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資料１

アンケートデータ（大規模化）

事業展開・法人間連携の実施状況
過去 5 年間に実施した事業展開・法人間連携の状況


過去 5 年間における事業展開・法人間連携の有無
「事業展開・法人間連携は実施していない」が最も多く 141 件（75.8％）であった。次い

で「事業展開・法人間連携を行った」が 41 件（22.0％）、
「事業展開・法人間連携を検討し
たが、実現に至らなかった」が 4 件（2.2％）であった。
図 資料 1-1 事業展開・法人間連携の有無

過去5年間における事業展開・法人間連携の有無
（n=186）
事業展開・法人間連携を行った
22.0%
事業展開・法人間連携を検討した
が、実現に至らなかった
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事業展開・法人間連携は実施して
いない

事業展開・法人間連携の取り組み内容
「事業展開・法人間連携を行った」と回答したもののうち、取り組んだ事業展開・法人間

連携の内容についてたずねたところ、
「多角化」が 25 件（61.0％）で最も多く、次いで「事
業譲受」が 7 件（17.1％）
、
「吸収合併」が 4 件（9.8％）であった。また、
「新設合併」を実
施した事業者はいなかった。
図 資料 1-2 事業展開の取り組み内容(複数回答)
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過去 5 年間に実施した事業展開・法人間連携の回数
過去 5 年間に事業展開・法人間連携を実施したと回答したもののうち、それぞれの実施回

数をたずねたところ、
「事業譲受」
「多角化」で「1 回」と回答した割合が最も多かった。
「多
角化」
「法人間連携」では「6 回以上」実施したと回答した事業者もそれぞれ 10％程度みら
れた。
図 資料 1-3

事業展開・法人間連携について、過去 5 年間に実施した回数

事業展開・法人間連携について、過去5年間に
実施した回数（n=49）
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事業展開・法人間連携について、それぞれ直近の取り組みの実施年度
事業展開・法人間連携について、それぞれ直近の取り組みの実施年度についてたずねたと

ころ、
「多角化」は過去 5 年のいずれの年度においても実施されていた。法人間連携は 2017
年度から 2019 年度まで 1 件ずつで推移していたが、2020 年度から年 4 件実施されている。
図 資料 1-4

事業展開・法人間連携について、それぞれ直近の取り組みの実施年度
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事業展開・法人間連携について直近の取り組みの相手法人
事業展開・法人間連携について、それぞれ直近の取り組みにおける相手の法人格につい

てたずねた。
「吸収合併」
「事業譲渡」「事業譲受」
「法人間連携」のいずれにおいても「社
会福祉法人」とする回答が最も多かった。また、
「法人間連携」においては「医療法人」
「地方公共団体」で 2 件、
「営利法人」「NPO 法人」
「その他法人」で 1 件ずつの取り組みが
あった。
「事業譲受」については「営利法人」
「NPO 法人」
「地方公共団体」においても 1 件
ずつの取り組みがあった。
図 資料 1-5

事業展開・法人間連携について、それぞれ直近の取り組みの相手法人
(複数回答)

事業展開・法人間連携について、
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事業展開の実施状況について
事業展開を実施したきっかけ


事業展開を実施したきっかけ
事業展開を行ったと回答したもののうち、事業展開を実施したきっかけについてたずね

たところ、
「多様化する地域へのニーズへの対応のため」としたものが 22 件と最も多かっ
た。続いて、
「サービスの質の向上のため」としたものが 12 件であった。一方で「備品等の
購入・管理の効率化のため」を事業展開のきっかけとした回答は見られなかった。
図 資料 1-6

事業展開を実施したきっかけ(複数回答)

事業展開を実施したきっかけ（n=34）
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事業展開について、それぞれの実施内容
事業展開を実施したと回答したもののうち、事業展開について実施した内容についてた
ずねたところ、
「吸収合併」
「事業譲渡」
「事業譲受」
「多角化」のいずれにおいても「介護分
野に限らないサービス・事業所の追加・規模の拡大」と回答したものが半数ないし半数以上
であった。
「吸収合併」
「事業譲渡」
「事業譲受」を実施したものについては「介護保険サー
ビス種類の追加・規模の拡大」を実施したと回答したものも一定数あった。前述の事業展開
を実施したきっかけのうち「多様化する地域へのニーズへの対応のため」と回答したものが
最も多かったことから、介護保険サービスあるいは介護保険外サービスの追加・規模の拡大
に取り組む事業者が多いことがうかがえた。
図 資料 1-7

事業展開について、それぞれの実施内容(複数回答)

事業展開について、それぞれの実施内容（n=34）
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法人間連携における連携法人数
法人間連携における連携法人数についてたずねた。「1～5 法人」とする回答が最も多く、
21 法人以上とする回答も 2 件あった。
図 資料 1-8

法人間連携における連携法人数

法人間連携における連携法人数（n=11）
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事業展開を行う上での推進役
事業展開を実施したと回答したもののうち、実施にあたっての推進役についてたずねた
ところ、
「自法人の役員」と回答したものが 25 件で最も多かった。次いで「自法人の職員」
が 15 件、
「自法人の事業所管理者」が 11 件であった。
図 資料 1-9 事業展開を行う上で推進役となった人物（複数回答）
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事業展開の成功要因について


事業展開を行う上での成功要因
事業展開を実施したと回答したもののうち、事業展開を行う上での成功要因と思ったこ

とについてたずねたところ「職員関係者への説明」が「非常にそう思った」
「ややそう思っ
た」を合わせ、約 90%と最も多かった。つづいて、
「推進役のマンパワー」が約 80%であった。
一方で、
「行わなかった」を含めた「そう思わなかった」
「まったくそう思わなかった／行
わなかった」と回答した項目として、「専門家（他法人、弁護士、公認会計士、税理士、コ
ンサルタント等）による支援」が約 55%、
「金融機関からの融資や補助金等金融的支援」が
約 30%、
「行政による支援」が約 20%と、上位 3 つが外部からの支援に関するものであった。
図 資料 1-10

事業展開に取り組む中で成功要因と思ったこと

事業展開に取り組む中で成功要因と思ったこと（n=34）
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事業展開における支援者の属性と役割
事業展開に取り組む中で「専門家（他法人、弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタン

ト等）による支援」を成功要因として回答したもののうち、支援者の具体的な属性と支援内
容についてたずねた。支援者の属性は多岐にわたるものの、税理士に会計面に関する支援を
受けている現状が推察された。
表 資料 1-1 事業展開にあたって支援を受けた専門家の属性と役割
支援者の具体的な立場や資格

⇒

支援者の具体的な支援内容

顧問行政書士

⇒

手続きの一切

法人役員

⇒

既存業務体系・経営管理状況

設計事務所

⇒

工事の基本計画・補助

税理士

⇒

法人会計の不備及び負債の調査

公認会計士、税理士

⇒

借入額の相談

社会保険労務士

⇒

職員の処遇関係

税理士

⇒

資金繰り

公認会計士、社会保険労務士、司法書士

⇒

制度の確認と適切な運用
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事業展開に取り組む中での課題
事業展開を実施したと回答したもののうち、事業展開に取り組む中で課題と感じたこと
についてたずねたところ、
「非常にそう思った」
「そう思った」をあわせ「自治体・外部関係
者との連絡・調整」が約 50%で最も多かった。つづいて「施設・設備・システム等ハード面
の調整」が約 40%であった。
図 資料 1-11 事業展開に取り組む中で課題と思ったこと

事業展開に取り組む中で課題と思ったこと
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21.2%

36.4%

15.2%

12.1% 15.2%
15.2%

45.5%

100.0%

27.3%

48.5%

36.4%

職員の処遇等、労務規則の調整 6.1%

15.2%

21.2%

27.3%

施設・設備・システム等ハード面の調整 3.0%

80.0%

36.4%

相談できる支援者の不足 3.0% 18.2%

職員等関係者への説明 3.0%

60.0%

15.2%

12.1% 12.1%
12.1%

45.5%

21.2%

9.1% 15.2%

78.8%

非常にそう思った

そう思った

どちらともいえない

そう思わなかった

全くそう思わなかった

該当なし

「自法人内の意見の調整」について、どのように解決したのか
「自法人内の意見の調整」については、法人内でのミーティングの実施や、プロジェクト

の立ち上げなどにより解決している。
【自由回答より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

関係者間で詳細なミーティングの実施

▪

理事会・評議員会で詳細な説明を実施

▪

会議等を通じて方向性の一致を図った

▪

委員会を設立した
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「相手法人との意見の調整」について、どのように解決したのか
「相手法人との意見の調整」については、関係者間での協議・意見交換により解決してい

る。
【自由回答より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

相手法人の理事会で直接合併することのメリットを伝えた

▪

役員間での意見調整を実施した

▪

会議等を通して方向性の一致を図った



「自治体等、外部関係者との連絡・調整」について、どのように解決したのか
「自治体等、外部関係者との連絡・調整」については、計画当初からの説明の実施、打合

せの準備を行うことにより解決している。
【自由回答より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

サービス内容の説明を十分に実施した

▪

監督官庁には計画段階から計画を伝えた

▪

提供するサービスの継続性等の説明を実施した

▪

打合せのゴールを明確にして臨んだ



「相談できる支援者の不足」について、どのように解決したのか
「相談できる支援者の不足」については、業務内容を都度確認しながら進めることや事例

を調査することにより解決している。
【自由回答より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

都度業務内容を確認し進めた

▪

先進事例を調査し参考にした



「利用者・家族等への説明」について、どのように解決したのか
「利用者・家族等への説明」については、説明会等による説明、資料の作成により解決し

ている。
【自由回答より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

説明会等による丁寧な対応を行った

▪

パンフレットなどを作成し、地域等で説明会を実施した



「職員等関係者への説明」について、どのように解決したのか
「職員等関係者への説明」については、説明会の開催、情報共有を実施することにより解

決している。
【自由回答より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

説明会や個別相談による丁寧な対応を実施した
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▪

報連相を徹底し情報の共有を図った

▪

説明した証拠を残すようにした



「参考情報の不足」について、どのように解決したのか
「参考情報の不足」については、過去の事例の調査や類似事業者への調査、行政へのアプ

ローチにより解決している。
【自由回答より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

先進法人の取り組み事例を収集した

▪

類似事業者へ相談を実施した

▪

自治体担当部署に相談した

▪

他法人が運営する事業所へ見学等を実施した



「施設・設備・システム等ハード面の調整」について、どのように解決したのか
「施設・設備・システム等ハード面の調整」について、関係機関・関係者との協議、必要

に応じたリソースの追加により解決している。
【自由回答より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

自治体の関係部署と連絡調整を実施した

▪

関係者で協議を実施した

▪

既存設備以外にもリース等で整備を実施した

▪

既存施設の有効活用を図った



「職員の処遇等、労務規則の調整」について、どのように解決したのか
「職員の処遇等、労務規則の調整」については、法人間での協議、検討組織の設置、専門

家への相談により解決している。
【自由回答より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

法人間での給与等の調整を実施した

▪

法人内の検討組織で協議して決定した

▪

社労士を交え、法的な問題がないように留意した。



「行政上の事務手続き」について、どのように解決したのか
「行政上の事務手続き」については、十分な準備や連絡調整、専門家の支援により解決し

ている。
【自由回答より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

担当者レベルでの早めの確認、準備、打ち合わせ等を実施した

▪

自治体担当部署に随時連絡調整を実施し、手続きを進めた

▪

司法書士など、専門家の支援を受けた
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▪


行政に指導いただいた
「補助金等の使途制限など財務面での調整」について、どのように解決したのか

「補助金等の使途制限など財務面での調整」については、行政との協議、専門家の支援に
より解決している。
【自由回答より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

頻繁に行政と補助金の協議を行った

▪

補助金請求に関わる書類作成について行政に相談を行った

▪

専門家に情報収集を依頼した



「検討時間の捻出やスケジュール調整」について、どのように解決したのか
「検討時間の捻出やスケジュール調整」については、検討会の開催、綿密な計画策定、リ

モートシステムの活用により解決している。
【自由回答より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

目標開設(転換)日に向けたタイムスケジュールの設定

▪

定期的に検討会を開催し、調整を図った

▪

綿密な計画策定

▪

リモートシステムを活用した

事業展開後に発生した課題について
事業展開後に発生した課題として、人材確保、利用者確保、経営指標上の課題等が挙げら
れている。
図 資料 1-12 事業展開後に発生した課題(複数回答)

事業展開後に発生した課題について（n=17）
0

1

2

3

4

5

人財確保

6

7
6

利用者確保

4

経営指標

4

組織風土の違い

2

その他

2

特になし

6
※

事務局にて回答内容を類型化・整理し集計を実施。無記入・特になしとする回答は除いた。
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【自由回答より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

介護人材の確保

▪

入居希望者の確保

▪

コロナ禍で営業できない期間や利用控えで想定以上に利用率が上がらなかった

▪

職員の退職等の予防

▪

合併前のそれぞれの法人の歴史、カラーがあり、まとめていくことに課題がある

▪

不採算事業の整理。生産性向上と新規事業展開を見据えた人員の適正配置の実行

15

法人間連携の実施状況について
法人間連携を実施したきっかけ
法人間連携を実施したと回答したもののうち、法人間連携を実施したきっかけについて
たずねたところ、
「職員の確保・教育体制の強化」が最も多く（6 件）、次いで「サービスの
質向上のため」
（5 件）が続いた。
「事業展開に取り組んだきっかけ」（図 資料 1-6）で最も
多い回答を得た「多様化する地域のニーズへ対応するため」についても、約 3 割（4 件）の
事業者が法人間連携のきっかけとして回答した。
図 資料 1-13

法人関連携に取り組んだきっかけ(複数回答)

法人間連携に取り組んだきっかけ（n=11）
0

1

2

3

4

5

サービスの質の向上のため

7

5

多様化する地域のニーズへの対応のため

4

利用者を確保するため

2

職員の確保、教育体制の強化のため

6

職員の兼務、配置調整等のため

0

経営者の後継者不足解消のため

0

施設・設備の拡充のため

1

備品等の購入・管理の効率化のため

3

ITツール等の情報管理システム、ロボット等の導入・拡充の
ため

0

経費の共通化や資金繰り等、財務面強化のため

0

災害等非常時の対応強化のため

4

補助金などの制度が利用可能だったため

2

同業他事業所や、他サービスとの差別化のため

1

役職員等から打診されたため

1

他法人から打診されたため

6

0

自治体から紹介があったため

1

金融機関等からの紹介があったため

0

専門家（顧問や仲介会社等）からの紹介があったため

0

その他

2
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法人間連携で取り組んだ内容
法人間連携を実施したと回答したもののうち、法人間連携で取り組んだ内容についてた
ずねた。
「研修・職員教育の合同実施」が 8 件の事業者で取り組んでおり、次いで「備品等
の共同購入・共有化」
「地域資源の拡充」について、いずれも約半数の 5 件の事業者で取り
組んでいた。
図 資料 1-14

法人間連携で取り組んだ内容(複数回答)

法人間連携で取り組んだ内容（n=11）
0

1

2

3

サービスの質の向上

4

5

6

7

8

9

3

職員の兼務

1

研修等、職員教育の合同実施

8

備品等の共同購入・共有化

5

経費の共通化

1

災害・感染症対策（職員の応援体制、物資の融通等）

4

地域貢献の拡充

5

その他

5

法人間連携を行う上での推進役
法人間連携を実施したと回答したもののうち、法人間連携を行う上での推進者について
たずねたところ、
「他法人の役員・職員」
（8 件）が最も多かった。
「法人顧問等の会計士・税
理士」
「コンサルタント等外部の専門家」の回答はなく、自法人・他法人の役員・職員が中
心となって実施していることがうかがえた。
図 資料 1-15 法人間連携を行う上での推進役(複数回答)

法人間連携を行う上での推進役（n=11）
0

1

2

3

4

5

自法人の役員

6

7

8

9

6

自法人の職員

4

自法人の事業所管理者

1

自法人の事業所職員

3

他法人の役員・職員

8

自治体職員

2

法人顧問等の会計士・税理士

0

コンサルタント等外部の専門家

0

その他

0
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法人間連携における事務局的役割に関する現在の担当者
法人間連携を実施したと回答したもののうち、法人間連携における事務局的役割の担当
者についてたずねたところ、
「社会福祉協議会」（5 件）が最も多かった。つづいて、
「法人
間連携締結の中心的役割を担った法人」が 3 件であった。一方で、「連携参加法人内で規模
の大きい法人」を選んだ事業者はなく、担当者の設置にあたって法人規模は重視されていな
いことがうかがえた。
図 資料 1-16

法人間連携における事務局的役割に関する担当者（複数回答）

法人間連携における事務局的役割の担当者（n=11）
0

1

2

3

4

社会福祉協議会
連携参加法人内で規模の大きい法人

6
5

0

法人間連携締結の中心的役割を担った法人

3

連携参加法人の各代表者による組織

2

その他



5

1

「社会福祉協議会」における事務局的役割の具体的内容について
社会福祉協議会における事務局的役割の具体的内容については、運営補助、事業推進、マ

ネジメント機能が挙げられている。
【自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

協定書内容の精査、事業内容におけるマネジメント機能、事業スキーム形成、自治体
受託事業としての提案

▪

地域における公益的な取り組みに対する社会福祉法人の連携について協議を行うた
めの連絡会や研修会の開催

▪

災害時（感染症含む）における相互協定の締結に向けた準備と締結

▪

企画運営の事務補助。助成金の申請、受け入れ、予算、決算管理。会員法人への諸連
絡等



「法人間連携締結の中心的役割を担った法人」における事務局的役割の具体的内容に
ついて
法人間連携締結の中心的役割を担った法人における事務局的役割の具体的内容について
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は、外部業者との折衝、法人間の連絡調整、協同組合の設立が挙げられている。
【自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

物品等、共同購入の折衝、職員募集に関わる求人業者との折衝

▪

他法人との連絡調整

▪

協同組合の設立



連携参加法人の各代表による組織における事務局的役割の具体的内容について
連携参加法人の各代表による組織における事務局的役割の具体的内容については、定例

会議の開催、取り組み内容の折衝が挙げられている。
【自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

月１回の定期会議の開催

▪

取り組み内容の事前打ち合わせ等
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法人間連携の取り組みにおける成功要因


法人間連携に取り組む中での成功要因
法人間連携を実施したと回答したもののうち、法人間連携に取り組む中で成功要因と思

ったことについてたずねたところ、
「非常にそう思う」「ややそう思う」を合わせ、
「相手法
人や法人内関係者との目的の共有」
「相手法人や法人内関係者との良好な関係構築」につい
て 9 割の回答者が成功要因として回答した。つづいて「推進役のマンパワー」と回答した事
業者が約 8 割であった。
「専門家専門家（他法人、弁護士、公認会計士、税理士、コンサル
タント等）による支援」を成功要因として回答した事業者は 3 割程度であった。
図 資料 1-17

