の評価（PDCA）・進捗管理・評価の仕組みづくりの促進
［到達目標］小地域（地区社協等）福祉活動計画の策定促進

［到達目標］トップマネジメント機能の充実
［到達目標］理事会・評議員会機能の充実
［到達目標］部会・委員会機能の充実
［到達目標］監事会機能の充実
［到達目標］会員組織の充実
［到達目標］市町村社協の法人経営並びに、地域福祉推進上の課題共有と解決

［到達目標］経営理念・経営方針の周知徹底
［到達目標］第６次経営・活動計画の進行管理
［到達目標］第７次経営・活動計画の策定
［到達目標］広報・情報活動の強化
［到達目標］組織管理体制の周知徹底

★

★

★

［到達目標］災害危機管理体制の構築
［到達目標］県内市町村社協における災害時の支援ネットワークの構築（再掲）

［到達目標］県社協ボランティア・ＮＰＯ活動支援センター機能の拡充に向けたビジョンの明確化・強化
［到達目標］市町村社協ボランティアセンター機能の充実に向けた支援

［到達目標］地区社協・福祉委員活動の活性化
［到達目標］福祉委員活動の全県的な認知度アップ
［到達目標］福祉委員の組織化の促進
［到達目標］地区社協と小地域ケア会議の連携促進

［到達目標］コミュニティワーカーの養成・質の向上
［到達目標］市町村社協ボランティア担当職員のスキルアップ
［到達目標］災害ボランティアセンター運営のためのリーダーの養成

推進項目②　県域のボランティア・ＮＰＯ活動支援センター機能の充実・強化

推進項目③　小地域福祉活動の拠点や仕組みの整備

推進項目④　専門職・キーパーソンの養成・育成
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推進目標２．利用者保護・支援の仕組みづくりの推進

推進目標３．福祉サービスの質の向上

推進項目①　福祉サービス利用者等の権利擁護体制の充実・強化

推進項目②　市町村行政・社協等との連携による成年後見制度の推進へ向けた環境整備

推進項目③　地域を基盤とした生活困窮者等への総合相談体制の整備

推進項目④　地域包括ケアシステムの推進

推進項目⑤　矯正施設を退所する高齢者、障害者の自立生活支援

推進項目①　組織管理体制整備への支援

推進項目②　人事・労務管理体制整備への支援

推進項目③　福祉・介護人材の定着・確保の推進

推進項目④　福祉・介護人材の育成支援

［到達目標］日常生活自立支援事業の運営体制の強化
［到達目標］日常生活自立支援事業担当者の資質向上
［到達目標］県域での高齢者・障害者総合相談機能の整備促進

［到達目標］市民後見人養成等に係る取り組みの推進・強化
［到達目標］市町村社協における権利擁護（成年後見）支援センター事業の研究・促進
［到達目標］市民後見人のフォローアッププログラムの開発・実施

［到達目標］市町村社協における総合相談・生活支援体制整備に向けた理解促進
［到達目標］新たな課題（生活困窮者等）の早期発見・支援に向けた見守り活動の推進強化
［到達目標］民間事業者との連携による早期発見・対応の仕組みの研究
［到達目標］市町村社協における生活福祉資金貸付事業を通じた総合相談・支援機能の充実
［到達目標］低所得者世帯等の自立支援に向けた市町村社協・民生委員等との連携促進

［到達目標］地域包括ケアシステムにおける小地域ケア会議の活性化

［到達目標］関係機関との連携による帰住者の定着率の向上
［到達目標］地域生活定着促進事業の普及・啓発

［到達目標］経営課題の明確化及び経営支援方策の検討
［到達目標］相談・情報提供活動の充実強化
［到達目標］政策提言活動の実施

［到達目標］人事労務管理の実態把握と分析
［到達目標］福利厚生制度の充実

［到達目標］人材確保に向けた取り組み強化
［到達目標］福祉・介護人材の確保（就労）支援
［到達目標］福祉・介護人材の定着支援
［到達目標］フェア等を通じた福祉人材確保に向けた調査・研究

［到達目標］県社協の研修実施機関としての機能強化
［到達目標］施設現場のニーズに合った継続的な研修の実施
［到達目標］資格取得に向けた支援

推進目標１．人事・労務管理体制の充実強化
推進項目①　人事管理制度の充実
［到達目標］事務局職員の資質向上
［到達目標］人事管理体制の充実強化

経営方針３．人事・労務「人材の創造力」
　　　　　　多角的な視点と責任感を持った人材を育成し、意欲的に能力発揮できる
                  職場環境づくりを進めることで、「人材の創造力」を向上させます。

