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2013 年度事業計画にあたって 
 

～「人づくり組織」への挑戦～ 
 

 理事長 山本 敏博 

 

○2013 年度聖隷福祉事業団法人目標 

 

１．相互理解の促進によるサービスの面的展開 

２．利用者視点でのサービスの質向上と新たな価値創造 

３．人材の採用・育成の強化と長く働き続けられるしくみづくり 

４．社会福祉法人としての使命の追求 

５．経営と職員の融合 
 

 

 2010 年度、創立 80 周年を機に、私たち聖隷福祉事業団（以下、聖隷）は、2020 年にど

のような組織であるべきか、ビジョン２０２０「人・地域・社会・時代が必要とするヒュ

ーマンサービスを追求し、新たな価値を創造する」で明らかにし、2015 年度を最終年度

とする中期事業目標・中期事業戦略を策定した。 

2013 年度はその 3 年目、中間の取り組みの年にあたる。法人全体そして各事業部が中

期計画に対して、評価と検証を行う年とする。 

 

 2013 年度に、もっともこだわりたいのは「ひと」、聖隷の最大の財産である人材である。

高いサービスの質を追求するために、「人材の育成」は、常に聖隷の最重要課題の一つで

あるが、これからの少子超高齢社会においては「人を採用し、育てていくこと」、そして

「職員が長く働き続けられる環境を整備すること」に聖隷の将来がかかっている。2013

年度は聖隷全体で「ひとづくり組織」への挑戦を開始する。 

 「ひとづくり」については、「人事制度の再構築」、「人材の採用」、「キャリア支援」、

「資格取得支援」、「子育て支援」、「高齢者雇用」、「福利厚生」など、様々な切り口が考え

られる。これらすべてを 2013年度に実現するのは難しいが、チャレンジを行う。 

 

2012 年度は、介護付有料老人ホーム、特別養護老人ホーム、ケアハウス等の複合施設

「宝塚せいれいの里」（兵庫県宝塚市）及び「聖隷淡路病院移転新築計画」（兵庫県淡路市）

という関西地区における２つの大きなプロジェクトが本格的に始動した。また、障がいを

お持ちの方の就労を支援する施設「聖隷厚生園チャレンジ工房」（静岡県浜松市）が新た

に事業をスタートし、「こうのとり豊田保育園」（静岡県磐田市）の改築、聖隷浜松病院の

院内保育所「ひばり保育園」（静岡県浜松市）と「聖隷デイサービスセンター住吉」（同）

の合築による移転など、各地で施設整備が進行中または完了した。また、指定管理受託施

設「浜松市リハビリテーション病院」（経営主体：浜松市）では、リハビリテーション医

療の機能向上、医療の質向上を目指し、2014 年開設を目指し、新棟建築工事が進んでい

る。 
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また、3 月には、聖隷の事業では 9 つ目の都道府県となる沖縄県において、「聖隷訪問

看護ステーションゆい」を開設した。沖縄県は人口増加が全国一であると同時に、今後、

急速な高齢化が予測される地域であり、沖縄県での高齢福祉の充実に貢献することと、さ

らに沖縄からの若い人材が聖隷の他施設で経験を積み、また地元へと戻って活躍する、い

わば循環型の人材交流を行うことの 2点を主な目的に事業を推進する。 

2012年度は、聖隷三方原病院、聖隷浜松病院が、それぞれ 70周年、50周年を迎えると

いう節目の年であったことも記しておきたい。 

 2013 年度も中期事業目標に連動する形で、法人として重点的に取り組む 5 つの課題を

提示する。 

 

 

 

１．相互理解の促進によるサービスの面的展開 

～「総合化力」と「地域連携」による「住み慣れた地域で暮らし続けることができる 

  サービス」の提供～ 

 

