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　岡山県社会福祉協議会では、平成22年度からの３年間、基本理念及び経営理念、４

つの経営方針に基づいて、①法人経営・組織運営の整備、②県民参画の基盤整備、③利

用者保護・支援、④福祉サービスの質の向上、⑤人事・労務管理体制の整備、⑥財源基

盤及び管理体制の整備の６つの課題解決に向けて、第５次岡山県社会福祉協議会経営・

活動計画（以下「第５次計画」という。）の事業推進を図ってきましたが、最終計画年

度が終了するにあたり、第６次岡山県社会福祉協議会経営・活動計画（以下「第６次計

画」という。）を策定することといたしました。

　近年、東日本大震災をはじめとした大規模自然災害の発生や、少子高齢化、長引く経

済・雇用情勢の悪化等を背景に社会的孤立や生活困窮などの課題が深刻化する等、既存

の制度や社会システムだけで解決に至らない様々な問題が広がってきています。

　また、国においては社会保障と税の一体改革をはじめ各種制度改革が進められる中、

平成24年10月、全社協地域福祉推進委員会より「社協・生活支援活動強化方針～地域

における深刻な生活課題の解決や孤立防止に向けた社協活動の方向性～」が示されるな

ど、社会福祉協議会が地域福祉推進の中核的な組織として、改めてその使命を確認し、

役割を発揮していくことが求められています。

　こうした諸情勢の中にあって、第６次計画の策定にあたっては、平成24年10月、経

営企画委員会から活動・機能の強化に向けて、①トップマネジメント機能の一層の発

揮、②事業・活動目標の重点化と効果的な経営資源の重点活用、③評価基準の明確化、

④経営の視点からの事業・活動の効果・効率性の重視、⑤戦略的な職員育成の取り組み

への期待の５項目について答申をいただきました。

　岡山県社協では、答申いただいた内容や課題への対応を踏まえ、第６次計画は中期的

な視点による経営・活動の観点から計画推進期間を５年間とし、平成25年度から平成

29年度において重点的に取り組む目標を示すものとして策定しました。

　第６次計画では、第５次計画で掲げた理念・方針等を継続しつつ、地域の多様かつ困

難な生活課題を真摯に受け止め、関係団体等と協働し解決につなげる支援に向けて、こ

れまでの活動基盤をもとに一層の取り組みを進めていくこととしています。

　そして、県民をはじめ、福祉、医療・保健、法曹・労働・教育関係者などと幅広い協

働関係を構築し、県域における地域福祉の総合的な推進役として、「県民主体及び県民

参画を基本とした福祉コミュニティ」を実現するために役職員一体となって取り組みを

強化していく所存であります。

　最後に、第５次計画の評価並びに第６次計画の策定にあたり、ご指導とご協力いただ

きました各委員の皆様に心より感謝申し上げます。

　平成25年３月

社会福祉法人　岡山県社会福祉協議会

会　長　　山　岡　治　喜
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　本経営企画委員会は、第６次経営・活動計画の策定に当たり、第４次計画、第５次経営・活動