法人間連携に取り組む中で成功要因と思ったこと

法人間連携に取り組む中で成功要因と思ったこと（n=11）
0%

20%

40%

60%

80%

100%

相手法人や法人内関係者との目的の共有

45.5%

45.5%

9.1%

相手法人や法人内関係者との良好な関係構築

45.5%

45.5%

9.1%

推進役のマンパワー
行政による支援

54.5%
18.2%

専門家（他法人、弁護士、公認会計士、税理士、コ
ンサルタント等）による支援
利用者・家族等への十分な説明

27.3%

27.3%

27.3%

27.3%

27.3%

十分な準備期間の確保や、スムーズなスケジュー
9.1%
ル調整

18.2%

非常にそう思った

そう思った

どちらともいえない

そう思わなかった

9.1%

27.3%
36.4%

36.4%

27.3%

9.1%

54.5%

54.5%
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27.3%

45.5%

金融機関からの融資や補助金等、金銭的支援

全くそう思わなかった／行わなかった

45.5%

54.5%

職員等関係者への十分な説明 9.1%

その他

18.2%

54.5%

他法人の事例等、十分な参考情報 9.1%

職員の処遇等、労務規則のスムーズな調整 9.1%

18.2%

36.4%

18.2% 9.1%

18.2%

施設・設備・システム等のスムーズな調整 9.1%

27.3%

9.1%
18.2%
18.2%

18.2%

9.1% 18.2%
36.4%
18.2%

18.2%

36.4%



支援を受けた専門家の属性と支援内容
法人間連携に取り組む中で「専門家（他法人、弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタ

ント等）による支援」を成功要因として回答したもののうち、支援者の具体的な属性と支援
内容についてたずねた。支援者の属性は多岐にわたっていることから、支援者はそれぞれの
事業者の人脈により選定されている状況が推察された。
表 資料 1-2

法人間連携にあたって支援を受けた専門家の属性と支援内容

支援者の具体的な立場や資格

⇒

支援者の具体的な支援内容

社会福祉に関する学識者

⇒

事業スキーム、内容の基礎体系化

税理士

⇒

会計処理の方法等

弁護士、公認会計士、社会保険労務士、
中小企業診断士、メンタルトレーナー、

それぞれにおける専門的な支援
⇒

行政書士、司法書士
当法人監事

⇒

独立行政法人福祉医療機構経営サポー
トセンターシニアリサーチャー

資金繰りの考え方等
社会福祉法人制度改革並びに社会福祉

⇒

法人の在りから検討に係る事項。社会福
祉連携推進法人に関すること

中小企業団体中央会職員

⇒
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コンサルティング

法人間連携に取り組む中での課題
法人間連携を実施したと回答したもののうち、法人間連携に取り組む中で課題と思った
ことについてたずねた。
「非常にそう思った」
「そう思った」を合わせ、
「相手法人との意見
の調整」
（63.6％）が課題として最も多く挙げられた。また、
「自法人内の意見の調整」
「検
討時間の捻出やスケジュール調整」がそれぞれ 54.6%と続いた。意見調整に関しては、相手
法人との調整のみならず自法人内でも課題となっている状況が推察された。
図 資料 1-18

法人間連携に取り組む中で課題と思ったこと

法人間連携に取り組む中で課題と思ったこと（n=11）
0%

20%

自法人内の意見の調整

27.3%
9.1%

自治体等、外部関係者との連絡・調整

9.1%

18.2%

相談できる支援者の不足

9.1%

18.2%

27.3%

9.1% 9.1%

施設・設備・システム等ハード面の調整
職員の処遇等、労務規則の調整

9.1%

18.2%

検討時間の捻出やスケジュール調整

18.2%



9.1%

36.4%

9.1%

36.4%

18.2%

27.3%

45.5%

18.2%

9.1%

9.1%

45.5%
36.4%

18.2%

18.2%

18.2%
9.1%

27.3%

18.2%

36.4%

63.6%

補助金等の使途制限など財務面での調整

その他

27.3%

100%
18.2%

18.2%

36.4%

54.5%
9.1%

80%
27.3%

54.5%

利用者・家族等への説明

参考情報の不足

60%

27.3%

相手法人との意見の調整

職員等関係者への説明

40%

18.2%
27.3%

36.4%
36.4%

18.2%

27.3%

非常にそう思った

そう思った

どちらともいえない

そう思わなかった

全くそう思わなかった

特になし

27.3%
45.5%

「自法人内の意見の調整」について、どのように解決したのか
「自法人内の意見の調整」については、理事会・役員等への説明、ビジョンの共有を行う

ことにより解決している。
【自由回答より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

理事会等での十分な説明を行った

▪

こまめな連絡調整を実施した

▪

役員に対する理解を求める。活動の説明を実施した

▪

ビジョン共有に時間を掛けた
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「相手法人との意見の調整」について、どのように解決したのか
「相手法人との意見の調整」については、情報・意見交換、認識の共有を行うことにより

解決している。
【自由回答より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

他法人と認識の共通化を図った

▪

役員間での調整を実施した

▪

密な情報交換・意見交換を行った

▪

会議の開催を密にして活発な意見交換を実施した



「自治体等、外部関係者との連絡・調整」について、どのように解決したのか
「自治体等、外部関係者との連絡・調整」については、担当者の設定、地域への説明会の

実施、関係機関における検討会への参加により解決している。
【自由回答より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

自治体中心に所管部署の責任の明確化を行った

▪

地域住民や高齢者団体等への説明会の開催を実施した

▪

行政や関係機関における種々の会議、検討会に参加した



「相談できる支援者の不足」について、どのように解決したのか
「相談できる支援者の不足」については、有識者による研修の受講、独立行政法人福祉医

療機構からのアドバイスにより解決している。
【自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

有識者による研修の受講を行った

▪

地域との連携を実施した

▪

独立行政法人福祉医療機構は制度の仕組みに詳しく、適切なアドバイスをもらった



「職員等関係者への説明」について、どのように解決したのか
「職員等関係者への説明」について、会議での周知、1 対 1 の面談により解決している。

【自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

定期的な会議体での周知や 1 対 1 の面談を実施した

▪

こまめな連絡調整を実施した

▪

法人連携によって種々の企画がなされていることを開催の都度に説明した



「参考情報の不足」について、どのように解決したのか
「参考情報の不足」については、他関係機関への調査、時間を限定して情報を収集し、解

決している。
【自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

他法人や自治体へ率先して確認を取るようにした
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▪


時間を区切って情報を収集した
「職員の処遇等、労務規則の調整」について、どのように解決したのか

「職員の処遇等、労務規則の調整」については、連携法人間で理解の共通化、自法人内で
調整により解決している。
【自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

各法人との共通理解を図った

▪

自法人の人事部と調整、確認を実施した

▪

給与等待遇面の調整を実施した



「補助金等の使途制限など財務面での調整」について、どのように解決したのか
「補助金等の使途制限など財務面での調整」については、受託費用の積算根拠を明確化す

ることにより解決している。
【自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪


受託費用の積算根拠を明確化した
「検討時間の捻出やスケジュール調整」について、どのように解決したのか

「検討時間の捻出やスケジュール調整」については、電子メールやメーリングリストの活
用、こまめな連絡により解決している。
【自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

他法人との調整を意識的に行った

▪

メール等の活用した

▪

メーリングリストを活用した

法人間連携後に発生した課題について
法人間連携後に発生した課題として、参加法人における役割の明確化、財政面、組織文化
の違い、法人間連携の意義の揺らぎが挙げられた。
【自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

法人間の全体最適で決定されて各法人における責任の所在・役割明確化、法人間の全
体最適で各法人における財源の支出按分の明確化、定款上の整理、会計上における拠
点区分やサービス区分の整理

▪

双方が納得した結果を出すことが課題

▪

組織風土の違い

▪

財政的裏付け、事務局の用務が負担となり事務局はほぼ手弁当状態、誰がイニシアテ
ィブを取るかが難しい、コロナで大変な状況であり法人連携への興味が薄まってい
る、法人間連携の必要性を感じても具体性がない、法人のトップの意見が聞けない
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▪

法人間の物理的な距離が障害となっている
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事業展開・法人間連携の取り組み結果について
事業展開・法人間連携を行った目的
事業展開・法人間連携を実施したと回答したもののうち、事業展開・法人間連携を行った
目的についてたずねた。その結果、
「職員に関する課題の解決や支援の強化について」が最
も多く、約 90%の事業者が目的として選択した。また、それ以外の選択肢である「利用者に
関する課題の解決やサービスについて」
「施設・設備・備品等に関する課題の解決について」
「ロボットの活用や IT 化の強化について」
「金銭面における経営体制強化について」のいず
れについても半数以上の事業者が目的として挙げており、複数の課題解決や強化を実施す
る手段として事業展開・法人間連携を行っていることがうかがえた。
図 資料 1-19

事業展開・法人間連携を行った目的（複数回答）

事業展開・法人間連携を行った目的（n=41）
0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

利用者に関する課題の解決やサービスについて

75.6%

職員に関する課題の解決や支援強化について

90.2%

施設・設備・備品等に関する課題の解決について

65.9%

ロボットの活用やIT化の強化について

63.4%

金銭面における経営体制強化について

68.3%

その他
特になし

100.0%

63.4%
4.9%
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利用者に関する課題やサービスの質について
事業展開・法人間連携を行った目的として「利用者に関する課題の解決やサービスについ

て」を選択したもののうち、さらに具体的な目的についてたずねた。
「地域のニーズへの対
応」が約 90%と最も多く、次いで「利用者確保」が約 50%であった。
図 資料 1-20

利用者に関する課題やサービスの質について（複数回答）

利用者に関する課題やサービスの質について（n=31）
0.0%

20.0%

40.0%

利用者確保

80.0%

9.7%
6.5%

地域のニーズへの対応
その他

100.0%

48.4%

利用者の参加機会、内容の拡充
LIFEの活用

60.0%

93.5%
3.2%

【
「利用者確保」について具体的な取り組み内容を自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現
を調整】
▪

共生型サービスの導入

▪

行政・地域との連携

▪

居宅支援事業所等への営業活動

▪

相談支援強化、居宅介護支援事業所の解説

▪

事業所開設により、連携法人、当法人の更なる認知と中継拠点となり、獲得に努めた

▪

開設施設の広報を行った

▪

営業活動の積極的展開

【
「利用者の参加機会、内容の拡充」について具体的な取り組み内容を自由記述より抜粋掲
載、事務局にて表現を調整】
▪

高齢者を中心とした住民主体の活動や法人主催の活動を定期的に開催

【
「LIFE の活用」について具体的な取り組み内容を自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現
を調整】
▪

加算算定のため勉強および要件具備のための対応

▪

利用者情報のデータ管理
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【
「地域のニーズへの対応」について具体的な取り組み内容を自由記述より抜粋掲載、事務
局にて表現を調整】
▪

相談支援窓口を拡充、定期的な相談会の開催

▪

自治体や地域の民生委員、地域団体やボランティア等の団体等との意見交換、他法人で
のニーズの確認

▪

重層的支援体制整備

▪

介護度の重度化への対応

▪

成年後見制度の構築

▪

買い物支援、学習の場所の提供

▪

生活困窮者等への支援、新たなサービスニーズの抽出

▪

災害時の利用者受け入れ

▪

農福連携への取り組み

▪

施設内ホールの無償貸与による集会誘致

▪

幅広い層を対象としたイベント等の実施



職員に関する課題の解決や支援強化について
事業展開・法人間連携を行った目的として「職員に関する課題の解決や支援強化について」

を選択したもののうち、さらに具体的な目的についてたずねた。
「職員の採用強化」
（54.1%）
が最も多く、次いで「職員教育（研修等）の強化、効率化」が 43.2%であった。
図 資料 1-21

職員に関する課題の解決や支援強化について（複数回答）

職員に関する課題の解決や支援強化について（n=37）
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

職員の採用強化

54.1%

職員教育（研修等）の強化、効率化

43.2%

キャリアアップ制度の整備・拡充

8.1%

柔軟な職員の配置調整

40.5%

職員のモチベーション向上

37.8%

職員の主体的な取組みの促進

13.5%

離職率の低減

21.6%

ハラスメント等、各種相談窓口の整備
長時間労働等、労働環境の改善

8.1%
5.4%

給与等処遇の改善

18.9%

福利厚生の強化
経営者の後継者不足解消
その他

60.0%

16.2%
2.7%
5.4%
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【
「職員の採用強化」について具体的な取り組み内容を自由記述より抜粋掲載、事務局にて
表現を調整】
▪

求人フェア・福祉人材センター、ハローワーク、各種学校への訪問

▪

合同で採用することにより法人アピールが向上

【
「職員教育（研修等）の強化、効率化」について具体的な取り組み内容を自由記述より抜
粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

オンライン研修の活用

▪

災害に対する意識向上

▪

合同研修会の開催

▪

中堅層研修の強化

▪

部署内での研究などを推進

▪

個別ケア、意思決定支援、感染症対応、法人経営強化などの各種研修会の開催

▪

研修の回数増加

▪

施設コンセプトの伝達や会議研修スペースの整備を実施

【
「キャリアアップ制度の整備・拡充」について具体的な取り組み内容を自由記述より抜粋
掲載、事務局にて表現を調整】
▪

キャリアアップ制度の計画的な運用

▪

コミュニティソーシャルワークの強化

▪

役職者としての人事異動の実施

【
「柔軟な職員の配置調整」について具体的な取り組み内容を自由記述より抜粋掲載、事務
局にて表現を調整】
▪

職種変更も含めた異動の実施

▪

派遣職員の活用等

▪

人材育成の強化と合わせた人材配置

▪

職員プール方式の活用

▪

パート職員の活用

▪

経験にとらわれない人員配置

▪

事業所が増えたため多くの職員の配置転換としても活用した

▪

定期的な職員との面談などを行い、出来るだけ意向に沿えるようにしている

【「職員のモチベーション向上」について具体的な取り組み内容を自由記述より抜粋掲載、
事務局にて表現を調整】
▪

新しい事業風土の取り入れ
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▪

職員研修の充実、合同研修会の実施

▪

連携会議などへの参加

▪

研究発表会の開催

▪

個人面談の回数増加

▪

施設コンセプトの共有や希望職員の人事異動を行った

【
「職員の主体的な取り組みの促進」について具体的な取り組み内容を自由記述より抜粋掲
載、事務局にて表現を調整】
▪

常勤職員への切り替え

▪

地域課題へのアプローチ

▪

他法人との連携企画

▪

合同研修会、研究発表会の開催

【
「離職率の低減」について具体的な取り組み内容を自由記述より抜粋掲載、事務局にて表
現を調整】
▪

相談窓口の設置・定期的な職員面談の実施

▪

こまめに面談を行い、悩み事などの早期解消を図っている

▪

福利厚生、給与の見直し、手当増加、計画的有給休暇取得

▪

異動を希望する職員の人事異動を行った

【
「ハラスメント等、各種相談窓口の整備」について具体的な取り組み内容を自由記述より
抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

法令に従い対応・社会保険労務士からの助言を受けた

▪

窓口設置とアナウンスにより相談件数が増えた

【
「長時間労働等、労働環境の改善」について具体的な取り組み内容を自由記述より抜粋掲
載、事務局にて表現を調整】
▪

業務の効率化、やむを得ない時間外勤務には手当の確実な支給の実施

▪

労働内容チェックによる軽減

【
「給与等処遇の改善」について具体的な取り組み内容を自由記述より抜粋掲載、事務局に
て表現を調整】
▪

より高い給与に合わせ待遇を改善

▪

非常勤職員の処遇改善

▪

事業所間の公平性の維持

▪

資格手当の増設
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【
「福利厚生の強化」について具体的な取り組み内容を自由記述より抜粋掲載、事務局にて
表現を調整】
▪

コロナにより、親睦会ができないため現金支給を実施

▪

勤続祝い、研修補助等

▪

リフレッシュ休暇

▪

福利厚生専門会社と取引開始し、個別に WEB から申し込めるシステムの構築



施設・設備・備品等に関する課題の解決について
事業展開・法人間連携を行った目的として「施設・設備・備品等に関する課題の解決につ

いて」を選択したもののうち、さらに具体的な目的についてたずねたところ、「施設・設備
の修繕、拡充」
（55.6%）が最も多かった。つづいて、
「施設・設備管理の効率化」が 29.6%で
あった。
図 資料 1-22

施設・設備・備品等に関する課題の解決について（複数回答）

施設・設備・備品等に関する課題の解決について
（n=27）
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

施設・設備の修繕、拡充

50.0%

60.0%
55.6%

施設・設備管理の効率化

29.6%

備品等、物品購入費用の効率化
その他

40.0%

25.9%
14.8%

【
「施設・設備の修繕、拡充」について具体的な取り組み内容を自由記述より抜粋掲載、事
務局にて表現を調整】
▪

補助金活用

▪

修繕は相見積もり、交渉等を行い、高品質、低コストによる修繕を行えるように努力

▪

災害時に備えて自家発電設備を導入

▪

老朽施設の移転改築を進めている

▪

他法人の設備の確認

▪

スケールメリットでの交渉

▪

業者の選定を根本的に見直し

▪

経年劣化事案を優先に確認作業

【
「施設・設備管理の効率化」について具体的な取り組み内容を自由記述より抜粋掲載、事
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務局にて表現を調整】
▪

設計との打合せ、連絡強化

▪

既存設備の活用

▪

スケールメリットによる管理

【
「備品等、物品購入費用の効率化」について具体的な取り組み内容を自由記述より抜粋掲
載、事務局にて表現を調整】
▪

スケールメリットでの交渉

▪

おむつの購入について業者の検討中

▪

新型コロナウイルス感染症関係の消耗品、PPE 共同購入（取り扱い 11,000 千円ほど）



ロボットの活用や IT 化の強化について
事業展開・法人間連携を行った目的として「ロボットの活用や IT 化の強化について」を

選択したもののうち、さらに具体的な目的についてたずねた。
「IT ツール等の情報管理シス
テムの導入・拡充」
（46.3%）が最も多かった。
図 資料 1-23

ロボットの活用や IT 化の強化について（複数回答）

施設・設備・備品等に関する課題の解決について（n=27）
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

施設・設備の修繕、拡充

50.0%

60.0%
55.6%

施設・設備管理の効率化

29.6%

備品等、物品購入費用の効率化
その他

40.0%

25.9%
14.8%

【
「ロボット等職員の業務支援や補助のためのツールの導入・拡充」について具体的な取り
組み内容を自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

介護ロボット・介護ソフトの活用

▪

夜勤者において離床センサーの設置による事故防止

▪

移動用リフト設備の導入

【
「IT ツール等の情報管理システムの導入・拡充」について具体的な取り組み内容を自由記
述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

LIFE に対応できるツールを導入
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▪

共通のシステムを使用することで決算事務などの負担を軽減

▪

タブレット導入

▪

各種クラウド化、グループウェアソフトの導入

▪

紙ベース報告書から電子報告書への転換を予定

▪

Wi-Fi などの整備や記録システムの導入



金銭面における経営体制強化について
事業展開・法人間連携を行った目的として「金銭面における経営体制の強化について」を

選択したもののうち、さらに具体的な目的についてたずねたところ、
「資金繰り等財務面で
の経営体制強化」
（41.3%）が最も多く、
「間接業務の集約による事務費の抑制」（22.0%）が
続いた。
図 資料 1-24