経営方針４．財務「経営の自立力」
　　　　　　安定的・継続的に地域福祉活動を推進することができるよう、
　　　　　　財源獲得と徹底した財務管理により、「経営の自立力」を高めます。

★
★
★

★
★
★

★

★

★

★

重点
到達目標

重点
到達目標

推進項目②　労働環境の整備
［到達目標］仕事と生活の調和に向けた取り組み支援
［到達目標］安全衛生管理体制の実施

推進目標１．財務基盤及び管理体制の整備
推進項目①　財務管理・執行体制の整備
［到達目標］経営の透明性の確保

重点
到達目標

★

［到達目標］地域における福祉学習活動推進プログラムの展開
［到達目標］市町村社協との連携による生活援助ボランティア活動（買い物支援、移送支援等）のモデル開発

［到達目標］県内市町村社協における災害時の支援ネットワークの構築
［到達目標］市町村社協の生活支援までを見据えた災害ボランティアセンターマニュアルの整備
［到達目標］災害ボランティアコーディネーターの育成

推進項目⑤　地域における新たな生活課題の解決に向けた挑戦（調査・研究）

推進項目⑥　市町村社協における災害時の支援体制の構築

★
★
★
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推進目標２．利用者保護・支援の仕組みづくりの推進

推進目標３．福祉サービスの質の向上

推進項目①　福祉サービス利用者等の権利擁護体制の充実・強化

推進項目②　市町村行政・社協等との連携による成年後見制度の推進へ向けた環境整備

推進項目③　地域を基盤とした生活困窮者等への総合相談体制の整備

推進項目④　地域包括ケアシステムの推進

推進項目⑤　矯正施設を退所する高齢者、障害者の自立生活支援

推進項目①　組織管理体制整備への支援

推進項目②　人事・労務管理体制整備への支援

推進項目③　福祉・介護人材の定着・確保の推進

推進項目④　福祉・介護人材の育成支援

［到達目標］日常生活自立支援事業の運営体制の強化
［到達目標］日常生活自立支援事業担当者の資質向上
［到達目標］県域での高齢者・障害者総合相談機能の整備促進

［到達目標］市民後見人養成等に係る取り組みの推進・強化
［到達目標］市町村社協における権利擁護（成年後見）支援センター事業の研究・促進
［到達目標］市民後見人のフォローアッププログラムの開発・実施

［到達目標］市町村社協における総合相談・生活支援体制整備に向けた理解促進
［到達目標］新たな課題（生活困窮者等）の早期発見・支援に向けた見守り活動の推進強化
［到達目標］民間事業者との連携による早期発見・対応の仕組みの研究
［到達目標］市町村社協における生活福祉資金貸付事業を通じた総合相談・支援機能の充実
［到達目標］低所得者世帯等の自立支援に向けた市町村社協・民生委員等との連携促進

［到達目標］地域包括ケアシステムにおける小地域ケア会議の活性化

［到達目標］関係機関との連携による帰住者の定着率の向上
［到達目標］地域生活定着促進事業の普及・啓発

［到達目標］経営課題の明確化及び経営支援方策の検討
［到達目標］相談・情報提供活動の充実強化
［到達目標］政策提言活動の実施

［到達目標］人事労務管理の実態把握と分析
［到達目標］福利厚生制度の充実
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★
★
★

★
★
★

★

★

★

★
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到達目標

重点
到達目標
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推進項目①　財務管理・執行体制の整備
［到達目標］経営の透明性の確保

重点
到達目標

★

［到達目標］地域における福祉学習活動推進プログラムの展開
［到達目標］市町村社協との連携による生活援助ボランティア活動（買い物支援、移送支援等）のモデル開発

［到達目標］県内市町村社協における災害時の支援ネットワークの構築
［到達目標］市町村社協の生活支援までを見据えた災害ボランティアセンターマニュアルの整備
［到達目標］災害ボランティアコーディネーターの育成