計画が掲げた「地域の福祉力」強化、組織・人事・労務・財務等、基盤強化の実施状況の評価を

行い、社協事業の実施基盤の整備が進んだことを確認した。今後、県社協は、中期的な視点から

今日の社会経済情勢の下でいっそう深刻化している県民生活をめぐる３つの課題に対して、積極

的に取り組んでいく必要があるとの認識で一致した。

　第一の課題は、「住民参加による生活支援活動の強化」、そのための「社協を構成する各組

織・団体の連携強化」を図ることである。都市部、中山間地域を問わず、超高齢化、少子化のス

ピードは速く、その結果、一人暮らし世帯、認知症高齢者の増加、在宅障害者、地域で孤立しが

ちな人びとの生活困難は深刻である。「地域の福祉力」を活かして、住民参加で、その支援活動

を強化していく必要がある。

　第二の課題は、大災害に備えた「福祉広域支援ネットワーク」の構築である。東日本大震災に

際して、市町村社協や福祉関係者による災害救援ボランティア活動等が高い評価を得た。この教

訓を活かして、大災害に備え、いざという時に迅速に対処できるよう、県社協が福祉・介護分野

における広域災害救援ネットワークの中心的な役割を担う必要がある。

　第三の課題は、「権利擁護、成年後見」への取り組みである。認知症高齢者や精神障害者、知

的障害者等の権利擁護、および虐待防止等は喫緊の課題である。市町村社協においては、市民後

見人等の取り組みの萌芽がみられる。権利擁護の課題に本格的に取り組むためには、県社協、市

町村社協が「権利擁護・成年後見センター機能」を発揮していく必要がある。

　本経営企画委員会は、これらの課題解決に向け、様々な主体が参入してきているなかで、社協

こそがその本来の機能を発揮すべきであり、それができる基盤が整っており、今が社協の存在意

義をより明確にするチャンスでもあると結論づけた。そのうえで、県社協や市町村社協がこれら

の課題に正面から取り組むための中期的な計画と実施方針の検討を行った。

　第６次経営・活動計画が掲げた３つの重点課題－①住民参加による生活困窮者等支援活動強

化（総合相談体制整備）、②災害時の福祉広域支援ネットワークの構築、③市町村行政・社協等

が連携した成年後見制度の推進（権利擁護・成年後見センター構想等）の課題達成のためには、

市町村社協による小地域福祉活動や相談支援活動、住民参加を重視し、さらに社協を構成する公

私の各種組織・団体の連携、ネットワーク構築に尽力しなければならない。

　本計画が、県社協、市町村社協の役職員一丸となった社協経営・活動の指針となり、その実践

によって県民生活の安心安全、誰もがいきいきと暮らし、誇りをもって働くことができる地域社

会の実現の一助となることを期待するものである。

　平成25年３月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

                                                    社会福祉法人　岡山県社会福祉協議会　経営企画委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　    委員長　　新　井　　　宏

（川崎医療福祉大学　医療福祉学部　教授）
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１

　岡山県社協における基本的な活動理念・原則を「基本理念」として次のとおり定めています。

　岡山県社協は、県域における地域福祉を推進する団体として、県民をはじめ、福祉・介護・医療・保

健・法曹・労働・教育など幅広い関係機関・団体との連携・協働により、基本理念の実現を目指します。

岡山県社協の基本理念■ ■

“県民誰もが人として尊厳を持って、住み慣れた家庭や地域のなかで、
その人らしい自立した生活が送れる地域社会”の実現に向けて、「県
民主体及び県民参画を基本とした福祉コミュニティづくり」に取り組
んでいきます。

　岡山県社協が目指す「基本理念」を実現するため、「経営理念」を位置づけています。

岡山県社協の経営理念■ ■

地域福祉事業活動を確実かつ効果的に行うため、経営基盤を強化する
とともに、福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性を図ります。

地域福祉の推進
・組織の実行力
・地域の福祉力
・人材の創造力
・経営の自立力

岡山県社協

市町村社協

県　民

教　育
関係機関

保健・医療
関係機関

民生委員・
児童委員

社会福祉法人
・事業者

ボランティア
NPO

行　政

社会福祉
団　体

法曹
関係機関

当事者団体
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１．計画策定にあたって

　　第６次岡山県社会福祉協議会経営・活動計画の策定にあたっては、依然と長引く経済状況の悪化や

自治体からの補助・委託金の減少傾向が続く中において、第５次経営・活動計画からの経営を視点に取

り入れた経営理念・経営方針を基本としつつ、今般、国が示した「生活支援戦略」や全国社会福祉協議

会が提唱した「社協・生活支援活動強化方針」を念頭に置き、さらに平成23年３月11日発生した東日

本大震災やここ数年各地で被害をもたらしている大規模豪雨災害等に備えるため、県域の災害広域支

援体制の整備などを視野に入れるとともに、経営方針２の「地域の福祉力」を重視した活動計画とし

ます。

　　社会福祉をめぐる動向や社会福祉協議会を取り巻く環境はめまぐるしく変化し、厳しさを増してい

る状況下においても、社会福祉協議会が進める「地域福祉の推進」は、普遍の使命であり、この使命を

達成するため、目先の変化に捉われることなく、中期的な取り組みを進めるため、計画期間を従来の３

か年から５か年とし、第６次経営・活動計画とします。

２．計画体系図について

３．計画の概要について

（１）計画の構成

（２）基本理念・経営理念・経営方針
　　①基本理念
　　　　岡山県社協における基本的な活動理念・原則であり、岡山県社協が取り組むすべての諸活動

は、この活動理念の実現のためにあるといえます。

　　②経営理念
　　　　岡山県社協が目指す「基本理念」を実現するため、「経営理念」を位置づけています。

　　③経営方針
　　　　岡山県社協が目指す「基本理念」及び「経営理念」を実現するため、中・長期の活動展開の方針

として、「経営方針」を位置づけています。

（３）基本計画
　　①推進目標・推進項目・到達目標
　　　　「経営方針」に掲げた活動展開の方針に基づき、取り組む目標を「推進目標」としています。

　　　　さらに、各推進目標を達成するために推進する取り組みを「推進項目」として位置づけています。

　　　　この「推進項目」には「到達目標」を掲げてその目標を明確にしています。また、重点的な到達

　　　　目標は「重点到達目標」として位置づけています。

第６次岡山県社会福祉協議会経営・活動計画
（通称：おかやまほっとプラン）の策定について

基本理念 経営理念 経営方針 推進目標 推進項目 到達目標

推進目標 推進項目 到達目標

具体的事業

重点

具体的事業

具体的事業

基本理念…基本的な活動理念・原則
経営理念…基本理念を実現するため、経営的視点を取り入れた活動理念
経営方針…基本理念及び経営理念を実現するための中・長期の活動方針