中期事業目標のⅠは、予防医療から終末期まで連続したサービスの提供、安心・安全

な医療の提供、子どもから高齢者、障がい者まで安心して地域で暮らせるサービスの提供

の実現を目指すものである。 

聖隷には、それらを支える多くのサービスがそろっており、地域の利用者の方々は、

ご自分のステージに合わせて、聖隷のサービスまたは他法人のサービスを選んでいる。私

たちは、事業部間の垣根を取り払い、「いかに連携したサービスを提供できるか」につい

て積極的なコミュニケーションによる「相互理解」を図る必要がある。 

聖隷内に目を向けてみれば、病院と地域の診療所とのいわゆる病診連携は充実が図ら

れているが、病院・診療所と福祉施設・在宅事業所または病院・診療所と保健事業におけ

る連携は、システムの活用による情報共有などは進められているものの、まだまだ取組み

の余地がある。お互いの交流の場を増やし、それぞれの事業での利用者の方々の声を共有

することで、より連続した「面的」なサービスの提供を実現する。 

三方原地区（静岡県浜松市）は、聖隷三方原病院を中心に、診療所、福祉施設、在宅

事業所、有料老人ホームなど、聖隷内に限らず、関連法人等の施設が集積するいわばモデ

ルゾーンである。他の地区についても、三方原地区におけるサービスの面的サービスをど

うすれば実現できるか、「相互理解」を促進する。三方原地区においては、人材育成の観

点からも、学校法人聖隷学園とこれまで以上に連携を図るとともに、面的サービスの充実

に向けて、法人や事業部を超えて「相互理解」に取り組む。 

2013 年度、新規複合施設「宝塚せいれいの里」は、最初に介護付有料老人ホーム、続

いて、特別養護老人ホーム、ケアハウス等が開設に向けて建設が進む。聖隷淡路病院も本

格的な建築に向かい、聖隷横浜病院及び聖隷佐倉市民病院では、病院の機能をハード・ソ

フト両面から一新する計画が本格的に論議される。これらの事業においても、地域の聖隷

内の他事業、他法人の事業とのコミュニケーションを密にし、単独施設としての機能だけ

でなく、保健・医療・福祉・介護サービスの連携した事業イメージに基づく「面的」な整

備計画を検討する。 
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２．利用者視点でのサービスの質向上と新たな価値創造 

～地域が必要とする先駆的で良質なサービスの提供～ 

 