推進項目⑤　地域における新たな生活課題の解決に向けた挑戦（調査・研究）

推進項目⑥　市町村社協における災害時の支援体制の構築

★
★
★
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（目的）

第１条　社会福祉法人岡山県社会福祉協議会（以下「本会」という。）は、本会の法人経営に関する推進

方策について、専門的な見地から検討を行うことを目的に、経営企画委員会（以下「委員会」とい

う。）を設置する。

（役割）

第２条　委員会は、次の事項について検討を行う。

（１）経営・活動計画の策定及び評価に関すること

（２）新規事業の実施及び既存事業の見直し検討に関すること

（３）その他、法人経営の重要な事項に関すること

（委員）

第３条　委員会の委員の構成は、本会役員を中心に、幅広く福祉関係者の中から、本会会長が委嘱する。

（任期）

第４条　委員の任期は、２年とする。ただし、後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（組織）

第５条　委員会に委員の互選による委員長及び副委員長を各１名置く。

２　委員長は委員会を総理する。

３　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

（会議）

第６条　委員会は、委員長が召集し、議長を務める。

２　委員長は、必要に応じて委員以外の出席を求め、意見を徴収することができる。

（庶務）

第７条   委員会の庶務は、本会事務局において処理する。

（その他）

第８条   この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本会会長が別に定める。

附則

　この要綱は、平成21年６月１日から施行する。

社会福祉法人　岡山県社会福祉協議会　経営企画委員会設置要綱■ ■



28 29

（目的）

第１条　社会福祉法人岡山県社会福祉協議会（以下「本会」という。）は、本会の法人経営に関する推進

方策について、専門的な見地から検討を行うことを目的に、経営企画委員会（以下「委員会」とい

う。）を設置する。

（役割）

第２条　委員会は、次の事項について検討を行う。

（１）経営・活動計画の策定及び評価に関すること

（２）新規事業の実施及び既存事業の見直し検討に関すること

（３）その他、法人経営の重要な事項に関すること

（委員）

第３条　委員会の委員の構成は、本会役員を中心に、幅広く福祉関係者の中から、本会会長が委嘱する。

（任期）

第４条　委員の任期は、２年とする。ただし、後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（組織）

第５条　委員会に委員の互選による委員長及び副委員長を各１名置く。

２　委員長は委員会を総理する。

３　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

（会議）

第６条　委員会は、委員長が召集し、議長を務める。

２　委員長は、必要に応じて委員以外の出席を求め、意見を徴収することができる。

（庶務）

第７条   委員会の庶務は、本会事務局において処理する。

（その他）

第８条   この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本会会長が別に定める。

附則

　この要綱は、平成21年６月１日から施行する。

社会福祉法人　岡山県社会福祉協議会　経営企画委員会設置要綱■ ■



30 31

経営企画委員会　委員名簿■ ■

氏　　名 所属等 備　　考

◎新　井　　　宏

○財　前　民　男

西　森　數　稔

妻　井　令　三

山　田　宗　志

学識経験者

社会福祉施設関係者

民生委員児童委員

社会福祉団体関係者

学識経験者

川崎医療福祉大学医療福祉学部　教授

社会福祉法人クムレ　理事長
（岡山県社会福祉法人経営者協議会　会長）

岡山県民生委員児童委員協議会　会長

認知症の人と家族の会岡山県支部　代表

岡山県土地開発公社　監事

◎委員長　○副委員長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ※所属等は平成25年３月現在

（敬称略）

経営企画委員会　経過報告■ ■

回　　数 開催年月日 場　　所 内　　容

①第４次計画に関する評価（答申書）に対する
第５次計画での取り組みについて
②第５次計画評価総括表（平成22年～23年）
の内容について
③第６次計画骨子（案）の作成に向けて
　　～計画骨子（案）策定のプロセス～　

①第５次計画評価に関する答申書の作成に向け
て
　～第５次計画の主な成果等～
②第６次計画骨子（案）の作成に向けて

①第５次計画評価に関する答申書（草案）につ
いて
②第６次計画骨子（案）について

①第５次計画評価に関する答申書（最終案）に
ついて
②第６次計画骨子（最終案）について

①第６次計画の内容について
　＊事業実施計画書
　＊重点到達目標

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

Ｈ24.７.４（水）

Ｈ24.７.25（水）

Ｈ24.９.28（金）

Ｈ24.10.19（金）

Ｈ25.１.16（水）

きらめきプラザ

きらめきプラザ

きらめきプラザ

きらめきプラザ

きらめきプラザ
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