金銭面における経営体制強化について（複数回答）

金銭面における経営体制強化について（n=28）
0.0%
規模の拡大に伴う外部委託費の抑制

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

60.0%

70.0%

7.1%

間接業務の集約による事務費の抑制

32.1%

経営指標の改善

25.0%

資金繰り等財務面での経営体制強化
その他

50.0%

60.7%
10.7%

【
「規模の拡大に伴う外部委託費の抑制」について具体的な取り組み内容を自由記述より抜
粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

複数の事業所で同一業者を使うことで交渉による値下げ

▪

相見積もり、入札等により低価格での実施

▪

委託業者との契約の見直しを実施

【
「間接業務の集約による事務費の抑制」について具体的な取り組み内容を自由記述より抜
粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

事務の兼務

▪

経営母体の統合により事務員の配置の抑制

▪

業務内容の精査を実施

▪

それぞれの事業所で別々に行っている業務を集約
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【
「経営指標の改善」について具体的な取り組み内容を自由記述より抜粋掲載、事務局にて
表現を調整】
▪

費用見直しから差額増加に結び付ける

▪

事業拡充による収入増を図った

▪

在庫管理、毎月の稼働率の管理

【
「資金繰り等財務面での経営体制強化」について具体的な取り組み内容を自由記述より抜
粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

赤字部門の廃止と人材派遣の削減

▪

余裕のあるセグメントからの資金融通

▪

補助金等による経営体制強化

▪

スケールメリットによる互助

▪

合併したことによる財務強化

▪

長期借入金を 5 年ものに借り換えることで、中長期の事業展開を検討



その他
事業展開・法人間連携を行った目的として「その他」を選択したもののうち、さらに具体

的な目的についてたずねた。
「災害等非常時の対応」が 43.9%と最も多かった。
図 資料 1-25

その他（複数回答）

その他（n=26）
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

災害等非常時の対応
他法人事業の救済
その他

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

69.2%
19.2%
15.4%

【
「災害等非常時の対応」について具体的な取り組み内容を自由記述より抜粋掲載、事務局
にて表現を調整】
▪

地域との連携

▪

提携法人の取り組みを参考に自法人の方向性を検討

▪

規模が大きくなったことで非常時の連携確認

▪

災害時相互応援協定の締結

▪

自治体危機管理課との連携を強化
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▪

ライフライン確保のための設備投資

▪

専門委員会の設置

【
「他法人事業の救済」について具体的な取り組み内容を自由記述より抜粋掲載、事務局に
て表現を調整】
▪

社会福祉協議会における地域福祉コーディネーターの強化

▪

新型コロナウイルス感染症発生時に会として PPE 調達

▪

職員や待遇を変更せずに事業譲受した

事業展開・法人間連携を行った目的に対する現在の状況
事業展開・法人間連携を実施したと回答したもののうち、事業展開・法人間連携を実施し
た目的に対する現在の状況についてたずねた。


利用者に関する課題やサービスの質について
事業展開・法人間連携を実施した目的として「利用者に関する課題やサービスの質につい

て」を選択したもののうち、現在の状況についてたずねた。
「十分良くなった」
「やや良くな
った」を合わせ、
「地域のニーズへの対応」について 8 割以上が「良くなった」と回答した。
「事業展開を実施したきっかけ」
（図 資料 1-6）として最も多かった「多様化する地域のー
ズへの対応のため」に対し、対応できている現状がうかがえた。また、
「利用者の参加機会、
内容の拡充」
「利用者確保」においては一部「やや悪化した」とする回答が見られた。
図 資料 1-26

利用者に関する課題やサービスの質について現在の状況

利用者に関する課題やサービスの質について
現在の状況
0%

20%

40%

利用者確保（n=15） 6.7%

60.0%

利用者の参加機会、内容の拡充（n=3）

利用者に関する課題の解決やサービスについて_
その他（n=1）
十分良くなった

やや良くなった
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6.7%

50.0%
58.6%

17.2%

100.0%
変わらない

100%

33.3%

50.0%
24.1%

80%
26.7%

66.7%

LIFEの活用（n=2）
地域のニーズへの対応（n=29）

60%

やや悪化した

悪化した



職員に関する課題の解決や支援強化について
事業展開・法人間連携を実施した目的として「職員に関する課題の解決や支援強化につい

て」を選択したもののうち、現在の状況についてたずねた。
「経営者の後継者不足解消」
「キ
ャリアアップ制度の整備・拡充」については、取り組んだ事業所のいずれにおいても「十分
良くなった」
「やや良くなった」のいずれかを選択した。
「給与等処遇の改善」
「職員教育（研
修等）の強化、効率化」についてもそれぞれ、約 70%の事業者が「十分良くなった」
「やや良
くなった」のいずれかを選択した。一方で「職員の主体的な取り組みの促進」「柔軟な職員
の配置調整」については一部の事業者で「やや悪化した」とする回答がみられた。
図 資料 1-27

職員に関する課題の解決や支援強化について現在の状況

職員に関する課題の解決や支援強化について
現在の状況
0%

20%

職員の採用強化（n=20） 5.0%

40%

30.0%

職員教育（研修等）の強化、効率化（n=16）

31.3%

33.3%

66.7%
60.0%

14.3%

26.7%

50.0%

20.0%

離職率の低減（n=8）

40.0%
50.0%

ハラスメント等、各種相談窓口の整備（n=3）

給与等処遇の改善（n=7）

28.6%

50.0%

50.0%

経営者の後継者不足解消（n=1）

100.0%

職員に関する課題の解決や支援強化について_ そ
の他（n=2）

100.0%

十分良くなった

やや良くなった

変わらない

36

20.0%

50.0%

71.4%

福利厚生の強化（n=6）

20.0%

66.7%

50.0%

やや悪化した

6.7%

35.7%

50.0%

33.3%

長時間労働等、労働環境の改善（n=2）

100%

65.0%

柔軟な職員の配置調整（n=15） 6.7%

職員の主体的な取組みの促進（n=5）

80%

68.8%

キャリアアップ制度の整備・拡充（n=3）

職員のモチベーション向上（n=14）

60%

悪化した



施設・設備・備品等に関する課題の解決について
事業展開・法人間連携を実施した目的として「施設・設備・備品等に関する課題の解決に

ついて」を選択したもののうち、現在の状況についてたずねた。
「施設・設備管理の効率化」
については約 60%の事業者が「やや良くなった」と回答した。次いで、
「施設・設備の修繕拡
充」について「十分良くなった「やや良くなった」を合わせ 50%強の事業者が良くなったと
回答した。

図 資料 1-28

施設・設備・備品等に関する課題の解決について現在の状況

施設・設備・備品等に関する課題の解決について
現在の状況
0%
施設・設備の修繕、拡充（n=15）

20%
20.0%

62.5%

備品等、物品購入費用の効率化（n=7）

十分良くなった

やや良くなった

60%

33.3%

施設・設備管理の効率化（n=8）

施設・設備・備品等物資に関する課題の解決につ
いて_ その他（n=4）

40%

42.9%
25.0%

変わらない
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80%
46.7%
37.5%
57.1%

25.0%

やや悪化した

50.0%

悪化した

100%



ロボットの活用や IT 化の強化について現在の状況
事業展開・法人間連携を実施した目的として「ロボットの活用や IT 化の強化について」

を選択したもののうち、現在の状況についてたずねた。その結果、
「IT ツール等の情報管理
システムの導入・拡充」について「十分良くなった」
「やや良くなった」を合わせ、約 80%の
事業者が良くなったと回答した。「ロボット党職員の業務支援や補助のためのツールの導
入・拡充」については 40%の事業者が「やや良くなった」と回答した。
図 資料 1-29 ロボットの活用や IT 化の強化について現在の状況

ロボットの活用やIT化の強化について
現在の状況
0%

20%

ロボット等職員の業務支援や補助のためのツール
の導入・拡充（n=8）

十分良くなった

やや良くなった

60%

37.5%

ITツール等の情報管理システムの導入・拡充
10.5%
（n=19）
ロボットの活用やIT化の強化について_ その他
（n=4）

40%

25.0%

変わらない
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80%

62.5%

68.4%

21.1%

75.0%

やや悪化した

悪化した

100%



金銭面における経営体制強化について
事業展開・法人間連携を実施した目的として「金銭面における経営体制強化について」を

選択したもののうち、現在の状況についてたずねた。その結果、
「資金繰り等財務面での経
営体制強化」について、
「十分良くなった」
「やや良くなった」を合わせ約 65%の事業者が良
くなったと回答した。一方で「資金繰り等財務面での経営体制強化」
「間接業務の集約によ
る事務費の抑制」について「やや悪化した」と回答した事業者も見られた。
図 資料 1-30

金銭面における経営体制強化について現在の状況

金銭面における経営体制強化について
現在の状況
0%

20%

40%

規模の拡大に伴う外部委託費の抑制（n=2）
44.4%

経営指標の改善（n=7）

42.9%



やや良くなった

100%

44.4%

11.1%

57.1%

17.6%

47.1%

金銭面における経営体制強化について_ その他…
十分良くなった

80%

100.0%

間接業務の集約による事務費の抑制（n=9）

資金繰り等財務面での経営体制強化（n=17）

60%

17.6%

17.6%

100.0%
変わらない

やや悪化した

悪化した

その他
事業展開・法人間連携を実施した目的として「その他」を選択したもののうち、現在の状

況についてたずねた。その結果、
「他法人事業の救済」について、
「十分良くなった」「やや
良くなった」を合わせ 80%の事業者が良くなったと回答した。
「災害等非常時の対応」につ
いても約 60%の事業者が同様に良くなったと回答した。
図 資料 1-31

その他現在の状況

その他 現在の状況
0%

20%

災害等非常時の対応（n=18） 5.6%
他法人事業の救済（n=5）
その他（n=4）

十分良くなった

40%

60%

55.6%

やや良くなった

40.0%
50.0%
変わらない
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100%

38.9%

40.0%
25.0%

80%

やや悪化した

20.0%
25.0%
悪化した

事業展開・法人間連携の取り組みにより改善した要因
事業展開・法人間連携を実施した目的の取り組みのうち「十分良くなった」「やや良くな
った」と回答したもののうち、取り組みが改善した要因についてたずねた。
「職員等関係者
への十分な説明」について、
「非常にそう思う」
「ややそう思う」を合わせ約 65%の事業者が
そう思うと回答した。次いで、
「相手法人や法人内関係者と目的の共有」
「相手法人や法人内
関係者との良好な関係構築」について約 60%の事業者が同様にそう思うと回答した。
「職員等関係者への十分な説明」については、
「事業展開に取り組む中で成功要因と思っ
たこと」
（図 資料 1-8）においても約 90%の事業者が成功要因として挙げていることから、
事業展開の実施から目的の達成に至るまで重要な要素であることが示唆された。
図 資料 1-32 「十分良くなった」「やや良くなった」要因

「十分良くなった」「やや良くなった」要因（n=35）
0%

20%

相手法人や法人内関係者との目的の共有

25.7%

相手法人や法人内関係者との良好な関係構築

20.0%

推進役のマンパワー

20.0%

行政による支援 8.6%

40.0%

スムーズな行政手続き 8.6%

22.9%

31.4%

5.7%8.6%

8.6%

14.3%

48.6%

25.7%

42.9%

金融機関からの融資や補助金等、金銭的支援 8.6% 14.3%

28.6%

42.9%

31.4%

十分な準備期間の確保や、スムーズなスケジュー
11.4%
ル調整

5.7% 22.9%

40.0%

31.4%

職員の処遇等、労務規則のスムーズな調整 11.4%

2.9%

60.0%

37.1%

17.1%

28.6%
34.3%

37.1%
31.4%

その他 5.7%11.4% 17.1%
非常にそう思った

そう思った

どちらともいえない

そう思わなかった

40

40.0%

20.0%

施設・設備・システム等のスムーズな調整 11.4%

100%

20.0% 5.7%11.4%

37.1%

22.9%

他事業所の事例等、十分な参考情報 8.6%

80%

20.0% 5.7%11.4%

42.9%

利用者・家族等への十分な説明 8.6%

全くそう思わなかった／行わなかった

60%

37.1%

専門家（他法人、弁護士、公認会計士、税理士、コ
5.7%14.3%
ンサルタント等）による支援

職員等関係者への十分な説明

40%

8.6%
17.1%

2.9% 22.9%

8.6%
40.0%
65.7%

31.4%
2.9% 14.3%



支援を受けた専門家の属性と支援内容
事業展開・法人間連携を実施した目的の取り組みのうち「専門家（他法人、弁護士、公認

会計士、税理士、コンサルタント等）による支援」を「十分良くなった」
「やや良くなった」
要因として回答したもののうち、支援者の具体的な属性と支援内容についてたずねた。その
結果、税理士や会計士による財務面における支援を受けている事業者が最も多かった（5 件）
。
表 資料 1-3

支援を受けた専門家の属性と支援内容

支援者の具体的な立場や資格

⇒

支援者の具体的な支援内容

顧問税理士

⇒

財務監査

同種法人

⇒

情報共有

社会福祉に関する有識者（大学関連）

⇒

実務者への研修実施など

税理士

⇒

会計処理

⇒

それぞれの相談支援

コンサルタント

⇒

アドバイス

当法人監事

⇒

資金繰りの考え方についての助言

弁護士、公認会計士、税理士、社会保険
労務士、中小企業診断士、メンタルトレ
ーナー

独立行政法人福祉医療機構経営サポー
トセンターシニアリサーチャー

⇒

研修会の講師、平素の情報共有、相談な
ど

社会保険労務士

⇒

職員の処遇関係

税理士

⇒

行政手続き
合併登記までのスケジュール指導、合併

公認会計士、司法書士、社会保険労務士

⇒

に伴う会計処理方法、就業規則等の見直
し

コンサルタント

⇒

コンサルティング

中小企業団体中央会

⇒

コンサルティング
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事業展開・法人間連携の取り組みにより課題と思ったこと
事業展開・法人間連携を実施したと回答したもののうち、事業展開・法人間連携の目的に
取り組む中で、課題と思ったことについてたずねた。その結果、「自法人内の意見の調整」
「検討時間の捻出やスケジュール調整」について、39%の事業者が「非常にそう思った」
「そ
う思った」を合わせ、そう思ったと回答した。次いで、
「自治体等、外部関係者との連絡・
調整」
「職員の処遇等、労務規則の調整」について、同様に 36.6%の事業者がそう思うと回
答した。
図 資料 1-33 目的達成に当たって課題と思ったこと

目的達成に当たって課題と思ったこと（n=41）
0%

20%

自法人内の意見の調整

12.2%

相手法人との意見の調整

14.3%

40%

60%

26.8%
19.0%

自治体等、外部関係者との連絡・調整 7.3%

34.1%
28.6%

29.3%

34.1%

28.6%
9.8%

41.5%

9.8%

利用者・家族等への説明

41.5%

12.2%

9.8% 14.6%
12.2%

参考情報の不足 4.9%
施設・設備・システム等ハード面の調整 7.3%

22.0%

46.3%

19.5%

48.8%

職員の処遇等、労務規則の調整 7.3%
行政上の事務手続き 4.9%
補助金等の使途制限など財務面での調整

41.5%

22.0%
29.3%
22.0%

39.0%

非常にそう思った

そう思った

どちらともいえない

そう思わなかった

全くそう思わなかった／行わなかった

該当なし

19.5%

4.9% 19.5%
7.3% 17.1%
7.3%
14.6%

39.0%

その他 4.9% 7.3%14.6%2.4%

22.0%

4.9% 19.5%

39.0%

31.7%

19.5%
24.4%

7.3%

41.5%

9.8% 14.6%

検討時間の捻出やスケジュール調整 7.3%

100%

12.2% 14.6%
9.5%

相談できる支援者の不足 4.9% 19.5%
職員等関係者への説明



80%

24.4%
22.0%
7.3% 14.6%

70.7%

「自法人内の意見の調整」について、どのように解決したか
「自法人内の意見の調整」については、関係者間や各種会議等での協議、関係者へのヒア

リング、方向性の一致を図ることにより解決している。
【自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

経営層の会議体やプロジェクトメンバーで合議を図った

▪

運営会議等で管理職員の意見を聴取した

▪

ビジョンの共有に時間を掛けた
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「相手法人との意見の調整」について、どのように解決したか
「相手法人との意見の調整」について、担当者間での共通理解の促進、綿密なコミュニケ

ーションにより解決している。
【自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

担当者へ共通理解の確認を積極的に実施した

▪

会議の回数を重ね、活発な意見交換を実施した

▪

会議等で方向性の一致を図った



「自治体等、外部関係者との連絡・調整」について、どのように解決したか
「自治体等、外部関係者との連絡・調整」について、自治体との綿密な連携、地区住民と

の意見交換、各所との調整により解決している。
【自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

民生委員等地区住民との意見交換を実施した

▪

所管部署へのリーダーシップ促進を図った

▪

説明会の開催を実施した

▪

自治体担当課との綿密な連携を実施した



「相談できる支援者の不足」について、どのように解決したか
「相談できる支援者の不足」について、関係機関との連絡調整、法人内での人材確保・養

成、連携法人における連絡会の設定により解決している。
【自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

関係課との連絡調整を実施した

▪

人財育成を実施した

▪

定期的な連携法人における連絡会を設定した

▪

法人内で知識に優れているものを起用した



「利用者・家族等への説明」について、どのように解決したか
「利用者・家族等への説明」について、説明会の実施、広報誌の作成、各種の情報提供に

より解決している。
【自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

説明会の開催を実施した

▪

地域向け広報誌を作成した

▪

施設建設、経営の情報提供を実施した

▪

家族会等開催し丁寧な説明を実施した

▪

ヒアリングを実施した
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「職員等関係者への説明」について、どのように解決したか
「職員等関係者への説明」については、会議等による情報の共有・提供、管理者による説

明、意見交換により解決している。
【自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

職員会議における意見交換を実施した

▪

定期的な会議体と 1 対 1 の面談を実施した

▪

施設経営方法の意識共有を図った

▪

検討会等で情報の共有を図った

▪

部署ごとの会議等に管理者が出席して説明を行った



「参考情報の不足」について、どのように解決したか
「参考情報の不足」については、自治体関係部署との連絡調整、独立行政法人福祉医療機

構の活用により解決している。
【自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

自治体担当課職員と連携し、情報収集を図った

▪

独立行政法人福祉医療機構を活用した



「施設・設備・システム等ハード面の調整」について、どのように解決したか
「施設・設備・システム等ハード面の調整」については、関係者間での連絡調整の実施、

設備の調整により解決している。
【自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

関係部署との連絡調整を実施した

▪

執務場所一元化により解消した

▪

提携業者とこまめに連携を図った



「職員の処遇等、労務規則の調整」について、どのように解決したか
「職員の処遇等、労務規則の調整」については、職員への説明、個別相談、専門家の支援

により解決している。
【自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

説明会や個別相談を実施した

▪

自法人の人事担当との調整、確認

▪

条件の良い職員処遇に合わせた

▪

専門家の支援を受けた

▪

吸収された側の決算数字を職員に明らかにし、経営破綻しかねない厳しい状況であ
った事を認識してもらった。そこから、収益率の向上や売り上げ確保の必要性につい
て理解してもらう為の説明等を行い将来的な展望を示した
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「行政上の事務手続き」について、どのように解決したか
「行政上の事務手続き」については、所管部門・職員との連携や確認、専門家の支援を受