中期事業目標のⅡは、サービスの質の追求、生活の質を高める専門ケアの提供、各種研

究機関や産業界との連携による新たな価値創造を目指すものである。 

サービスの質の向上については、聖隷として永遠に追い求める課題として常に取り組ん

でいくが、変化の激しい時代においては、聖隷にとって新たな価値を創造することが、大

変重要となる。新たな価値創造の実例としては、浜松市リハビリテーション病院が、浜松

市による 2011 年度の指定管理者事後評価結果において、対象の指定管理者 210 事業中で

大変高い評価をいただき、指定管理による病院運営という分野で新たな価値を生み出すこ

とができた。また、2015 年度完成予定の増改築計画「PROJECT NEXUS」を推進する聖隷浜

松病院は、国際的な医療評価基準「JCI」を取得し、さらなる医療の質向上を図り、「選ば

れ続ける」病院づくりを加速させる。 

2013 年度は袋井市民病院の後継病院として、「聖隷袋井市民病院」を袋井市の指定管理

者として、新たに運営を担当する。市立の病院に「聖隷」のブランドを冠する責任を自覚

し、小規模ながら聖隷らしい独自性を持ち、地域医療へ貢献できる医療機関として、新た

な価値創造につなげていく。 

 保健事業については、会社と社会を幸せにする「健康経営®（注 1）」の概念の普及を通

じ、内外に向けて、「健康づくり」を今後の組織経営の柱に位置付ける提案を推進し、新

たな価値創造に結び付けていく。その構想の一環として、聖隷ブランドの保健事業の再編

を行い、静岡県中部地区の事業の再構築を図る。 

在宅サービス事業においては、静岡県浜松市等で、地域包括ケアの要となる 24 時間

365 日のサービス提供が可能な「定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス」の事業開

始により、地域の利用者が必要としているサービスの開発とサービスの質の向上という二

つの要素を同時に実現する。 

 外部環境の変化の激しい有料老人ホーム事業については、時代に即した新たな価値を持

つ高齢期の住まいづくりと、既存の「エデンの園ブランド」の価値の二つの側面から次代

に向けた検討を行い、「宝塚せいれいの里」における新ブランド「結いホーム」の具体化

を図る。 

 新たな価値の創造は、私たちすべての職員が取り組めるものである。すべてがゼロから

始まるのではなく、既存のサービスの改善や他のサービスとの組み合わせなどから、新し

いサービスやしくみが生み出されることの方が多いはずである。 

事業部の領域を超えた視野での、海外を含めた研究機関・産業界との連携による新たな

価値創造についても、引き続き積極的に取り組み、国内外の先進組織や先進事例の視察・

研修を行なっていく。 
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３．人材の採用・育成の強化と長く働き続けられるしくみづくり 

～「ひとづくり」組織のための取組み～ 

 

中期事業目標のⅢは、「少子超高齢社会」の日本において、ともに働く職員のための環

境整備である。 

 2013 年度は、「国籍、年齢、障がいの有無にかかわらない多様な人材が、多様な働き方

のできるしくみ」の推進に注力する。 

 法人本部人事部が関西地区での人材採用の強化を目的として設置した「関西採用センタ

ー」については、各施設とも連携をとりながら、積極的な採用活動を行う。 

 EPA（経済連携協定）による外国からの介護・看護に携わる優秀な人材の育成、障がい

をもった方が活躍できる場所と仕事づくりに引き続き取り組む。 

 また、これまでの「聖隷が事業を行う地域で、資格をもった人材を採用する」という手

法を根本的に見直し、募集の対象も地域も広げていく。特に介護職においては、無資格で

も意欲と将来性のある人材を積極採用し、法人内で育成し、資格取得を支援する手法に取

り組む。看護・介護分野に代表される専門職の慢性的な人材不足を憂うのではなく、自ら

アクションを起こし、聖隷の事業で活躍できる人材づくりにチャレンジする。 

人材育成については、階層別研修や職種別研修といった内部の研修事業に加え、職種ご

とのキャリアパス、ラダーの完成に向けての具体的な取り組みを図る。また、認定特定行

為従事者研修（たん吸引等研修）登録機関としての研修実施、介護福祉士国家試験受験資

格取得のための「実務者研修」の講座開設等、将来の介護の担い手づくりのための外部研

修事業にも積極的に取り組んでいく。併せて、中学生や高校生等の若年層を対象に、私た

ちの仕事の魅力や聖隷の組織の紹介等を積極的に行うことで、長期的視点で、将来の日本

の保健・医療・福祉・介護サービスを担う人材づくりに取り組む。 

人を育てることは、一部の部門、一部の役職者だけの仕事ではなく、すべての職員の使

命と役割であることを認識し、全員が共に成長したい。 

また、これからの少子超高齢社会では、元気で働ける人ができるだけ長く、これまでの

経験を活かして働くことが、個人にとっては社会貢献となり、社会にとっては、高齢者の

収入確保という意味でも安定的なセーフティネットの提供になる。聖隷でも、健康で、経

験も意欲もある職員が、60 歳定年を迎えても、様々な働き方で、元気に長く働けるしく

みづくりを行う。私は、職員が明るいライフプランとキャリアデザインを描けることが、

日本の長寿社会を少しでも元気にすると大いに期待している。 
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４．社会福祉法人としての使命の追求 

～リスクの洗い出し・広域防災・ガバナンス再構築～ 

 