推進目標…経営方針の実現に向けた、ここ５か年の取り組み目標
推進項目…推進目標の達成に向けた、ここ５か年の推進項目
到達目標…５か年の到達目標。特に、重点的な到達目標については、重点到達目標とし
　　　　　て位置づけています。

実施事業…基本計画の実現に向けた５か年の具体的な実施事業及び年次計画
事業企画…実施事業の具体的な事業企画

実
施
計
画

基
本
計
画

“県民誰もが人として尊厳を持って、住み慣れた家庭や地域のなかで、その人らしい自立した
生活が送れる地域社会”の実現に向けて、「県民主体及び県民参画を基本とした福祉コミュニ
ティづくり」に取り組んでいきます。

　地域福祉事業活動を確実かつ効果的に行うため、経営基盤を強化するとともに、福祉サービ
スの質の向上並びに事業経営の透明性を図ります。

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。
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。

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。

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。
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（４）実施計画
　　　　「基本計画」の実現に向けた５か年の年次計画、具体的な実施事業を定めるものとして、「実施

計画」を策定しています。

　　　　また、「実施計画」は岡山県社協が実施するすべての事業を対象に、事業企画書などの作成と

評価により、目標管理を徹底します。

　　　　さらに、事業の進捗管理、課題分析、客観的評価を行い、次年度事業に反映し改善に努めます。

　　　　なお、既存事業の評価・改善及び廃止の検討も事業終了後、速やかに行います。

（５）推進期間
　　　平成25年４月１日から平成30年３月31日までの５か年とします。

４．計画の評価について

（１）計画の進行管理・評価体制
　　①理事会・評議員会
　　　　計画推進の実行性や効果・効率性を高めるため、毎年度の事業の計画策定や報告等を通じて、

計画の進捗管理の強化を図ります。

　　②経営企画委員会
　　　　本会役員並びに外部の関係者等により構成し、計画実施についてのより専門的かつ客観的な評

価・分析を行います。

　　③事務局（事務局企画調整会議）

　　　　部所長を中心として計画全体の目標管理や事業の進行管理を行うとともに、中堅会議により事

務局内の計画管理の体制を強化します。

（２）計画の進行管理・評価サイクル
　　ＰＬＡＮ　　（計画）
　　…経営・活動計画（５か年計画）における実施事業や年次計画のほか、前年度の事業評価等を踏ま

えて、「事業計画」を策定します。

　　ＤＯ　　　　（実施）
　　…事業計画やスケジュールに基づき、事業を実施します。

　　ＣＨＥＣＫ　（確認）
　　…業務の進捗管理を行うため、「年度内中間評価（９月）」を実施します。また、事業の成果や目標

達成に向けた諸課題・改善方策等について評価・分析を行うため、「事業評価（随時）」や「年度

末評価（３月）」を実施します。

　　　　なお、計画の３か年目にそれまで２か年の「中間評価」を行い、４・５年目における取り組みに

ついて検討を行うとともに、計画の最終年度には、５か年の取り組みについての評価・分析を行う

ため、「５か年評価」を実施します。

　　ＡＣＴＩＯＮ（見直し・改善）
　　…評価に基づき、事業の廃止や統廃合、新規事業の企画や業務の標準化など必要な措置を講じま

す。

◎計画の進行管理と評価システム

進行管理・評価サイクル 実　施　内　容 関係様式等

※５か年事業の計画

・経営企画委員会

・理事会・評議員会の承認

①毎年度事業の計画

・経営企画委員会

・理事会・評議員会の承認

・実施計画書

・事業企画書

・事業予算内訳書

・年間スケジュール表

・事業計画書

事業実施・スケジュール管理

①年度内中間評価の実施（９月）

　→次年度計画等に反映

②事業評価の実施（随時）

③年度末評価の実施（３月）

※２か年及び５か年

　内部評価の実施

※２か年及び５か年

　外部評価の実施

・経営企画委員会等

・事業企画書

・年間スケジュール表

・中間評価シート

・事業企画書

・経営方針評価シート

・推進目標評価シート

・推進項目評価シート

・実施事業概要報告書

評価に基づく見直し・改善

→経営・活動計画等の見直し

→業務の標準化（マニュアル作成等）

ＰＬＡＮ　　（計画）

ＤＯ　　　　（実施）

ＣＨＥＣＫ　（確認）

ＡＣＴＩＯＮ
　（見直し・改善）
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◎基本理念・経営理念・経営方針・推進目標のイメージ
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