けることにより解決している。
【自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

所管部署へ繰り返しの確認を実施した

▪

専門家の支援を受けた

▪

自治体担当課職員と常に連携を図った



「補助金等の使途制限など財務面での調整」について、どのように解決したか
「補助金等の使途制限など財務面での調整」について、所管部署との連絡調整、法人内の

経理部門との協議により解決している。
【自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

自治体の所管部署との連絡調整を実施し、繰り返しの連絡・確認を行った

▪

提出資料の整備を行った

▪

事務長を筆頭とする経理部門と協議を重ねた



「検討時間の捻出やスケジュール調整」について、どのように解決したか
「検討時間の捻出やスケジュール調整」について、期日の指定、情報共有、メール等の活

用により解決している。
【自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

期日の共有・指定を実施した

▪

メール等を活用した

▪

開設月日に基づいたスケジュール管理と情報共有を実施した

▪

検討会を定期開催として、スケジュール調整を図った
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経営に関して、課題と感じていることについて
経営に関する課題として特に挙げられているのは、人材確保、経営指標上の課題、利用者
確保、建物・施設の老朽化が挙げられた。
図 資料 1-34

経営に関し課題と感じていること（複数回答）

経営に関して課題に感じていること（n=23）
0

2

4

6

8

10

人材確保

10

利用者確保

3

経営指標

9

建物・設備の老朽化

3

その他
※

12

4
事務局にて回答内容を類型化・整理し集計を実施。無記入・特になしとする回答は除いた。

【自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

利用者一人一日あたりの事業活動収入

▪

介護等の報酬が人件費等の支出分野に追いついていない

▪

職員の高齢化。しっかりとした世代交代を行い、次の世代による安定的な法人運営が
できるように若返りを着実に行うこと

▪

利用者の確保

▪

職員の質のバラつきが大きくなっており、様々な工夫を行っているが効率的・効果的
な方法が見出せていない

▪

過疎化に伴う利用者の減少

▪

何より人材枯渇。将来への不安は大きい。外国人労働者の活用も検討。施設老朽化へ
の対応。サービス再編や持続可能な法人経営を模索している

▪

人件費比率が高い業界である、差額がでた際に職員への一時金もよいが災害のため
の繰入金として内部留保することも必要であると考える

▪

既存施設の老朽化に伴う建て替え対応，人材の確保，給与水準の上昇による人件費率
の増加
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事業展開及び法人間連携を行っていない法人について
事業展開・法人間連携に取り組んでいない理由
5 年以内に事業展開・法人間連携に取り組んでいないと回答したもののうち、取り組んで
いない理由についてたずねた。その結果、「必要性を感じていない」（88 件）とした回答が
最も多く見られた。次いで、
「6 年以上までに事業展開や法人間連携を既に行ったため」
（20
件）であった。一方で、
「必要性を感じているが、方法が分からないため」
（4 件）や、負担
感や多忙感を理由に取り組めないとする回答が見られた。
図 資料 1-35

事業展開・法人間連携に取り組んでいない理由（複数回答）

事業展開・法人間連携に取り組んでいない理由（n=145）
0

20

6 年以上前までに事業展開や法人間連携をすでに
行ったため

40

60

80

100

20

必要性を感じていないため

88

必要性を感じているが、方法が分からないため

4

事業展開や法人間連携を検討したり相談できる人
材がいないため
相手法人を探したり、関係者との調整が負担である
ため

9
12

事務手続きが負担であるため

8

事業展開や法人間連携を検討する時間がないため

15

事業展開や法人間連携を検討するための情報がな
いため

15

検討したことがあるが断念したため

4

その他

11
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法人運営上の課題について
「職員に関する課題の解決や支援強化について」
（98.8%）が最も多く、次いで「施設・設
備・備品等に関する課題の解決について」（93.8%）
「利用者に関する課題の解決やサービス
について」
（91.7%）が続いた。一方で、
「特になし」とした回答も 70%見られた。
図 資料 1-36

法人として課題に感じていること

法人として課題に感じていること（n=145）
0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

利用者に関する課題の解決やサービスについて

91.7%

職員に関する課題の解決や支援強化について

98.6%

施設・設備・備品等に関する課題の解決について

93.8%

ロボットの活用やIT化の強化について

80.7%

金銭面における経営体制強化について

79.3%

その他

62.8%

特になし

※



70.0%

事務局にて回答内容を類型化・整理し集計を実施。無記入・特になしとする回答は除いた。

利用者に関する内容
法人として課題に感じていることについて「利用者に関する課題の解決やサービスにつ

いて」を選択したもののうち、更に具体的な内容についてたずねたところ「利用者確保」
（73.7%）と回答したものが最も多かった。次いで、
「地域のニーズへの対応」
（42.1%）
「LIFE
の活用」
（24.8%）が続いた。
図 資料 1-37

利用者に関する内容（複数回答）

利用者に関する内容（n=133）
0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

利用者確保

73.7%

利用者の参加機会、内容の拡充

19.5%

LIFEの活用

24.8%

地域のニーズへの対応
その他

80.0%

42.1%
2.3%
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職員に関する内容
法人として課題に感じていることについて「職員に関する課題の解決や支援強化につい

て」を選択したもののうち、更に具体的な内容についてたずねたところ「職員の採用強化」
（78.6%）と回答したものが最も多かった。次いで、
「職員教育（研修等）の強化、効率化」
（56.6%）が続いた。
事業展開・法人間連携を行った事業者において、事業展開・法人間連携の目的として「職
員に関する課題の解決や支援強化について」を選択したもののうち、さらに具体的な目的に
ついてたずねたところ、
「職員の採用強化」
（48.8%）
、
「職員教育（研修等）の強化、効率化」
（39.0%）が上位二つとなっていた（図 資料 1-21）ことから、事業展開・法人間連携の実施
有無に関わらず共通の課題であることが推察された。
図 資料 1-38

職員に関する内容（複数回答）

職員に関する内容（n=143）
0%

20%

40%

60%

職員の採用強化

79.7%

職員教育（研修等）の強化、効率化

57.3%

キャリアアップ制度の整備・拡充

42.7%

柔軟な職員の配置調整

28.0%

職員のモチベーション向上

52.4%

職員の主体的な取組みの促進

29.4%

離職率の低減
ハラスメント等、各種相談窓口の整備

42.7%
7.7%

長時間労働等、労働環境の改善

11.9%

給与等処遇の改善

33.6%

福利厚生の強化

14.0%

経営者の後継者不足解消
その他

80%

12.6%
1.4%
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施設・設備・備品等物資に関する内容
法人として課題に感じていることについて「施設・設備・備品等物資に関する内容につい

て」を選択したもののうち、更に具体的な内容についてたずねた。「施設・設備の修繕、拡
充」が 90.4%と最も多く、次いで「施設・設備管理の効率化」（28.7%）が続いた。
図 資料 1-39

施設・設備・備品等物資に関する内容（複数回答）

施設・設備・備品等物資に関する内容（n=136）
0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

施設・設備の修繕、拡充

90.4%

施設・設備管理の効率化

28.7%

備品等、物品購入費用の効率化
その他



100.0%

24.3%
0.0%

ロボットの活用や IT 化に関する内容
法人として課題に感じていることについて「ロボットの活用や IT 化に関する内容につい

て」を選択したもののうち、更に具体的な内容についてたずねた。
「ロボット等職員の業務
支援や補助のためのツールの導入・拡充」が 44.4%、
「IT ツール等の情報管理システムの導
入・拡充」が 41.0％であった。
図 資料 1-40

ロボットの活用や IT 化に関する内容（複数回答）

ロボットの活用やIT化に関する内容（n=117）
0.0%
ロボット等職員の業務支援や補助のためのツール
の導入・拡充

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

44.4%

ITツール等の情報管理システムの導入・拡充

41.0%

その他

62.4%
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金銭的な経営面に関する内容
法人として課題に感じていることについて「金銭的な経営面に関する内容について」を選

択したもののうち、更に具体的な内容についてたずねた。「資金繰り等財務面での経営体制
強化」が 37.4%、
「間接業務の集約による事務費の抑制」が 32.2%であった。
図 資料 1-41

金銭的な経営体制に関する内容（複数回答）

金銭的な経営体制に関する内容（n=115）
0%
規模の拡大に伴う外部委託費の抑制

10%

20%

30%

40%

1.7%

間接業務の集約による事務費の抑制

32.2%

経営指標の改善

27.0%

資金繰り等財務面での経営体制強化

37.4%

その他



50%

47.0%

その他
法人として課題に感じていることについて「その他」を選択したもののうち、更に具体的

な内容についてたずねたところ、
「他法人事業の救済」
（94.5%）が最も高く、
「災害等非常時
の対応」
「その他」がそれぞれ 4.4%であった。
図 資料 1-42

その他（複数回答）

その他（n=91）
0.0%
災害等非常時の対応

20.0%

40.0%

80.0%

100.0%

4.4%

他法人事業の救済
その他

60.0%

94.5%
4.4%
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現在、
「サービスの質の向上」に関して取り組んでいることについて
「サービスの質の向上」について取り組んでいることとして、職員教育、サービスの質の
向上を企図した特定の組織の設置、IT・ICT の導入・強化、利用者支援の充実に関する内容
が多く挙げられた。
図 資料 1-43 サービスの質の向上に取り組んでいること

サービスの質の向上に関して取り組んでいること（n=53）
0

5

10

15

研修の実施・職員教育の強化

25

30

24

サービスの質の向上を企図した特定の組織を設置

11

IT・ICTの導入・強化

9

利用者支援の充実

8

利用者・家族アンケートの実施

6

その他

※

20

9

事務局にて回答内容を類型化・整理し集計を実施。無記入・特になしとする回答は除いた。

【自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

事業所間の連携、協同による内部研修体制の強化を行い、職員の支援力を高める機会
を提供している。高齢、障害（知的・身体）といった特性の理解のため、横断的な取
り組みを行うことで、サービスの質の向上を図っている

▪

施設の増設を行い拠点区分の合併を実施。全室ユニット型の施設としてサービス向
上に努めている

▪

介護現場で iPad を導入し介護記録等の入力事務等を省力化し、個々の利用者とのコ
ミュニケーションやサービス提供時間が増えるよう努めている

▪

ICT 補助金を活用した業務の効率化、Life の導入

▪

全事業所にてご利用者・ご家族に年１回のサービスの質等に関するアンケートを実
施

▪

職員のスキルアップを図るため資格取得支援制度を導入

▪

利用者、利用者家族にアンケートを実施し、意見を聞くことでサービスの質の向上を
図っている

▪

タブレット端末の導入 多床室のプライバシー改修

▪

第三者評価の受審及び自己評価を行い、サービスの質を点検している。 職員につい
ては、毎月セルフチェックを行い、職員の質の向上に向けて人事考課を実施し給与処
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遇へ反映させることでモチベーションの向上につなげることとしている
▪

職員の質の向上を目指して、研修等を通じてスキルアップを図っている。また、自己
研鑽として国家資格の取得を推奨し、そのための支援も実施し、国家資格取得の暁に
は手当に反映するなど、職員の待遇強化を図っている。職員が安定して生活すること
で、業務に対する集中力を高め、その結果、より質の高いサービスの提供が可能であ
ると考える
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現在、
「経営の効率化」に関して取り組んでいることについて
「経営の効率化」について取り組んでいることとして、会計管理の工夫、IT・ICT の導入・
強化、業務効率化・経費節減に関する内容が多く挙げられた。
図 資料 1-44

経営の効率化に関し取り組んでいること

経営の効率化に関して取り組んでいること（n=51）
0

5

10

15

会計管理の工夫

18

IT・ICTの導入・強化

12

業務効率化・経費節減

11

その他

※

20

12

事務局にて回答内容を類型化・整理し集計を実施。無記入・特になしとする回答は除いた。

【自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

IT・ロボット機器の法人統一的な導入と活用指導を実施している

▪

月次決算の分析を毎月（翌々月の月初）実施し、役員・幹部職員が経営状態を把握で
きるようにしている

▪

外部会計監査の導入

▪

利用者の障害の特性や年齢構成等により、必要な人員配置を検討し、常勤・非常勤の
構成等含め人件費の効率化を意識して取り組んでいる

▪

部門別採算管理による管理会計を実施している

▪

旧態の業務システムの見直しによる業務改善（増大した業務の断捨離も含めた効率
化、ICT 活用等）を実践し、人員配置の見直しと改善によって人件費の抑制を行い経
営の効率化を図っている

▪

法人内一括契約による経費削減

▪

給食業務や清掃業務等の外部委託を活用し、効率化を図っている

▪

経営コンサルティングの導入による経営改善の実施を行っている

▪

収入・支出の細かな部分の見直しを多職種で行っている

▪

財務会議にて、固定費の見直しや契約の再検討等毎月協議している

▪

複数ある施設の請求や、各種支払いなどの事務の集約化を実施している
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基礎情報


法人本部の有無について
法人本部の有無についてたずねたところ、
「独立した法人本部がある」が、74.7%、
「母体

となる事業所が法人本部の役割を果たしている」が 24.2%であった。
図 資料 1-45

法人本部の有無

法人本部の有無（n=186）
1.1%
独立した法人本部がある
24.2%
母体となる事業所が法人本部の
役割を果たしている
74.7%



法人本部は特に設置していない

法人本部の役割について
「独立した法人本部がある」と回答したもののうち、法人本部の具体的な役割についてた

ずねた。
「事業方針・経営計画の立案」が 82.1%、
「職員採用」が 74.5%、
「労務管理」が 72.8%
であった。
図 資料 1-46

法人本部の役割（複数回答）

法人本部の役割（n=139）
0.0%
事業方針・経営計画の立案
サービスの質に関する管理業務
利用者募集・契約手続き
職員採用
職員教育（研修等）
人事異動・配置調整
労務管理
施設管理、修繕計画等の立案、実施
調達関連業務（備品購入、委託管理等）
情報管理（利用者情報システム等）
法務管理
広報、営業
経理・財務（報酬請求事務等含む）
施設運営基準等に関する書類管理、事務手続き
リスクマネジメント（感染症・災害等の対策）
その他

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

82.1%
6.0%
9.8%
74.5%
50.5%
65.8%
72.8%
36.4%
28.3%
31.5%
71.2%
40.8%
66.8%
35.9%
36.4%
4.9%

55



2020 年度の経常収益対経常増減差額比率について
2020 年度の経常収益対経常増減差額比率は「0～4％」の黒字が 43.0%、
「5～9％の黒字」

が 21.5%であった。
図 資料 1-47

2020 年度経常収益対経常増減差額比率

2020年度の経常収益対経常増減差額比率（n=186）
8.6% 6.5%
8.1%

10% 以上の赤字
5 ～9%の赤字

21.5%

12.4%

0 ～4%の赤字
0 ～4%の黒字
5 ～9%の黒字
10% 以上の黒字

43.0%



介護保険の指定事業所数について
介護保険の指定事業所数についてたずねたところ、
「11～20 事業所」が 26.9%、ついで「6

～10 事業所」が 23.1%であった。
図 資料 1-48

介護保険の指定事業所数

介護保険指定事業所数（n=186）
2.2%

1.1%

4.3%

0事業所
1～5事業所

7.5%
13.4%

21.5%

6～10事業所
11～20事業所
21～30事業所

26.9%

23.1%

31～50事業所
50～100事業所
101事業所以上
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事業活動収入に占める介護保険事業収入の割合について
事業活動収入に占める介護保険次号収入の割合についてたずねたところ、「75～99%」

（43.0%）が最も多く、
「50～74%」
（21.5%）が続いた。
図 資料 1-49

事業活動収入に占める介護保険事業収入の割合

事業活動収入に占める介護保険事業収入の割合
（n=186）
4.3%
0 ～24%
19.4%
11.8%

43.0%

25～49%
50～74%
75～99%

21.5%



100%

2020 年度介護サービス収支差率について
2020 年度介護サービス収支差率についてたずねたところ、
「0～4%の黒字」
（29.0%）が最

も多く、
「5～9%の黒字」
（16.7%）が続いた。
図 資料 1-50

2020 年度介護サービス収支差率

2020年度介護サービス収支差率（n=186）
10% 以上の赤字
12.9% 10.8%

5 ～9%の赤字
9.1%

8.6%

12.9%

16.7%

0 ～4%の赤字
0 ～4%の黒字
5 ～9%の黒字
10% 以上の黒字

29.0%

把握していない
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経営指標の作成者及び、把握・管理者について
経営指標の作成者についてたずねたところ、「法人内の経理・財務部門」
（56.5%）が最も

多く、
「事業所管理者」
（46.8%）が続いた。
経営指標の把握・管理者については「法人役員」
（79.0%）
、
「事業所管理者」
（69.9%）であ
った。
図 資料 1-51

経営指標の作成者（複数回答）

経営指標の作成者（n=186）
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

法人役員

50.0%
43.5%

事業所管理者

46.8%

法人内の経理・財務部門

56.5%

法人外部の税理士、会計士等
その他

60.0%

9.1%
3.8%

図 資料 1-52 経営指標の把握・管理者（複数回答）

経営指標の把握・管理者（n=186）
0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

法人役員

79.0%

事業所管理者

69.9%

法人内の経理・財務部門

54.3%

法人外部の税理士、会計士等
その他

26.3%
2.7%
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100.0%



把握・管理している経営指標について
経営指標の把握・管理者において「法人役員」
「事業所管理者」
「法人内の経理・財務部門」

（図 資料 1-50）を選択したもののうち、把握・管理している経営指標についてたずねた。
「人件費率」
（96.2%）が最も高く、
「経費率」
（73.6%）が続いた。
図 資料 1-53 把握・管理している経営指標（複数回答）

把握・管理している経営指標（n=182）
0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

人件費率

96.2%

経費率

73.6%

減価償却費率（＝（減価償却費 ＋国庫補助金…

50.0%

サービス活動収益対サービス活動増減差額比率

64.8%

経常収益対経常増減差額比率

66.5%

経常収益対支払利息率

28.6%

従事者一人当たりサービス活動収益

34.1%

従事者一人当たり人件費

39.6%

その他



100.0%

3.8%

事業展開や法人間連携前後における経営指標の変化について
事業展開や法人間連携前後における経営指標の変化についてたずねたところ、
「人件費率」

について「増加した」
（43.9%）とする回答が最も多かった。一方で、
「事業費率」
「事務費率」
「離職率」はいずれも「変わらない」とする回答が最も多かった。
図 資料 1-54

事業展開・法人間連携前後における指標の変化

事業展開・法人間連携前後における指標の変化

（n=41）
0%

20%

人件費率
事業費率
事務費率
離職率

40%

60%

43.9%
17.1%

80%

36.6%

14.6%

58.5%

12.2%

63.4%

9.8%

78.0%
増加した

変わらない
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100%
4.9%

17.1%

7.3%

17.1%

7.3%
4.9% 7.3%

減少した

不明

アンケート質問票【大規模化】
令和3年度 厚生労働省老人保健健康増進等事業
「介護経営の大規模化・協働化に関する調査研究事業」
介護サービスにおける事業展開や法人間連携に関する実態調査
アンケート概要
1

目的
事業展開や法人間連携を通じた「サービスの質」と「経営効率化」両面における実態を明らかにすること
事業展開や法人間連携の取組内容、及びその成功要因や課題、対処方法を明らかにすること

2

対象
法人の事業活動収入が10億円以上、かつ介護事業含む10以上の事業所を有する社会福祉法人
また、回答者は法人の経営全体を把握、管理されている方とする

3

実施方法
・ 対象となる法人の本部、あるいは法人本部機能を有すると考えられる事業所に、郵送にて
アンケート協力を依頼
・ webアンケートシステムで回答いただく

4

調査機関
調査票配布～1か月程度を予定

5

集計分析
・ 単純集計、クロス集計
・ 取組内容、要因、課題の関連性を分析する
・ 自由記述は記載の傾向や特徴から分類整理する

6

用語の定義
用語
事業展開
新設合併
吸収合併
事業譲渡等

多角化
法人間連携

定義
合併（新設・吸収）、事業譲渡等、多角化のうち1つ以上を行うこと。
複数法人の統合により新規法人を設立し、消滅する法人の権利義務の全部を新規法人に
承継させること。
複数法人の統合により1つの法人のみ存続し、消滅する法人の権利義務の全部を存続する
法人に継承させること。
特定の事業を継続していくため、当該事業に関する組織的な財産を他の法人に譲渡・譲受
すること。土地・建物などの単なる物質的な財産だけではなく、事業に必要な有形的・
無形的な財産のすべてを他の法人に譲渡・譲受すること。
本調査では、事業譲渡と事業譲受を総称して「事業譲渡等」と呼ぶ。
自法人内で新たな介護保険サービスや介護保険外事業、他分野の事業等を追加すること。
複数の法人間で協力関係を構築すること。連携の範囲や内容などの明確な定義はなく、
地域課題等に対して協働で対応すること、人材確保や災害対応等を法人間で協力する
ことなどの取組等が含まれる。
（「合併・事業譲渡等マニュアル」より一部改変）
以上
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令和3年度 厚生労働省老人保健健康増進等事業
「介護経営の大規模化・協働化に関する調査研究事業」
介護サービスにおける事業展開や法人間連携に関する実態調査
質問数最大24問、回答所要時間の目安は20～40分程度です。
０．回答者の属性
MA

回答者の役職を教えてください。
1
2
3
4
5

法人役員
法人事務職員
事業所管理者
事業所事務職員
その他→下記へ具体的に入力して下さい。

Ⅰ．事業展開・法人間連携の実施状況について
MA Q1.