中期事業目標のⅣは、社会福祉法人としての公益性・公共性、地域への情報発信、ガバ

ナンス体制（注 2）の強化、環境活動の推進など、聖隷の社会的責任（CSR）の推進であ

る。 

社会福祉法人の使命追求については、すべての施設が制度間やサービスの周辺に生まれ

る新たなニーズを見逃すことなく、公益的事業への取り組みを継続的して行っていくが、

2013年度は特に 2つの取組みを行う。 

まず、我が国の大きな課題となっている「生活困窮者の支援」について、地域の状況を

十分に把握した上で、聖隷における事業及びサービスの具体化に向けた検討を行っていく。

例えば、公営住宅や団地等において、生活保護の対象にはならない低所得者層を対象とし

た高齢者支援サービスや子育て支援サービス、経済的な理由により就学が困難な学生の支

援などが考えられる。 

次に「医療保護施設（注 3）」（聖隷三方原病院）及び、いわゆる「無料・低額事業（注

4）」について、社会福祉法人として重要な取り組みであることを私たち職員が改めて認識

し、それぞれの事業において、地域の特性に合わせて、より地域還元を推進していく。 

 ここでは使命と記したが、社会福祉法人は、その公益性によって、国・自治体から補助

金や非課税の優遇措置を受けるかわりに、経営資源をフルに活用して、地域のニーズに応

えることが当然の義務である。経営の神様、松下幸之助氏が「企業は社会の公器である」

という至言を残しているが、聖隷は正に「社会の公器」である。「私たちは社会に貢献す

るために存在している」ことを強く再確認したい。 

 防災については、2012 年度、聖隷では「広域防災体制」づくりに取り組み、大規模災

害に対して組織を挙げて対応できることを目指したが、2013 年度も広域防災委員会を中

心に引き続き取り組みを進めるとともに、各施設は行政、地元企業、自治会等などとの提

携等を通じて、災害時の社会資源として機能できるよう取り組む。 

これまで検証を行ってきた法人のガバナンス体制（注 4）については、役員及び執行役

員体制、事業部制、法人本部の機能等について見直しを実施し、「より迅速」に、「正しい」

意思決定を、「正しい手順」で行うことができる体制づくりを目指す。 

近年、聖隷の役員及び職員には、聖隷の経営は「自然とうまくいく」という錯覚や過信

がないだろうか。聖隷が巨大な組織になったからこそ、様々な経営リスクが存在する。法

人レベルから職場レベルまでのすべてにおいて、現在はまだ大きくない課題や将来起こり

得るリスクを洗い出し、対応を検討していく。 
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５．経営と職員の融合 

～全員広報・全員経営～ 

 