事業展開・法人間連携について、過去5年間に実施した内容がありましたらすべて教えて下さい。
(当てはまる番号すべてを選択して下さい)
実施内容
1
2
3
4
5
６
７
８

実施回数
（FA）

それぞれ直近の取り組みの直近の取り組みの内容（MA）
実施年度（SA）
相手法人（MA）

▽プルダウンから選択
▽プルダウンから選択
▽プルダウンから選択
新設合併
▽プルダウンから選択
▽プルダウンから選択
▽プルダウンから選択
吸収合併
▽プルダウンから選択
▽プルダウンから選択
▽プルダウンから選択
事業譲渡
▽プルダウンから選択
▽プルダウンから選択
▽プルダウンから選択
事業譲受
▽プルダウンから選択
▽プルダウンから選択
多角化
▽プルダウンから選択
▽プルダウンから選択 連携法人数
法人間連携
事業展開・法人間連携を検討したが、実現に至らなかった
事業展開・法人間連携は実施していない

設問Ⅱへ
設問Ⅲへ
設問Ⅴへ
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Ⅱ．事業展開の実施状況について
※過去5年以内に複数の事業展開を行った場合は、直近に行った取組み１つについてご回答下さい。
MA Q2.

事業展開を行ったきっかけを教えて下さい。
(当てはまる番号すべてを選択して下さい)
１ サービスの質の向上のため
２ 多様化する地域のニーズへの対応のため
３ 利用者を確保するため
４ 職員の確保、教育体制の強化のため
５ 職員の兼務、配置調整等のため
６ 経営者の後継者不足解消のため
７ 施設・設備の拡充のため
８ 備品等の購入・管理の効率化のため
９ ITツール等の情報管理システム、ロボット等の導入・拡充のため
１０ 経費の共通化や資金繰り等、財務面強化のため
１１ 災害等非常時の対応強化のため
１２ 補助金などの制度が利用可能だったため
１３ 同業他事業所や、他サービスとの差別化のため
１４ 役職員等から打診されたため
１５ 他法人から打診されたため
１６ 自治体から紹介があったため
１７ 金融機関等からの紹介があったため
１８ 専門家（顧問や仲介会社等）からの紹介があったため
１９その他→下記へ具体的に入力して下さい。

MA Q3.

事業展開を行う上で推進役となった人物を教えて下さい。
(当てはまる番号すべてを選択して下さい)
１
２
３
４
５
６
７
８
９

SA Q4.

自法人の役員
自法人の職員
自法人の事業所管理者
自法人の事業所職員
他法人の役員・職員
自治体職員
法人顧問等の公認会計士・税理士
コンサルタント等外部の専門家
その他→下記へ具体的に入力して下さい。

次の項目について、事業展開に取組む中で成功要因と思ったか教えて下さい。
(1非常にそう思った、2そう思った、3どちらともいえない、4そう思わなかった、5全くそう思わなかった/行わなかった、6特になし)

1
１ 相手法人や法人内関係者との目的の共有
２ 相手法人や法人内関係者との良好な関係構築
３ 推進役のマンパワー
４ 行政による支援
５ 専門家（他法人、弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等）による支援
６ 利用者・家族等への十分な説明
７ 他法人の事例等、十分な参考情報
８ 施設・設備・システム等のスムーズな調整
９ 職員等関係者への十分な説明
１０ 職員の処遇等、労務規則のスムーズな調整
１１ スムーズな行政手続き
１２ 金融機関からの融資や補助金等、金銭的支援
１３ 十分な準備期間の確保や、スムーズなスケジュール調整
１４ その他→下記へ具体的に入力して下さい。

FA

Q4-1.

5を選んだ方にお聞きします。支援者の具体的な資格や立場を教えて下さい。

FA

Q4-2.

5を選んだ方にお聞きします。具体的な支援内容について教えて下さい。

62

2

3

4

5

6
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

SA Q5.

次の項目について、事業展開に取組む中で課題と思ったか教えて下さい。
(1非常にそう思った、2そう思った、3どちらともいえない、4そう思わなかった、5全くそう思わなかった、6該当無)

項目

1

2

１ 自法人内の意見の調整
２ 相手法人との意見の調整（＊多角化以外の場合のみ設問）
３ 自治体等、外部関係者との連絡・調整
４ 相談できる支援者の不足
５ 利用者・家族等への説明
６ 職員等関係者への説明
７ 参考情報の不足
８ 施設・設備・システム等ハード面の調整
９ 職員の処遇等、労務規則の調整
１０ 行政上の事務手続き
１１ 補助金等の使途制限など財務面での調整
１２ 検討時間の捻出やスケジュール調整
１３ その他→下記へ具体的に入力して下さい。

FA Q6.

事業展開後に発生した課題がありましたら教えて下さい。
空欄回答でも可
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3

4

5

6 対処方法（課題と思った項目に対する
対応を、具体的に入力して下さい）
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

Ⅲ．法人間連携の実施状況について
※過去5年以内に複数回の法人間連携を行った場合は、直近に行った連携１つについてご回答下さい。
MA Q7.

法人間連携を行ったきっかけを教えて下さい。
(当てはまる番号すべてを選択して下さい)
１ サービスの質の向上のため
２ 多様化する地域のニーズへの対応のため
３ 利用者を確保するため
４ 職員の確保、教育体制の強化のため
５ 職員の兼務、配置調整等のため
６ 経営者の後継者不足解消のため
７ 施設・設備の拡充のため
８ 備品等の購入・管理の効率化のため
９ ITツール等の情報管理システム、ロボット等の導入・拡充のため
１０ 経費の共通化や資金繰り等、財務面強化のため
１１ 災害等非常時の対応強化のため
１２ 補助金などの制度が利用可能だったため
１３ 同業他事業所や、他サービスとの差別化のため
１４ 役職員等から打診されたため
１５ 他法人から打診されたため
１６ 自治体から紹介があったため
１７ 金融機関等からの紹介があったため
１８ 専門家（顧問や仲介会社等）からの紹介があったため
１９その他→下記へ具体的に入力して下さい。

MA Q8.

法人間連携で取り組んだ内容を教えて下さい。
(当てはまる番号すべてを選択して下さい)
１ サービスの質の向上→下記へ、具体的な取り組み内容を入力して下さい。
２
３
４
５

職員の兼務
研修等、職員教育の合同実施
備品等の共同購入・共有化
経費の共通化→下記へ、共通化した経費の具体的内容を入力して下さい。

6 災害・感染症対策（職員の応援体制、物資の融通等）
7 地域貢献の拡充
8 その他→下記へ具体的に入力して下さい。

MA Q9.

法人間連携を行う上で推進役となった人物を教えて下さい。
(当てはまる番号すべてを選択して下さい)
１
２
３
４
５
６
７
８
９

自法人の役員
自法人の職員
自法人の事業所管理者
自法人の事業所職員
他法人の役員・職員
自治体職員
法人顧問等の会計士・税理士
コンサルタント等外部の専門家
その他→下記へ具体的に入力して下さい。

SA Q10. 現在、法人間連携における事務局的役割の担当者、及び具体的な役割の内容について教えて下さい。
事務局的役割を担っている法人
１ 社会福祉協議会
２ 連携参加法人内で規模の大きい法人
３ 法人間連携締結の中心的役割を担った法人
４ 連携参加法人の各代表者による組織
５ その他→下記へ具体的に入力して下さい。

具体的な役割の内容（FA）
Q10-1
Q10-2
Q10-3
Q10-4
Q10-5
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SA Q11. 次の項目について、法人間連携に取組む中で成功要因と思ったか教えて下さい。
(1非常にそう思った、2そう思った、3どちらともいえない、4そう思わなかった、5全くそう思わなかった/行わなかった)

1

2

3

4

5

１ 相手法人や法人内関係者との目的の共有
２ 相手法人や法人内関係者との良好な関係構築
３ 推進役のマンパワー
４ 行政による支援
５ 専門家（他法人、弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等）による支援
６ 利用者・家族等への十分な説明
７ 他法人の事例等、十分な参考情報
８ 施設・設備・システム等のスムーズな調整
９ 職員等関係者への十分な説明
１０ 職員の処遇等、労務規則のスムーズな調整
１１ 金融機関からの融資や補助金等、金銭的支援
１２ 十分な準備期間の確保や、スムーズなスケジュール調整
１３ その他→下記へ具体的に入力して下さい。

FA

Q11-1. 5を選んだ方にお聞きします。支援者の具体的な資格や立場を教えて下さい。

FA

Q11-2. 5を選んだ方にお聞きします。具体的な支援内容について教えて下さい。

SA Q12. 次の項目について、法人間連携に取組む中で課題と思ったか教えて下さい。
(1非常にそう思った、2そう思った、3どちらともいえない、4そう思わなかった、5全くそう思わなかった、6特になし)

項目

1

2

１ 自法人内の意見の調整
２ 相手法人との意見の調整（＊多角化以外の場合のみ設問）
３ 自治体等、外部関係者との連絡・調整
４ 相談できる支援者の不足
５ 利用者・家族等への説明
６ 職員等関係者への説明
７ 参考情報の不足
８ 施設・設備・システム等ハード面の調整
９ 職員の処遇等、労務規則の調整
１０ 補助金等の使途制限など財務面での調整
１１ 検討時間の捻出やスケジュール調整
１２ その他→下記へ具体的に入力して下さい。

FA Q13. 法人間連携後に発生した課題がありましたら教えて下さい。
空欄回答でも可
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3

4

5

Q12-2
6 対処方法（課題と思った項目に対する
対応を、具体的に入力して下さい）
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

Ⅳ．事業展開・法人間連携の取組結果について
次の設問Ⅳは、「設問Ⅱ.事業展開」、「設問Ⅲ.法人間連携」で回答したいずれか取組みの内、
より最近の取組み1つについてご回答いただきます。
どちらの取組みをより最近行いましたか？
Ⅱ
Ⅲ

事業展開
法人間連携

MA Q14. 事業展開・法人間連携における目的、およびそのための取組内容、取組結果を教えて下さい。
(取組結果については、事業展開や法人間連携の実施前と比較して、以下の5段階から選択ください。
1十分良くなった、2やや良くなった、3変わらない、4やや悪化した、5悪化した)

項目

目的
(当てはまる目的を全て選択して下さい)

Q14-1 Q14-2
取組結果具体的な
(5段階で
取組内容
選択して下さい）

１ 利用者に関する課題の解決や
サービスについて

２ 職員に関する課題の解決や
支援強化について

３ 施設・設備・備品等物資に
関する課題の解決について

４ ロボットの活用やIT化の
強化について

５ 金銭面における経営体制
強化について

６ その他

７

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5

利用者確保
利用者の参加機会、内容の拡充
LIFEの活用
地域のニーズへの対応
その他（自由記述）
空欄回答でも可
2-1 職員の採用強化
2-2 職員教育（研修等）の強化、効率化
2-3 キャリアアップ制度の整備・拡充
2-4 柔軟な職員の配置調整
2-5 職員のモチベーション向上
2-6 職員の主体的な取組みの促進
2-7 離職率の低減
2-8 ハラスメント等、各種相談窓口の整備
2-9 長時間労働等、労働環境の改善
2-10給与等処遇の改善
2-11福利厚生の強化
2-11経営者の後継者不足解消
2-12その他（自由記述）
空欄回答でも可
3-1 施設・設備の修繕、拡充
3-2 施設・設備管理の効率化
3-3 備品等、物品購入費用の効率化
3-4 その他（自由記述）
空欄回答でも可
4-1 ロボット等職員の業務支援や補助の
ためのツールの導入・拡充
4-2 ITツール等の情報管理システムの
導入・拡充
4-3 その他（自由記述）
空欄回答でも可
5-1 規模の拡大に伴う外部委託費の抑制
5-2 間接業務の集約による事務費の抑制
5-3 経営指標の改善
5-4 資金繰り等財務面での経営体制強化
5-5 その他（自由記述）
空欄回答でも可
6-1 災害等非常時の対応
6-2 他法人事業の救済
6-3 その他（自由記述）
空欄回答でも可

特になし
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▽プルダウン
▽プルダウン
▽プルダウン
▽プルダウン
▽プルダウン

▽プルダウン
▽プルダウン
▽プルダウン
▽プルダウン
▽プルダウン
▽プルダウン
▽プルダウン
▽プルダウン
▽プルダウン
▽プルダウン
▽プルダウン
▽プルダウン
▽プルダウン

▽プルダウン
▽プルダウン
▽プルダウン
▽プルダウン

▽プルダウン
▽プルダウン
▽プルダウン
▽プルダウン
▽プルダウン

▽プルダウン
▽プルダウン
▽プルダウン
▽プルダウン
▽プルダウン

▽プルダウン
▽プルダウン
▽プルダウン

SA Q15. Q14で取組結果が「1十分良くなった」「2やや良くなった」と回答した項目について、
次の項目がどの程度、その結果につながった要因と思ったか教えて下さい。
(1非常にそう思った、2そう思った、3どちらともいえない、4そう思わなかった、5全くそう思わなかった/行わなかった)

1

2

3

4

5

１ 相手法人や法人内関係者との目的の共有
２ 相手法人や法人内関係者との良好な関係構築
３ 推進役のマンパワー
４ 行政による支援
５ 専門家（他法人、弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等）による支援
６ 利用者・家族等への十分な説明
７ 他事業所の事例等、十分な参考情報
８ 施設・設備・システム等のスムーズな調整
９ 職員等関係者への十分な説明
１０ 職員の処遇等、労務規則のスムーズな調整
１１ スムーズな行政手続き
１２ 金融機関からの融資や補助金等、金銭的支援
１３ 十分な準備期間の確保や、スムーズなスケジュール調整
１４ その他→下記へ具体的に入力して下さい。

FA

Q15-1. 5を選んだ方にお聞きします。支援者について教えて下さい。

FA

Q15-2. 5を選んだ方にお聞きします。具体的な支援内容について教えて下さい。

SA Q16. 次の項目について、目的達成に当たって課題と思ったか教えて下さい。
そして、課題と思ったことへの対処方法を教えて下さい。
(1非常にそう思った、2そう思った、3どちらともいえない、4そう思わなかった、5全くそう思わなかった/行わなかった、6該当なし)

項目

1

2

3

4

5

Q16-1
6 対処方法（課題と思った項目に対する
対応を、具体的に入力して下さい）

１ 自法人内の意見の調整
２ 相手法人との意見の調整（＊多角化以外の場合のみ設問）
３ 自治体等、外部関係者との連絡・調整
４ 相談できる支援者の不足
５ 利用者・家族等への説明
６ 職員等関係者への説明
７ 参考情報の不足
８ 施設・設備・システム等ハード面の調整
９ 職員の処遇等、労務規則の調整
１０ 行政上の事務手続き
１１ 補助金等の使途制限など財務面での調整
１２ 検討時間の捻出やスケジュール調整
１３ その他→下記へ具体的に入力して下さい。

FA Q17. 現在、経営に関し課題に感じていることがありましたら教えて下さい。
空欄回答でも可
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

Ⅴ．事業展開、及び法人間連携を行っていない法人について
MA NQ2. 事業展開、及び法人間連携に取り組んでいない理由を教えて下さい。
(当てはまる番号すべてを選択して下さい)
１
２
２
３
４
５
６
７
８

6年以上前までに事業展開や法人間連携をすでに行ったため
必要性を感じていないため
必要性を感じているが、方法が分からないため
事業展開や法人間連携を検討したり相談できる人材がいないため
相手法人を探したり、関係者との調整が負担であるため
事務手続きが負担であるため
事業展開や法人間連携を検討する時間がないため
事業展開や法人間連携を検討するための情報がないため
検討したことがあるが断念したため→下記へ、断念した理由を具体的に入力して下さい。

９ その他→下記へ具体的に入力して下さい。
空欄回答でも可
MA NQ3. 法人として課題に感じていることがあれば、教えて下さい。
(当てはまる番号すべてを選択して下さい)
項目
１ 利用者に関する内容