中期事業目標のⅤは、2015 年度に達成すべき数値指標であり、その目標を達成するた

めの戦略が「マーケティング」と「事業計画と実績の検証」である。 

 冒頭に「人づくり組織への挑戦」に取り組む、と記したが、2013 年度はさらに「経営

と職員の融合」も意識したい。これは職員一人ひとりが自らの行動が聖隷の経営と深く結

びついていることを意識することを目指すものである。 

 「マーケティング」については、「知る」・「知らせる」の部分に焦点をあて、「広報」に

これまで以上に力を入れる。そのために「内部コミュニケーション」、広い意味での「社

内広報」に重点をおく。いままで口伝えやその他の手段で「なんとなく」あるいは「自然

に」情報を共有できたことが、聖隷の現在の規模では明らかに難しくなっている。「社内

報 聖隷」だけでなく、目標参画制度、情報システム等の既存のしくみを最大限活用し、

聖隷が「何を目指す」のか、「何に取り組む」のか、「なぜ取り組む」のか、を職員全員が

共有することを目指す。 

これら、内部の情報共有は、結果として外部への情報発信につながる。聖隷は、これま

でも積極的に「情報開示」に取り組んできたが、聖隷に限らず社会福祉法人は今後、より

積極的な「社外広報」が求められる。 

「事業計画と実績の検証」については、中期計画の中間年度として、各事業部や各施設

において、「できたこと」、「できなかったこと」、「未着手なこと」などを洗い出し、それ

が「なぜ」かを考察することで、自分たちの仕事についての評価を行う。 

2015 年度をゴールとした「成長性」、「生産性」、「安全性」、「収益性」のそれぞれの数

値目標に対する実績は、「安全性」、「収益性」については順調に推移している。2015 年度

の目標達成を確実なものにするためにも、2013 年度は各事業部、各施設が、それぞれ数

値を意識した目標設定に取り組む。 

聖隷は基本理念「キリスト教精神に基づく隣人愛」を継承すること、そして理念の実現

のために「安定した経営基盤」が必要であることは繰り返し述べてきた。 

 聖隷は「社会還元度指数」（注 5）が高く、「社会還元に積極的な法人」という外部から

の評価を頂いているが、これは、非営利法人として得た適正利益の一部を既存サービスの

さらなる向上、新たなサービスの創造に積極的に投資してきた取組みを表している。 

2013 年度も、財務体質をさらに強化し、積極的な社会還元とのバランスを取りながら、

経営の安定への取り組みを継続する。 
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 2012 年度は、聖隷がなぜ多くの事業計画に積極的に取り組むのか、主に 3 つの観点か

ら説明し、職員に理解を求めた。1 つ目はそれが社会福祉法人の使命であること、2 つ目

は地域の方々が求めていること、３つ目は聖隷が活力ある組織であり続けること、である。 

 私は、地域の方々に最も近い立場にいる職員が必要を感じ、取り組みたいとする事業や

サービスについては、基本的に「GO!」、ぜひ実現させたい、と考えている。なぜなら、地

域や利用者の方々が必要を感じ、実現を喜ぶからである。そのためには、職員一人ひとり

がどうすれば実現するか、真剣に様々な課題への取り組みを続けて欲しい。 

 職員がやりたいこと、チャレンジしたいことに取り組むことで、専門職集団である私た

ち職員の技術・知識・態度の向上が図られ、「職員満足（ES）」は向上する。それは、サー

ビスの質の向上にもつながり、「利用者満足（CS）」も向上する。ひいては、それが「経営

満足（MS）」の向上、すなわち「私たちの理念や使命を実現するための経営基盤の強化」

につながるからである。 

 

 

 

私たち一人ひとりが「ひと」をつくり、聖隷の未来を変えます 
～「結い」の心で、ともに「感動」を分かち合いましょう～ 

 

 

 

 
（注 1）健康経営®：「経営者が従業員とコミュニケーションを密に図り、従業員の健康に配慮した企業を戦略

的に創造することにより組織の健康と健全な経営を維持していくこと」を指す。NPO法人健康経営研究会の登

録商標。 

（注 2）ガバナンス：日本語に訳せば「組織統治」。組織が主体的に自らを健全に統治すること。一般的には、

5つの項目が挙げられる。(1)経営の透明性の確保、(2)ステークホルダー（利害関係者）へのアカウンタビリ

ティー（説明責任）の徹底、(3)迅速かつ適切な情報開示、(4)経営者及び管理者の責任の明確化、(5)内部統

制の確立。添付書類「聖隷福祉事業団のガバナンス」参照 

（注 3）医療保護施設：生活保護法に「医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的と

する施設」に規定され、対象は生活保護受給者で、治療が必要な状態にある方である。実質的には指定病院・

診療所の「許可病床」であり、独立した機関というよりも、病院に付随するものととらえられる。 

（注 4）無料・低額事業：社会福祉法に「生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業」と規

定される第２種社会福祉事業。聖隷においては、聖隷淡路病院、聖隷佐倉市民病院、聖隷横浜病院が同事業を

行っている。また、三方原ベテルホーム、浦安ベテルホームが無料低額介護老人保健施設事業（生計困難者の

ために，無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業を実施する介護老人

保健施設）を行なっている。 

（注 5）社会還元度数：キヤノングローバル戦略研究所の松山幸弘研究主幹が、日本経済新聞記事（2011 年 7

月 7 日付け）で、「社会福祉法人は社会貢献をしていない」という批判を行い、社会貢献の指標として、「社会

還元度数」という概念を提唱している。これは、支出÷純資産という式で導き出され、同氏による社会福祉法

人の推計平均 0.55 に対して、聖隷は 2.25 という推計値が紹介され、「数値が高いほど、社会還元に積極的と

みることができる」としている。 







法 人 本 部 

 