２

職員に関する内容

３

施設・設備・備品等物資に関する内容

４

ロボットの活用やIT化に関する内容

５

金銭的な経営体制に関する内容

６

その他

７

特になし

選択肢
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5

利用者確保
利用者の参加機会、内容の拡充
LIFEの活用
地域のニーズへの対応
その他（自由記述）
空欄回答でも可
2-1 職員の採用強化
2-2 職員教育（研修等）の強化、効率化
2-3 キャリアアップ制度の整備・拡充
2-4 柔軟な職員の配置調整
2-5 職員のモチベーションの向上
2-6 職員の主体的な取組みの促進
2-7 離職率の低減
2-8 ハラスメント等、各種相談窓口の整備
2-9 長時間労働等、労働環境の改善
2-10給与等処遇の改善
2-11福利厚生の強化
2-11経営者の後継者不足解消
2-12その他（自由記述）
空欄回答でも可
3-1 施設・設備の修繕、拡充
3-2 施設・設備管理
3-3 備品等、物品購入費用の効率化
3-4 その他（自由記述）
空欄回答でも可
4-1 ロボット等職員の業務支援や補助のためのツールの
導入・拡充
4-2 ITツール等の情報管理システムの導入・拡充
4-3 その他（自由記述）
空欄回答でも可
5-1 外部委託費用
5-2 事務費、法人本部への繰入
5-3 経営指標の改善
5-4 資金繰り等財務面での経営体制強化
5-5 その他（自由記述）
空欄回答でも可
6-1 災害等非常時の対応
6-2 その他（自由記述）
空欄回答でも可
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FA NQ4. 現在、「サービスの質の向上」に関して取り組んでいる工夫等があれば、教えて下さい。
空欄回答でも可
FA NQ5. 現在、「経営の効率化」に関して取り組んでいる工夫等があれば、教えて下さい。
空欄回答でも可

Ⅵ．基本情報
SA Q18. 法人本部の有無について、教えて下さい。
1 独立した法人本部がある
2 母体となる事業所が法人本部の役割を果たしている
3 法人本部は特に設置していない
MA

Q18-1. 1、2を選んだ方にお聞きします。法人本部の役割について、教えて下さい。
(当てはまる番号すべてを選択して下さい)
１ 事業方針・経営計画の立案
２ サービスの質に関する管理業務→下記へ業務内容を具体的に入力して下さい。
３ 利用者募集・契約手続き
４ 職員採用
５ 職員教育（研修等）
６ 人事異動・配置調整
７ 労務管理
８ 施設管理、修繕計画等の立案、実施
９ 調達関連業務（備品購入、委託管理等）
１０ 情報管理（利用者情報システム等）
１１ 法務管理
１２ 広報、営業
１３ 経理・財務（報酬請求事務等含む）
１４ 施設運営基準等に関する書類管理、事務手続き
１５ リスクマネジメント（感染症・災害等の対策）
１６ その他→下記へ具体的に入力して下さい。

SA Q19. 2020年度の経常収益対経常増減差額比率を教えて下さい。
※経常収益対経常増減差額比率＝経常増減差額÷経常収益

1
2
3
4
5
6

10%以上の赤字
5～9%の赤字
0～4%の赤字
0～4%の黒字
5～9%の黒字
10%以上の黒字

FA Q20. 介護保険の指定事業所数を教えて下さい。
※サービス種別ごとに１事業所と数えて下さい。（同一事業所番号であっても、サービス種別が異なる場合は異なる事業所等として数えます。）
例）『厚労園ヘルパーステーション』という事業所が、「訪問介護」と「介護予防訪問介護」の指定を併せて受けている場合、その事業所数は「２」となります。

(数字をご記入下さい)
事業所
SA Q21. 事業活動収入に占める介護保険事業収入の割合を教えて下さい。
▽プルダウンから選択
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SA Q22. 2020年度の介護サービスの収支差率を教えて下さい。
※介護サービスの収支差率（％）＝（介護サービスの収益額 *1－介護サービスの費用額*2）／ 介護サービスの収益額 *1
*1

*3

*2

介護サービスの収益額＝介護事業収益 ＋借入金利息補助金収益
介護サービスの費用額＝介護事業費用＋借入金利息＋本部費繰入（本部経費）介護サービスの費用

*3

介護事業収益＝介護報酬による収入（利用者負担分含む）、保険外利用料収入、補助金収入（運営費に係るものに限る）

1
2
3
4
5
6
７

10%以上の赤字
5～9%の赤字
0～4%の赤字
0～4%の黒字
5～9%の黒字
10%以上の黒字
把握していない

MA Q23. 経営指標の作成者、および把握・管理者について教えて下さい。
(当てはまる番号すべてを選択して下さい)
作成者
１
２
３
４
５

MA

把握・管理者
１ 法人役員
２ 事業所管理者
３ 法人内の経理・財務部門
４ 法人外部の税理士、会計士等
５ その他→下記へ具体的に入力して下さい。

法人役員
事業所管理者
法人内の経理・財務部門
法人外部の税理士、会計士等
その他→下記へ具体的に入力して下さい。

Q23-3. 把握・管理者で1～3を選んだ方にお聞きします。把握・管理している経営指標について、教えて下さい。
(当てはまる番号すべてを選択して下さい)
１
２
３
４
５
６
７
８
９

人件費率
経費率
減価償却費率（＝（減価償却費 ＋国庫補助金等特別積立取崩額 ）／サービス活動収益）
サービス活動収益対サービス活動増減差額比率
経常収益対経常増減差額比率
経常収益対支払利息率
従事者一人当たりサービス活動収益
従事者一人当たり人件費
その他→下記へ具体的に入力して下さい。

SA Q24. 事業展開や法人間連携前後における、以下の指標の変化を教えて下さい。
※人件費率＝人件費÷サービス活動収益
※事業費率＝事業費÷サービス活動収益
※事務費率＝事務費÷サービス活動収益

指標の変化(SA)
1
2
3
４

人件費率
事業費率
事務費率
離職率

Q24-1
「増加した」「減少した」を回答した場合、
その変化の理由(FA)

▽プルダウンから選択
▽プルダウンから選択
▽プルダウンから選択
▽プルダウンから選択

以上で、アンケートは終了です。ご協力ありがとうございました。

70

資料 2 アンケートデータ（法人間連携）
法人間連携の実施状況


法人間連携の相手法人について
「社会福祉法人」が最も多く 11 件であった。次いで「営利法人」
「NPO 法人」がそれぞ

れ 3 件であった。
図 資料 2-1 事業展開・法人間連携の有無（複数回答）

法人間連携の相手法人（n=13）
0

2

4

6

社会福祉法人

10

12
11

医療法人

0

社団・財団

0

営利法人

3

NPO 法人

3

その他法人

2

地方公共団体
その他

8

1
0
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相手法人の事業分野について
連携先の相手法人が展開する事業分野についてたずねた。連携先を「社会福祉法人」とし

たもののうち「介護分野」
（9 件）が最も多く、
「障害分野」
（7 件）が続いた。また、いずれ
の法人種別においても「介護分野」とする回答が最も多かった（NPO 法人は「障害分野」と
同数）
。
図 資料 2-2 相手法人の事業分野（複数回答）

相手法人の事業分野
0

1

2

社会福祉法人（n=11）

3

4

5

6

医療法人（n=0）
社団・財団（n=0）
営利法人（n=3）
NPO 法人（n=3）
その他法人（n=2）
地方公共団体（n=1）

3

1

1
1

22
2

1

その他（n=0）

介護分野

障害分野
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保育分野

8
7

4

2

7

その他

9

10
9

法人間連携を実施したきっかけ
法人間連携を実施したきっかけについてたずねたところ、
「職員の確保、教育体制の強化
のため」が 11 件と最も多かった。続いて「多様化する地域へのニーズへの対応のため」と
したものが 10 件であった。また、
「サービスの向上」が 9 件であり、これら 3 つが突出する
結果となった。また、
「その他」においては、
「小規模法人で地域展開を行うにあたってのノ
ウハウや人材の共有・育成」のためとする回答が見られた。
図 資料 2-3

法人間連携に取り組んだきっかけ（複数回答）

法人間連携に取り組んだきっかけ（n=13）
0

2

4

6

サービスの質の向上のため

12

10

利用者を確保するため

2

職員の確保、教育体制の強化のため

11

職員の兼務、配置調整等のため

1

経営者の後継者不足解消のため

2

施設・設備の拡充のため

2

備品等の購入・管理の効率化のため

3

ITツール等の情報管理システム、ロボット等の導入・
拡充のため

1

経費の共通化や資金繰り等、財務面強化のため

3

災害等非常時の対応強化のため

3

補助金などの制度が利用可能だったため

4

同業他事業所や、他サービスとの差別化のため

2
0

他法人から打診されたため

2

自治体から紹介があったため
金融機関等からの紹介があったため

10
9

多様化する地域のニーズへの対応のため

役職員等から打診されたため

8

4
0

専門家（顧問や仲介会社等）からの紹介があったた
め

1

その他

4
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法人間連携において、取り組んだ内容
法人間連携において取り組んだ内容ついてたずねたところ、
「研修等職員教育の合同実施」
（10 件）が最も多く、
「地域貢献の拡充」
（9 件）が続いた。
「法人間連携を行ったきっかけ」
（図 資料 2-3）として「職員の確保、教育体制の強化」
「多様化する地域のニーズへの対応
のため」が挙げられていたが、当初の目的通りの展開を図っている様子がうかがえた。
図 資料 2-4

法人間連携で取り組んだ内容（複数回答）

法人間連携で取り組んだ内容（n=13）
0

2

4

6

サービスの質の向上
職員の兼務

8

10

5
0

研修等、職員教育の合同実施

10

備品等の共同購入・共有化

4

経費の共通化

1

災害・感染症対策（職員の応援体制、物資の融通
等）

5

地域貢献の拡充

9

その他



7

「サービスの質の向上」に関する具体的な取り組みについて

【自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

従業員研修の統一化

▪

スーパーバイザーによるグループ法人巡回訪問を実施

▪

技術や資源の共有



「その他」に関する具体的な取り組みについて

【自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

企業内保育所の共同経営

▪

合同電力割引

▪

フードバンク

▪

外国人人材確保基盤の整備

12
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法人間連携を行う上での推進役
法人間連携の実施にあたっての推進役についてたずねたところ、
「自法人の役員」
「自法人
の職員」と回答したものがそれぞれ 8 件で最も多かった。次いで「他法人の役員・職員」が
7 件、
「自治体職員」が 5 件であった。
図 資料 2-5

法人間連携を行う上で推進役となった人物（複数回答）

法人間連携の推進役（n=13）
0

2

4

6

8

10

自法人の役員

8

自法人の職員

8

自法人の事業所管理者
自法人の事業所職員

4
0

他法人の役員・職員

7

自治体職員

5

法人顧問等の会計士・税理士
コンサルタント等外部の専門家
その他

1
0
1

現在の法人間連携における事務局的役割の担当者
現在、法人間連携における事務局的役割を担っている担当者についてたずねたところ、
「社会福祉協議会」が最も多かった（5 件）。次いで、
「法人間連携締結の中心的役割を担っ
た法人」
（3 件）であった。
図 資料 2-6

法人間連携における事務局的役割の担当者（複数回答）

法人間連携における事務局的役割の担当者（n=13）
0

1

2

3

4

社会福祉協議会

5

6
5

連携参加法人内で規模の大きい法人

1

法人間連携締結の中心的役割を担った法人

3

連携参加法人の各代表者による組織

2

その他

2
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「社会福祉協議会」における事務局的役割の具体的内容について
社会福祉協議会における事務局的役割の具体的内容については、事業推進、調整機能、会

計処理が挙げられている。
【自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

会議の調整、事業の実施取りまとめ

▪

会計事務、行政交渉

▪

各種事業の企画立案、運営管理全般



法人間連携締結の中心的役割を担った法人
法人間連携締結の中心的役割を担った法人における事務局的役割の具体的内容について

は、補助金手続き、行政・関係機関との調整、マネジメント機能、会計処理が挙げられてい
る。
【自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

研修会企画、広報、会計事務

▪

補助金申請の手続き、自治体・関係機関との連絡調整

▪

事業の企画・運営（打ち合わせ、研修、会議、イベント、マスコミ対応等）
、物品購
入、リース契約、出納管理等



連携参加法人の各代表による組織における事務局的役割の具体的内容について
連携参加法人の各代表による組織における事務局的役割の具体的内容については、会議

の開催、セミナー運営が挙げられている。
【自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

会議開催やアジェンダの作成及び運営

▪

セミナーの開催・運営
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法人間連携の取り組みにおける成功要因


法人間連携に取り組む中での成功要因
法人間連携に取り組む中で成功要因と思ったことについてたずねたところ、
「非常にそう

思った」
「ややそう思った」を合わせ、「相手法人や法人内関係者との良好な関係構築」
「推
進役のマンパワー」について全ての回答者が成功要因として回答した。つづいて「相手法人
や法人内関係者との目的の共有」について 80%を超える回答者が成功要因として挙げた。
図 資料 2-7 法人間連携に取り組む中で成功要因と思ったこと

法人間連携に取り組む中で成功要因と思ったこと（n=13）
0%

20%

40%

相手法人や法人内関係者との目的の共有

30.8%
15.4%

23.1%

30.8%

23.1%

41.7%

他法人の事例等、十分な参考情報 8.3%

7.7%

16.7%
66.7%

施設・設備・システム等のスムーズな調整 8.3%

25.0%

職員の処遇等、労務規則のスムーズな調整 8.3%

30.8%
25.0%

25.0%

58.3%
33.3%

金融機関からの融資や補助金等、金銭的支援 8.3% 16.7%
16.7%

50.0%
58.3%

非常にそう思った

そう思った

どちらともいえない

そう思わなかった

8.3%

8.3%

25.0%
33.3%

16.7% 8.3%

7.7%

16.7% 8.3%

33.3%

16.7%

その他

53.8%
30.8%

利用者・家族等への十分な説明 8.3%

十分な準備期間の確保や、スムーズなスケジュー
ル調整

46.2%

46.2%

行政による支援

100%

15.4% 15.4%

53.8%

推進役のマンパワー

職員等関係者への十分な説明

80%

69.2%

相手法人や法人内関係者との良好な関係構築

専門家（他法人、弁護士、公認会計士、税理士、コ
ンサルタント等）による支援

60%

25.0%
50.0%
16.7%

16.7%

8.3% 16.7%

16.7%

全くそう思わなかった／行わなかった
※

小数点以下切り上げ等により合計が 100%にならない場合がある（以下同様）
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支援を受けた専門家の属性と支援内容
法人間連携に取り組む中で「専門家（他法人、弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタ

ント等）による支援」を成功要因として回答したもののうち、支援者の具体的な属性と支援
内容についてたずねた。支援者の属性及び支援内容は多岐に渡っていた。
表 資料 2-1

法人間連携にあたって支援を受けた専門家の属性と支援内容

支援者の具体的な立場や資格

⇒

社協の常務理事(社会福祉士)

支援者の具体的な支援内容
地域貢献という社会福祉法人の本来の
目的を説き、競争も重要だが協力がより

⇒

重要であることを複数回各法人理事長
に説明して回った。準備に 2 年を要し
た。

主任研究員

エグゼクティブアドバイ

ザー

⇒

アドバイザーとして助言

司法書士

⇒

一般社団法人化に伴う支援

会長、講師

⇒

会の取りまとめ、研修の実施

公認会計士

⇒

月間、決算等、資金収支報告

弁護士、社労士

⇒

セミナーの開催

公認会計士 デザイナー

グループ法人全体の収支・財務状況への
助言
⇒

グループとしてのモデル給与の作成
リーフレット、フライヤー、広報誌の企
画制作

コンサルタント

⇒
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店舗のレイアウト等

法人間連携に取り組む中での課題
法人間連携に取り組む中で課題と思ったことについてたずねた。
「非常にそう思った」
「そ
う思った」を合わせ、
「相手法人との意見の調整」
（77.0％）が課題として最も多く挙げられ、
「自治体等、外部関係者との連絡・調整」（61.6％）、自法人内の意見の調整」「検討時間の
捻出やスケジュール調整」がそれぞれ 54.6%と続いた。意見調整に関しては、相手法人との
調整のみならず自法人内でも課題となっている状況が推察された。
図 資料 2-8 法人間連携に取り組む中で課題と思ったこと

法人間連携に取り組む中で課題と思ったこと（n=13）
0%

20%

自法人内の意見の調整 7.7%
相手法人との意見の調整

相談できる支援者の不足

15.4%

15.4%

利用者・家族等への説明 7.7%7.7%

職員の処遇等、労務規則の調整
補助金等の使途制限など財務面での調整



30.8%

15.4%

その他

15.4%

15.4% 7.7%
30.8%

38.5%

15.4% 7.7%

検討時間の捻出やスケジュール調整

15.4%

46.2%
23.1%

7.7%
15.4%

23.1%
23.1%

38.5%
23.1%

15.4%

30.8%

30.8%

7.7%
15.4%

30.8%

38.5%

30.8%

23.1%

23.1%

38.5%

23.1%

7.7%

7.7%7.7%7.7%
7.7%

38.5%

100%

23.1%

46.2%
46.2%

職員等関係者への説明 7.7%

80%

23.1%

30.8%
15.4%

施設・設備・システム等ハード面の調整

60%

38.5%

自治体等、外部関係者との連絡・調整

参考情報の不足

40%

7.7% 15.4%

38.5%
30.8%

非常にそう思った

そう思った

どちらともいえない

そう思わなかった

全くそう思わなかった

特になし

7.7%

7.7%
30.8%

「自法人内の意見の調整」について、どのように解決したのか
「自法人内の意見の調整」については、アドバイザーの活用や会議体での周知を行うこと

により解決している。
【自由回答より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】



▪

アドバイザーを交えた論議

▪

会の取り組みを施設長会議等で周知した

▪

上司や管理職と相談して対応
「相手法人との意見の調整」について、どのように解決したのか

「相手法人との意見の調整」については、課題の抽出及び協議の実施、認識の共有を行う
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ことにより解決している。
【自由回答より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

課題を抽出し、繰り返し協議を重ねた

▪

事前に検討課題を明確にし、事前準備の上で会議を実施。アジェンダ及び議事録作成
は重要な業務である

▪


連携法人化の意義と目的・目標の共有
「自治体等、外部関係者との連絡・調整」について、どのように解決したのか

「自治体等、外部関係者との連絡・調整」については、会議体への参加、情報提供により
解決している。
【自由回答より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

会議への参加

▪

連携法人の活動内容等を情報として提供



「職員等関係者への説明」について、どのように解決したのか
「職員等関係者への説明」について、法人間連携のメリット・デメリットの説明、意見交

換により解決している。
【自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

法人間連携の意義や効果、課題を明確にして説明した

▪

継続した研修の実施や意見交換を行った

▪

各法人役員から職員への周知を依頼したが、法人によって伝わり方に差が生じた



「参考情報の不足」について、どのように解決したのか
「参考情報の不足」については、アドバイザーや行政等への相談、自身での研究により解

決している。
【自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

アドバイザーによる情報提供

▪

行政に相談

▪

活用できる補助金等を研究



「補助金等の使途制限など財務面での調整」について、どのように解決したのか
「補助金等の使途制限など財務面での調整」については、加算の算定、セミナー開催によ

る受講費の獲得、行政への相談により解決している。
【自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

報酬加算の算定

▪

セミナー参加者からの参加費
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▪


行政に相談
「検討時間の捻出やスケジュール調整」について、どのように解決したのか

「検討時間の捻出やスケジュール調整」については、SNS の活用や予め長期的に取り組む
ことを共有しておくことにより解決している。
【自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

SNS 等を活用し、調整の手間を短縮した

▪

数年単位で定期検討会を行うことを、発足当初から共有した

事業展開の他の方法ではなく、法人間連携を選択した理由について
それぞれの法人の存在意義を尊重、行政や採用活動にあたってアピールする際に優位性
確保のため、まだ具体的に合併等まで想定できる段階でない、等の理由により事業展開の他
の方法ではなく法人間連携を実施している。
【自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

各法人とも歴史が長く、既に地域でも役割や事業を担っており地域性や組織文化も異
なっている。その違いを担保した上で、各法人の組織機能強化を図るため。

▪

それぞれの法人が持つ優位性を生かせることおよび、職員相互の連携を強化できるこ
とでサービス品質の向上が見込めるため。

▪

利害関係のある中で統合化（ゴール）を目指しても、分解してしまう。一致出来る課題
から協働し、その中で一致点を増やし、ゴールを目指す。

▪

現段階では会員法人間の「法人化」や「合併、事業譲渡」など法人の将来を考える雰囲
気まで達していない。従って、事業を共同で行うことにより、
「公益的取組」
「地域貢献
活動」への取り組みとしたい考えが多いのではないかと感じている。また、真剣に議論
する場がなかったこともあり、当面は法人関連携の形となると思われる。

▪

研究教育機関、職能団体、営利法人の互いの専門性や得意分野を活かし役割分担を図っ
ているため。

▪

それぞれの法人の資産や事業を尊重しながら、継続して運営ができる体制を考えたと
きに法人間連携がベストな選択であった。合併や統合は一法人の性格を失うことにな
るとともに大きなエネルギーが必要となる。それぞれの法人の存在意義を最優先しな
がら継続した運営ができる方策を考えた。

▪

社会福祉法人の意見や提案等を取りまとめ、行政へ提案していくため。そのひとつのツ
ールとして。

▪

採用活動の対象である外部の学生、一般の方へのご理解、支援をお願いする学校教員等
に対して、単独法人からのアピールではなく、複数法人のケアスタッフが連携して活動
する非常に稀な企画であることを強調することで、当該事業の有益性を表現したかっ
た。
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法人間連携後に発生した課題について
法人間連携後に発生した課題として、事業の実施に係る人員のやり繰り、財政面、法人間
の温度差が挙げられた。
【自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

どの法人も人材不足が深刻で、現事業、用務以外に人手が割かれることへの負担感が
強い。従って、決まった役員しか活動に参加しないなど、活動する人が固定化されて
いる。

▪

協議体に自前の財源が無いために、補助金を活用して事業を実施している。補助金が
無ければ事業の実施が困難である。

▪

各法人の温度差、共通する課題の抽出が困難

▪

地域の社会福祉法人以外の法人格を持っている事業者が連携協働を希望しており、
連携協働の領域について課題の一つとなっている。
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事業展開・法人間連携の取組結果について
事業展開・法人間連携を行った目的
法人間連携を行った目的についてたずねたところ、いずれの法人においても「利用者に関
する課題の解決やサービスについて」
「職員に関する課題の解決や支援の強化について」を
挙げた。また、それ以外の選択肢である「施設・設備・備品等に関する課題の解決について」
「ロボットの活用や IT 化の強化について」
「金銭面における経営体制強化について」のいず
れについても半数以上が目的として挙げており、複数の課題解決や強化を実施する手段と
して法人間連携を行っていることがうかがえた。
図 資料 2-9

法人間連携を行った目的（複数回答）

法人間連携を行った目的（n=12）
0

2

4

6

8

10

12

利用者に関する課題の解決やサービスについて

12

職員に関する課題の解決や支援強化について

12

施設・設備・備品等物資に関する課題の解決につい
て

7

ロボットの滑油やIT化の強化について

8

金銭面における経営体制強化について

8

その他

8

特になし

0
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利用者に関する課題やサービスの質について
法人間連携を行った目的として「利用者に関する課題の解決やサービスについて」を選択

したもののうち、さらに具体的な目的についてたずねた。
「地域のニーズへの対応」が約 90%
と最も多く、次いで「利用者の参加機会、内容の拡充」が約 25%であった。
図 資料 2-10

利用者に関する課題やサービスの質について（複数回答）

'利用者に関する課題の解決やサービスについて（n=12）
0.0%

20.0%

利用者確保

60.0%

80.0%

25.0%
0.0%

地域のニーズへの対応
その他

100.0%

16.7%

利用者の参加機会、内容の拡充
LIFEの活用

40.0%

91.7%
8.3%

【
「利用者確保」について具体的な取組内容を自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調
整】
▪

BtoB による企業間契約モデルを検討中

【「利用者の参加機会、内容の拡充」について具体的な取組内容を自由記述より抜粋掲載、
事務局にて表現を調整】
▪

本人、スタッフ、学生の 3 者で個人的なケア経験を共有してもらった

【
「地域のニーズへの対応」について具体的な取組内容を自由記述より抜粋掲載、事務局に
て表現を調整】
▪

地域の市民向けセミナー開催、機材や設備の貸し出し、ワクチン接種、生活困窮者への
食料提供など

▪

配食、家事援助サービスの実施

▪

地域共生社会づくりモデル事業に取り組み、農福連携が生まれた

▪

新卒から訪問看護師の育成が可能になるよう、他の訪問看護事業所とも教育連携して
いる

▪

出所者・中間的就労・地域共生社会等を理解する研修の実施

▪

NPO 法人に喫茶部門を任せたことでの子ども食堂運営等
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職員に関する課題の解決や支援強化について
法人間連携を行った目的として「職員に関する課題の解決や支援強化について」を選択し

たもののうち、さらに具体的な目的についてたずねた。
「職員の採用強化」
（83.3%）
「職員の
モチベーション向上」
（83.3%）が最も多く、次いで「職員教育（研修等）の強化、効率化」
が 75%であった。
図 資料 2-11

職員に関する課題の解決や支援強化について（複数回答）

'職員に関する課題の解決や支援強化について（n=12）
0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

職員の採用強化

80.0%

100.0%
83.3%

職員教育（研修等）の強化、効率化

75.0%

キャリアアップ制度の整備・拡充

25.0%

柔軟な職員の配置調整

16.7%

職員のモチベーション向上

83.3%

職員の主体的な取組みの促進

58.3%

離職率の低減

41.7%

ハラスメント等、各種相談窓口の整備

16.7%

長時間労働等、労働環境の改善

16.7%

給与等処遇の改善

16.7%

福利厚生の強化

25.0%

経営者の後継者不足解消

16.7%

その他

25.0%

【
「職員教育（研修等）の強化、効率化」について具体的な取組内容を自由記述より抜粋掲
載、事務局にて表現を調整】
▪

合同就職相談会、学校・関係機関への広報等

▪

グループとして人材確保部門に専門職員の配置

▪

採用ツールの開発、グループとしてセミナーの企画と実施

▪

会としてブースを構えて福祉の仕事を紹介、ホームページで多職種協働をアピール

▪

企業内保育所があることでの採用増加、女子職員の離職防止

▪

専門学校教員の体験参加により、相互理解に繋がった

▪

外国人人財向けに現場を紹介するビデオを作成、PR している

【
「職員の採用強化」について具体的な取組内容を自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現
を調整】
▪

合同研修会の企画、研修の相互乗り入れ
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▪

高齢、障害事業従事者のスキルアップ研修や新人研修の共同化

▪

キャリアに応じた教育体制の充実

【
「キャリアアップ制度の整備・拡充」について具体的な取組内容を自由記述より抜粋掲載、
事務局にて表現を調整】
▪

グループ間での人事交流、出向の仕組みでキャリアアップ支援

【
「職員のモチベーション向上」について具体的な取組内容を自由記述より抜粋掲載、事務
局にて表現を調整】
▪

各種地域支援を通じた、やりがいの醸成

▪

ケアの質、障害者支援の質を高めるための研修会の実施。
「個別ケア」
「意思決定支援」
など

▪

職員主導型の教育体制の整備

▪

企業内保育所の設置による将来への安心感

▪

自法人を超えて、グループとして学べる仕組みや研修、リクルーターとしてグループ化
事業への参加

▪

介護の魅力発信イベント、KAiGO PRiDE をテーマにした CM・YouTube 作成等

【「職員の主体的な取り組みの促進」について具体的な取組内容を自由記述より抜粋掲載、
事務局にて表現を調整】
▪

法人内組織から離れた委員会による活動

▪

医療保健福祉関係者で「実践発表会」を開催している。各法人、職員の主体的参加で情
報共有を図っている

【
「離職率の低減」について具体的な取組内容を自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を
調整】
▪

難しい課題である。会では質の高い研修会を開催することによりモチベーションアッ
プにつなげている

【
「ハラスメント等、各種相談窓口の整備」について具体的な取組内容を自由記述より抜粋
掲載、事務局にて表現を調整】
▪

ハラスメントについての合同研修

【
「福利厚生の強化」について具体的な取組内容を自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現
を調整】
▪

人事評価制度の整備

▪

子育て支援の強化
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【
「経営者の後継者不足解消」について具体的な取組内容を自由記述より抜粋掲載、事務局
にて表現を調整】
▪

勉強会を通じて後継者の育成支援



施設・設備・備品等に関する課題の解決について
法人間連携を行った目的として「施設・設備・備品等に関する課題の解決について」を選

択したもののうち、さらに具体的な目的についてたずねたところ、「備品等、物品購入費用
の効率化」
（85.7%）が最も多かった。つづいて、
「施設・設備の修繕、拡充」が 42.9%であっ
た。
図 資料 2-12

施設・設備・備品等に関する課題の解決について（複数回答）

施設・設備・備品等物資に関する課題の解決について
（n=7）
0.0%

20.0%

40.0%

施設・設備の修繕、拡充

80.0%

100.0%

42.9%

施設・設備管理の効率化

28.6%

備品等、物品購入費用の効率化
その他

60.0%

85.7%
14.3%
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ロボットの活用や IT 化の強化について
法人間連携を行った目的として「ロボットの活用や IT 化の強化について」を選択したも

ののうち、さらに具体的な目的についてたずねた。
「IT ツール等の情報管理システムの導入・
拡充」
（62.5%）が最も多かった。
図 資料 2-13

ロボットの活用や IT 化の強化について（複数回答）

ロボットの活用やIT化の強化について（n=8）
0.0%
ロボット等職員の業務支援や補助のためのツール
の導入・拡充

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

12.5%

ITツール等の情報管理システムの導入・拡充

62.5%

その他

37.5%

【
「ロボット等職員の業務支援や補助のためのツールの導入・拡充」について具体的な取組
内容を自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

グループで、先駆的企業や専門科を招いて、研修会を行い情報収集

【
「IT ツール等の情報管理システムの導入・拡充」について具体的な取組内容を自由記述よ
り抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

Web 会議システムを全法人で活用

▪

会員内の ICT 活用事例のまとめを作成予定
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金銭面における経営体制強化について
法人間連携を行った目的として「金銭面における経営体制の強化について」を選択したも

ののうち、さらに具体的な目的についてたずねたところ、
「規模の拡大に伴う外部委託費の
抑制」
「間接業務の集約による事務費の抑制」
「経営指標の改善」「資金繰り等財務面での経
営体制強化」がいずれも同数であった（25.0%）。
図 資料 2-14

金銭面における経営体制強化について（複数回答）

金銭面における経営体制強化について （n=8）
0.0%

20.0%

40.0%

規模の拡大に伴う外部委託費の抑制

25.0%

間接業務の集約による事務費の抑制

25.0%

経営指標の改善

25.0%

資金繰り等財務面での経営体制強化

25.0%

その他



60.0%

50.0%

その他
法人間連携を行った目的として「その他」を選択したもののうち、さらに具体的な目的に

ついてたずねた。
「災害等非常時の対応」が 87.5%と最も多かった。
図 資料 2-15

その他（複数回答）

その他
0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

災害等非常時の対応

87.5%

他法人事業の救済
その他

100.0%

62.5%
25.0%

【
「災害等非常時の対応」について具体的な取組内容を自由記述より抜粋掲載、事務局にて
表現を調整】
▪

相互支援協定を締結し、職員研修とともに BCP を共同作成

▪

福祉避難所の役割を学ぶ研修会の開催

▪

災害ボランティアセンター設置
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【
「他法人事業の救済」について具体的な取組内容を自由記述より抜粋掲載、事務局にて表
現を調整】
▪

新型コロナウイルス感染の発生した法人や、会員以外の NPO 法人さんへの物資の調達

▪

災害相互応援協定締結
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事業展開・法人間連携を行った目的に対する現在の状況
法人間連携を実施した目的に対する現在の状況についてたずねた。


利用者に関する課題やサービスの質について
法人間連携を実施した目的として「利用者に関する課題やサービスの質について」を選択

したもののうち、現在の状況についてたずねた。
「利用者の参加機会、内容の拡充」につい
ては「十分良くなった」
「やや良くなった」のいずれかの回答となった。「利用者確保」
「地
域のニーズへの対応」についても半数以上が「良くなった」と回答しており、「利用者に関
する課題やサービスの質」に関する内容を法人間連携の目的として設定した場合には一定
の成果が上がっていることがうかがえた。
図 資料 2-16

利用者に関する課題やサービスの質について現在の状況

利用者に関する課題の解決やサービスについて
0%

20%

利用者確保（n=2）

40%

60%

50.0%

利用者の参加機会、内容の拡充（n=3）

80%
50.0%

33.3%

66.7%

LIFEの活用（n=0）
地域のニーズへの対応（n=11）

27.3%

利用者に関する課題の解決やサービスについて_
その他（n=1）
十分良くなった

やや良くなった

45.5%

27.3%

100.0%
変わらない
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やや悪化した

悪化した

100%



職員に関する課題の解決や支援強化について
法人間連携を実施した目的として「職員に関する課題の解決や支援強化について」を選択

したもののうち、現在の状況についてたずねた。
「職員教育（研修等）の強化、効率化」
「キ
ャリアアップ制度の整備・拡充」
「職員の主体的な取り組みの促進」
「長時間労働等、労働環
境の改善」
「福利厚生の改善」については、取り組んだ連携法人のいずれにおいても「十分
良くなった」
「やや良くなった」のいずれかを選択した。
図 資料 2-17

職員に関する課題の解決や支援強化について現在の状況

職員に関する課題の解決や支援強化について
0%
職員の採用強化（n=9）

20%

40%

20.0%

職員のモチベーション向上（n=10）
職員の主体的な取組みの促進（n=7）
離職率の低減（n=5）

88.9%
66.7%

50.0%

50.0%

20.0%

70.0%

14.3%

10.0%

85.7%

20.0%

20.0%

60.0%

ハラスメント等、各種相談窓口の整備（n=2）

50.0%

50.0%

長時間労働等、労働環境の改善（n=2）

50.0%

50.0%

給与等処遇の改善（n=2）

50.0%

50.0%

福利厚生の強化（n=3）

100.0%

経営者の後継者不足解消（n=2）

50.0%

職員に関する課題の解決や支援強化について_ そ
の他（n=3）
十分良くなった

やや良くなった

50.0%

33.3%
変わらない
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100%

30.0%

33.3%

柔軟な職員の配置調整（n=2）

80%

50.0%

職員教育（研修等）の強化、効率化（n=9） 11.1%
キャリアアップ制度の整備・拡充（n=3）

60%

66.7%
やや悪化した

悪化した



施設・設備・備品等に関する課題の解決について
法人間連携を実施した目的として「施設・設備・備品等に関する課題の解決について」を

選択したもののうち、現在の状況についてたずねた。
「施設・設備の修繕拡充」
「備品等、物
品購入費用の効率化」については約 66%の事業者において「十分良くなった」「やや良くな
った」のいずれかを回答した。次いで、
「施設・設備管理の効率化」については半数の回答
者が「良くなった」と回答した。
図 資料 2-18

施設・設備・備品等に関する課題の解決について現在の状況

施設・設備・備品等物資に関する課題の解決について
0%

20%

施設・設備の修繕、拡充（n=3）

33.3%

施設・設備管理の効率化（n=2）
備品等、物品購入費用の効率化（n=6）

40%



100%

33.3%

50.0%
16.7%

80%

33.3%

50.0%
50.0%

施設・設備・備品等物資に関する課題の解決につ
いて_ その他（n=1）
十分良くなった

60%

33.3%

100.0%

やや良くなった

変わらない

やや悪化した

悪化した

ロボットの活用や IT 化の強化について現在の状況
法人間連携を実施した目的として「ロボットの活用や IT 化の強化について」を選択した

もののうち、現在の状況についてたずねた。その結果、
「IT ツール等の情報管理システムの
導入・拡充」について「十分良くなった」
「やや良くなった」を合わせ、80%の事業者が良く
なったと回答した。また、
「ロボット等職員の業務支援や補助のためのツールの導入・拡充」
について取り組んだ連携法人においては「やや良くなった」と回答した。
図 資料 2-19

ロボットの活用や IT 化の強化について現在の状況

ロボットの活用やIT化の強化について
0%

20%

40%

ロボット等職員の業務支援や補助のためのツー…
40.0%

ロボットの活用やIT化の強化について_ その他…
やや良くなった

80%

100%

100.0%

ITツール等の情報管理システムの導入・拡充（n=5）

十分良くなった

60%

40.0%
66.7%

変わらない
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やや悪化した

20.0%
33.3%
悪化した



金銭面における経営体制強化について
法人間連携を実施した目的として「金銭面における経営体制強化について」を選択したも

ののうち、現在の状況についてたずねた。その結果、
「経営指標の改善」について、
「十分良
くなった」
「やや良くなった」を合わせると取り組んだ連携法人のすべてが良くなったと回
答した。一方で「規模の拡大に伴う外部委託費の抑制」
「間接業務の集約による事務費の抑
制」については取り組んだ連携法人のいずれも「変わらない」と回答した。
図 資料 2-20

金銭面における経営体制強化について現在の状況

金銭面における経営体制強化について
0%

20%

40%

60%

規模の拡大に伴う外部委託費の抑制（n=2）

100.0%

間接業務の集約による事務費の抑制（n=2）

100.0%

80%

経営指標の改善（n=2）

50.0%

50.0%

資金繰り等財務面での経営体制強化（n=2）

50.0%

50.0%

金銭面における経営体制強化について_ その他
（n=4）
十分良くなった

やや良くなった

25.0%
変わらない
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50.0%
やや悪化した

25.0%
悪化した

100%



その他
法人間連携を実施した目的として「その他」を選択したもののうち、現在の状況について

たずねた。その結果、
「他法人事業の救済」について、
「十分良くなった」
「やや良くなった」
を合わせ約 85%の連携法人が良くなったと回答した。
「災害等非常時の対応」についても 60%
の事業者が同様に良くなったと回答した。
図 資料 2-21

その他現在の状況

その他
0%
災害等非常時の対応（n=7）

20%
28.6%

十分良くなった

60%

80%

57.1%

他法人事業の救済（n=5）
その他（n=2）

40%

14.3%

60.0%
50.0%
やや良くなった

100%

40.0%
50.0%

変わらない
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やや悪化した

悪化した

事業展開・法人間連携の取り組みにより改善した要因
法人間連携を実施した目的の取り組みの中で「十分良くなった」「やや良くなった」と回
答したもののうち、取り組みが改善した要因についてたずねた。
「相手法人や法人内関係者
との情報共有」について、
「非常にそう思う」
「ややそう思う」を合わせ約 90%の連携法人が
そう思うと回答した。次いで、
「相手法人や法人内関係者との良好な関係構築」
「推進役のマ
ンパワー」
「職員等関係者への十分な説明」
「職員の処遇等、労務規則のスムーズな調整」に
ついても約 80%の回答者が同様にそう思うと回答した。
図 資料 2-22 「十分良くなった」「やや良くなった」要因