 法人本部では、聖隷福祉事業団の年度事業目標である次の項目を、2013年度法人本部重点目標

として掲げる 

 

１．相互理解の促進によるサービスの面的展開 

２．利用者視点でのサービスの質向上と新たな価値創造 

３．人材の採用・育成と長く働き続けられるしくみづくり 

４．社会福祉法人としての使命の追及 

５．経営と職員の融合 

 

 法人本部は、2013年度目標の中で特に「ひとづくり組織」をいかに構築し向上させていくかを

最重点目標として取り組む。 

 採用、育成、元気に長く働けるしくみづくりなど、長期的な視野に立った法人の基盤づくりを

法人本部は事業部と連携しながら推進していく。 

 社会福祉法人としての使命を果たすために、地域における役割および公益的事業への取り組み

を見直し、社会への貢献をより高めていく。 

 法人本部は、事業部、施設、そして職員一人ひとりが活力を持って目標に取り組むために、経

営と職員の融合という視点を 2013年度は大切にしていきたい。職員の意欲・挑戦を法人の活力に

つなげていく役割を果たしていかなければならない。 

 各部は、以下の事業・運営計画（重点施策）を策定する。 

 

【各部の年度事業目標】 

[総務部] 

１．「ひとづくり」組織体制の推進 

２．社会福祉法人使命の追及としてのリスク・防災・ガバナンス構築への対応 

３．経営と職員融合に向けた広報活動の実践 

４．互助会運営の効率化とサービス向上化 

 

 [人事部] 

１．新規施設開設、将来を視野にした人材の確保。 

２．地域・行政・教育機関等との連携による新たな雇用の創出。 

３．人事制度に関する具体的改定案の起案。 

４．新人事システム導入に向けた、現状データーの整理と更新。 

５．障害者法定雇用率確保にむけたプランの策定。 

 

 

 

 



 [人材開発部] 

１．次世代を担う人材の育成と開発 

 （ア）事業団内人材開発プログラムを策定し、人材開発の強化に取り組む。 

 （イ）介護職員のキャリアデザインにそった研修を実施し、地域社会に貢献すると共に 

    介護人材の定着を図る。 

 （ウ）EPA介護福祉士候補生の人材育成スキームを活用し、国家試験の合格者を出す。 

 

[財務部] 

１．新規事業における財務的視点からの評価、検証 

２．経理職員の育成及びレベルアップ 

３．無料・低額診療事業の推進 

４．新会計基準導入に向けた基本方針検討、決定 

５．社会福祉法人としての財務管理の徹底 

６．他職種への財務知識習得の支援 

７．新たな経営評価手法の策定 

８．中期経営計画に対する目標と分析 

 

 [企画開発部] 

１．新規大規模事業案件の推進 

２．再投資事業の立案と実行 

３．医療事業における新規展開の調査・立案 

４．利用者視点でのサービスの質向上と新たな価値創造 

５．働き方の提案 

６．CSR（組織の社会的責任）への取り組み 

７．施設横断的な経営改善活動の支援 

 

［総合情報システム部］ 

１．事業団内の連携・情報共有に寄与するシステム構築 

２．新たなサービスと価値の提供 

３．情報システム部門の組織力強化と技術・能力の向上 

４．システムの災害対策及び事業継続のための環境整備 

５．広報と経営を意識したシステム環境の整備 

 

［監査室］ 

１．リスク管理体制の強化 

２．テーマ監査の推進と重点監査項目の徹底 

３．監査プロセスの継続的改善 

４．施設自浄能力（内部統制）に対する側面支援強化 

５．コンプライアンス教育の継続実施とテキストの充実 

６．コンプアイアンス相談窓口機能の強化と啓蒙活動の推進 
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