「十分良くなった」「やや良くなった」要因（n=11）
0%

20%

40%

相手法人や法人内関係者との目的の共有

45.5%

相手法人や法人内関係者との良好な関係構築

45.5%

専門家（他法人、弁護士、公認会計士、税理士、コ
ンサルタント等）による支援

18.2%

72.7%

18.2%

27.3%

18.2%

27.3%

36.4%

27.3%

9.1%

9.1% 18.2%

54.5%

施設・設備・システム等のスムーズな調整 9.1%

27.3%

9.1% 9.1%
36.4%

45.5%

他事業所の事例等、十分な参考情報 9.1%

100%
9.1%

36.4%

27.3%

利用者・家族等への十分な説明

80%

45.5%

推進役のマンパワー 9.1%
行政による支援

60%

18.2% 9.1% 9.1%
27.3%

18.2%

18.2%

職員等関係者への十分な説明

18.2%

63.6%

18.2%

職員の処遇等、労務規則のスムーズな調整

18.2%

63.6%

18.2%

スムーズな行政手続き
金融機関からの融資や補助金等、金銭的支援

45.5%
18.2%

十分な準備期間の確保や、スムーズなスケジュー
ル調整

27.3%

27.3%

18.2% 9.1%

54.5%

その他

27.3%

36.4%

そう思った

どちらともいえない

そう思わなかった
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27.3%

45.5%

非常にそう思った

全くそう思わなかった／行わなかった

9.1% 18.2%

9.1%

27.3%



支援を受けた専門家の属性と支援内容
法人間連携を実施した目的の取り組みのうち「専門家（他法人、弁護士、公認会計士、税

理士、コンサルタント等）による支援」を「十分良くなった」「やや良くなった」要因とし
て回答したもののうち、支援者の具体的な属性と支援内容についてたずねた。
表 資料 2-2

支援を受けた専門家の属性と支援内容

支援者の具体的な立場や資格

⇒

支援者の具体的な支援内容

弁護士

⇒

専門的見地からの助言

医療経済機構主任研究員

⇒

事業全体のアドバイス

独立行政法人福祉医療機構経営サポー
トセンター

⇒

社会福祉連携推進法人など制度上の詳
細

司法書士

⇒

一般社団法人化への支援

防災関係のコンサルタント

⇒

災害・防災マニュアル作成等

公認会計士

⇒

資金収支報告

公認会計士
ザイナー

経営コンサルタント

デ

財務収支状況への助言
⇒

グループとしてのモデル給与の作成
リーフレット・パンフレット・フライヤ
ー・広報紙の企画制作
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事業展開・法人間連携の取り組みにより課題と思ったこと
法人間連携の目的に取り組む中で、課題と思ったことについてたずねた。その結果、「相
手法人との意見の調整」について、
「非常にそう思った」
「そう思った」を合わせ約 61%の回
答者がそう思ったと回答した。次いで、
「自治体等、外部関係者との連絡・調整」について、
同様に約 55%の事業者がそう思うと回答した。一方で、
「利用者・家族等への説明」につい
て課題と感じたとする回答者は見られなかった。
図 資料 2-23 目的達成に当たって課題と思ったこと

目的達成に当たって課題と思ったこと（n=11）
0%

20%

自法人内の意見の調整
相手法人との意見の調整

18.2%
45.5%

施設・設備・システム等ハード面の調整
職員の処遇等、労務規則の調整
行政上の事務手続き

9.1%

その他



9.1%

9.1%

45.5%

27.3%

9.1%

63.6%

9.1%

18.2%

9.1%

18.2%

18.2%

45.5%
9.1%

45.5%

18.2%

18.2%

27.3%
9.1%

54.5%

27.3%

18.2%

27.3%

9.1% 9.1%
9.1%

9.1%
18.2%

9.1%

27.3%
9.1%

45.5%

18.2%

補助金等の使途制限など財務面での調整
検討時間の捻出やスケジュール調整

9.1%
18.2%

45.5%

職員等関係者への説明

100%

18.2%

36.4%
54.5%

45.5%

80%

36.4%

27.3%

利用者・家族等への説明
参考情報の不足

60%

36.4%

自治体等、外部関係者との連絡・調整
相談できる支援者の不足

40%

18.2%

27.3%
18.2%

63.6%
27.3%

非常にそう思った

そう思った

どちらともいえない

そう思わなかった

全くそう思わなかった／行わなかった

該当なし

9.1%
36.4%

「自法人内の意見の調整」について、どのように解決したか
「自法人内の意見の調整」については、関係者間や各種会議等での周知・協議、連携法人

間で会議体を設定することにより解決している。
【自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

外部活動に送り出す側に、活動への理解を得ることや支援を依頼した

▪

施設長会議等で周知、管理者の意見聴取

▪

グループ法人の代表者による会議（プラットホーム）を設置し、定期的に会議を開催し
て、グループ化の目的、目標の確認と成果の評価、課題検討をくり返しＰＤＣＡサイク
ルをつくった
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「相手法人との意見の調整」について、どのように解決したか
「相手法人との意見の調整」について、担当者間での協議や研修会の開催、連携法人間の

定期的な会議体において課題を共有することにより解決している。
【自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

全体会での周知依頼、意見交換。アンケートの実施

▪

アジェンダ、議事録を必ず作成し議論する

▪

グループ法人の現場の統括責任者による会議を設置し、定期開催することにより各
法人の動き、現場のマネジメントの課題を共有しながら進めた



「自治体等、外部関係者との連絡・調整」について、どのように解決したか
「自治体等、外部関係者との連絡・調整」について、関係者による会議への出席や情報共

有・提供により解決している。
【自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

全体会への出席（自治体関係者も会員となっている）。日頃の情報共有

▪

関係者にセミナーなどに参加してもらう

▪

積極的な活動等の情報提供



「職員等関係者への説明」について、どのように解決したか
「職員等関係者への説明」について、会議での説明、周知依頼、進捗を定期的に共有する

ことにより解決している。
【自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

幹部会議で説明した

▪

会役員を介しての周知依頼。文書で依頼をするが、周知には温度差がある

▪

定期的に進捗の共有



「参考情報の不足」について、どのように解決したか
「参考情報の不足」について、先行事例を参照することにより解決している。

【自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

法人連携の全国的な取り組み事例を参照



「施設・設備・システム等ハード面の調整」について、どのように解決したか
「施設・設備・システム等ハード面の調整」については、外部資源の活用、オンラインシ

ステムの活用により解決している。
【自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

教育研究機関の活用 オンラインの活用
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「職員の処遇等、労務規則の調整」について、どのように解決したか
「職員の処遇等、労務規則の調整」については、職員への説明、個別相談、専門家の支援

により解決している。
【自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

各法人の給与担当者による給与検討委員会を立上げ、給与体系の調整をはかった

▪

外部のコンサルタントをオブザーバーとして迎え助言を取り入れた



「補助金等の使途制限など財務面での調整」について、どのように解決したか
「補助金等の使途制限など財務面での調整」について、関係者との協議やセミナーを開催

し、収益を得ることにより解決している。
【自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

事務局の市社協事務局長と対応を相談しながら行っている

▪

セミナーなどの運営費で調整できるよう算出している



「検討時間の捻出やスケジュール調整」について、どのように解決したか
「検討時間の捻出やスケジュール調整」について、オンラインシステムを活用することに

より解決している。
【自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

オンラインなどでの記載

経営に関して、課題と感じていることについて
経営に関する課題として特に挙げられているのは、人材の確保、事業活動費のやりくり、
取り組みに対する法人間の温度差についてである。
【自由記述より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】
▪

「良質なケア」を担う人材の確保。人件費比率の上昇対策、経費見直し

▪

赤字事業を抱えており、収益改善や事業譲渡も含めて検討が必要

▪

地方都市での圧倒的な人材不足で、新たな取り組みが困難。特に地域を支えることが
困難になっている

▪

人材の不足は窮地といって良い。数少ない介護人材等を取り合いになっている状況。
また、嘱託医（医師）の確保、看護師の確保も大変難しい問題。従って、医療との経
営連携も真剣に考えている。また、サービス競合が生じ始めているため、地域の視野
に立ったサービス再編が必要となっている

▪

それぞれの法人で経営に関しては内容が違い統一した指導は難しい。そのため、会員
法人ごとの経営に関する安全性の指標とそれに対応する方策の検討ができるよう専
門家を入れた取り組みができないか検討したい

▪

コロナの影響で事業計画に掲げた事業が実施できない
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▪

法人間連携を活用し、品物の共同購入などは大いに効果が見込めるが、品物の購入の
取り決め（入札や従来からの関係性等）については法人間で温度差があり容易ではな
い。また、補助金に頼らずに各法人の拠出金を集め運営していく方法もあるが、経営
的にも拠出するだけのメリットが感じられるまでには至っていないのが現状である
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基礎情報


連携法人本部の有無について
連携法人本部の有無についてたずねたところ、
「独立した法人本部がある」が、74.7%、
「母

体となる事業所が法人本部の役割を果たしている」が 24.2%であった。
図 資料 2-24

連携法人本部の有無

法人本部の有無（n=11）
独立した法人本部がある

18.2%

母体となる事業所が法人本部の
役割を果たしている

45.5%
36.4%



法人本部は特に設置していない

連携法人本部の役割について
「独立した法人本部がある」と回答したもののうち、法人本部の具体的な役割についてた

ずねた。
「職員教育（研修等）」が 83.3%、
「広報・営業」が 66.7%、
「事業方針・経営計画の
立案」が 50.0%であった。
図 資料 2-25

連携法人本部の役割（複数回答）

連携法人本部の役割（n=6）
0.0%

20.0%

40.0%

事業方針・経営計画の立案

80.0%

100.0%

50.0%

サービスの質に関する管理業務
利用者募集・契約手続き

60.0%

16.7%
0.0%

職員採用

33.3%

職員教育（研修等）

83.3%

人事異動・配置調整

16.7%

労務管理

33.3%

施設管理、修繕計画等の立案、実施

16.7%

調達関連業務（備品購入、委託管理等）

33.3%

情報管理（利用者情報システム等）

33.3%

法務管理

16.7%

広報、営業

66.7%

経理・財務（報酬請求事務等含む）

16.7%

施設運営基準等に関する書類管理、事務手続き

16.7%

リスクマネジメント（感染症・災害等の対策）

33.3%

その他

50.0%
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2020 年度の経常収益対経常増減差額比率について
2020 年度の経常収益対経常増減差額比率は「0～4％の黒字」が 54.5%、
「0～4％の赤字」

が 18.2%であった。
図 資料 2-26

2020 年度経常収益対経常増減差額比率

2020年度の経常収益対経常増減差額比率（n=11）
10% 以上の赤字

9.1% 9.1%

5 ～9%の赤字

9.1%
18.2%

0 ～4%の赤字
0 ～4%の黒字
5 ～9%の黒字
10%以上の黒字

54.5%



介護保険の指定事業所数について
介護保険の指定事業所数についてたずねたところ、
「1～5 事業所」が 36.4%、ついで「6～

10 事業所」
「31～50 事業所」が 18.2%であった。
図 資料 2-27

介護保険の指定事業所数

介護保険の指定事業所数（n=11）
1～5事業所

9.1%

6～10事業所
18.2%

36.4%

21～30事業所

9.1%
9.1%

11～20事業所

31～50事業所
18.2%

51～100事業所
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事業活動収入に占める介護保険事業収入の割合について
事業活動収入に占める介護保険事業収入の割合についてたずねたところ、「75～99%」

（54.5%）が最も多く、
「50～74%」
（27.3%）が続いた。
図 資料 2-28

事業活動収入に占める介護保険事業収入の割合

事業活動収入に占める介護保険事業収入の割合（n=11）

18.2%

0 ～24%
25～49%
50～74%

54.5%

27.3%

75～99%
100%



2020 年度介護サービス収支差率について
2020 年度介護サービス収支差率についてたずねたところ、
「把握していない」
（45.5%）が

最も多かった。把握している回答者においては「5～9%の黒字」（27.3%）が最も多く、
「0～
4%の黒字」
（18.2%）が続いた。
図 資料 2-29

2020 年度介護サービス収支差率

2020年度介護サービス収支差率（n=11）
0 ～4%の赤字

18.2%
45.5%

0 ～4%の黒字
9.1%

5 ～9%の黒字
10%以上の黒字

27.3%
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把握していない



経営指標の作成者及び、把握・管理者について
経営指標の作成者についてたずねたところ、
「法人役員」
（54.5%）が最も多く、
「事業所管

理者」
（45.5%）が続いた。
経営指標の把握・管理者については、
「事業所管理者」
（81.8%）
、「法人役員」（72.7%）の
順であった。
図 資料 2-30

経営指標の作成者（複数回答）

経営指標の作成者（n=11）
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

法人役員

54.5%

事業所管理者

45.5%

法人内の経理・財務部門
法人外部の税理士、会計士等

60.0%

27.3%
0.0

その他

9.1%

図 資料 2－31

経営指標の把握・管理者（複数回答）

経営指標の把握・管理者（n=11）
0.0%
法人役員
事業所管理者
法人内の経理・財務部門
法人外部の税理士、会計士等
その他

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%
72.7%
81.8%

27.3%
18.2%
0.0
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把握・管理している経営指標について
経営指標の把握・管理者において「法人役員」
「事業所管理者」
「法人内の経理・財務部門」

（図 資料 2-31）を選択したもののうち、把握・管理している経営指標についてたずねた。
「人件費率」
（81.8%）が最も高く、
「経費率」「減価償却費率」「サービス活動収益対サービ
ス活動増減差額比率」
「経常収益対経常増減差額比率（72.7%）が続いた。
図 資料 2-32 把握・管理している経営指標（複数回答）

把握・管理している経営指標（n=11）
0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

人件費率

81.8%

経費率

72.7%

減価償却費率（＝（減価償却費 ＋国庫補助金…

72.7%

サービス活動収益対サービス活動増減差額比率

63.6%

経常収益対経常増減差額比率

72.7%

経常収益対支払利息率

54.5%

従事者一人当たりサービス活動収益

36.4%

従事者一人当たり人件費

54.5%

その他



100.0%

27.3%

事業展開や法人間連携前後における経営指標の変化について
事業展開や法人間連携前後における経営指標の変化についてたずねたところ、
「人件費

率」
「事業費率」
「事務費率」
「離職率」のいずれにおいても「変わらない」とする回答が
最も多かった。
図 資料 2-32

事業展開・法人間連携前後における指標の変化

法人間連携前後における指標の変化（n=11）
0%

20%

人件費率

9.1%

事業費率

9.1%

60%

54.5%

80%
9.1%

63.6%

事務費率
離職率

40%

増加した

9.1%
27.3%

変わらない
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27.3%
27.3%

63.6%
45.5%

100%

減少した

27.3%
27.3%

不明

アンケート質問票【法人間連携】
令和3年度 厚生労働省老人保健健康増進等事業
「介護経営の大規模化・協働化に関する調査研究事業」
介護サービスにおける法人間連携に関する実態調査
アンケート概要
1

目的
法人間連携を通じた「サービスの質」と「経営効率化」両面における実態を明らかにすること
法人間連携の取組内容、及びその成功要因や課題、対処方法を明らかにすること

2

対象
介護事業を有する社会福祉法人のうち、法人間連携を行い、その中核的役割を担っている法人

3

実施方法
・ 対象となる法人（約10法人）に対し、郵送にてアンケート協力を依頼
・ webアンケートシステムで回答いただく

4

調査機関
調査票配布～1か月程度を予定

5

集計分析
・ 単純集計、クロス集計
・ 取組内容、要因、課題の関連性を分析する
・ 自由記述は記載の傾向や特徴から分類整理する

6

用語の定義
用語
事業展開
新設合併
吸収合併
事業譲渡等

多角化
法人間連携

定義
合併（新設・吸収）、事業譲渡等、多角化のうち1つ以上を行うこと。
複数法人の統合により新規法人を設立し、消滅する法人の権利義務の全部を新規法人に
承継させること。
複数法人の統合により1つの法人のみ存続し、消滅する法人の権利義務の全部を存続する
法人に継承させること。
特定の事業を継続していくため、当該事業に関する組織的な財産を他の法人に譲渡
・譲受すること。土地・建物などの単なる物質的な財産だけではなく、事業に必要な
有形的・無形的な財産のすべてを他の法人に譲渡・譲受すること。
本調査では、事業譲渡と事業譲受を総称して「事業譲渡等」と呼ぶ。
自法人内で新たな介護保険サービスや介護保険外事業、他分野の事業等を追加すること。
複数の法人間で協力関係を構築すること。連携の範囲や内容などの明確な定義はなく、
地域課題等に対して協働で対応すること、人材確保や災害対応等を法人間で協力する
ことなどの取組等が含まれる。
（「合併・事業譲渡等マニュアル」より一部改変）
以上
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令和3年度 厚生労働省老人保健健康増進等事業
「介護経営の大規模化・協働化に関する調査研究事業」
介護サービスにおける事業展開や法人間連携に関する実態調査
質問数最大20問、回答所要時間の目安は20分程度です。
０．回答者の属性
MA Q.

回答者の役職を教えてください。
1
3
4
5
6

法人役員
法人事務職員
事業所管理者
事業所事務職員
その他→下記へ具体的に入力して下さい。

Ⅰ．法人間連携の実施状況について
MA Q1.

法人間連携の相手法人について教えて下さい。

1
2
3
4
5
６
７
MA Q2.

Q1-2
※複数回ある場合は直近についてお答えください。
相手法人
相手法人の事業分野（MA）
▽プルダウンから選択 ▽プルダウンから選択
▽プルダウンから選択 ▽プルダウンから選択
▽プルダウンから選択 ▽プルダウンから選択
▽プルダウンから選択 ▽プルダウンから選択
…
…
…
…
…
…

法人間連携を行ったきっかけを教えて下さい。
(当てはまる番号すべてを選択して下さい)
１ サービスの質の向上のため
２ 多様化する地域のニーズへの対応のため
３ 利用者を確保するため
４ 職員の確保、教育体制の強化のため
５ 職員の兼務、配置調整等のため
６ 経営者の後継者不足解消のため
７ 施設・設備の拡充のため
８ 備品等の購入・管理の効率化のため
９ ITツール等の情報管理システム、ロボット等の導入・拡充のため
１０ 経費の共通化や資金繰り等、財務面強化のため
１１ 災害等非常時の対応強化のため
１２ 補助金などの制度が利用可能だったため
１３ 同業他事業所や、他サービスとの差別化のため
１４ 役職員等から打診されたため
１５ 他法人から打診されたため
１６ 自治体から紹介があったため
１７ 金融機関等からの紹介があったため
１８ 専門家（顧問や仲介会社等）からの紹介があったため
１９その他→下記へ具体的に入力して下さい。
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資料３－１ インタビュー結果集約表（大規模化）
インタビュー実
施日
法人名
インタビュー者
取組み概要

2021年10月22日
社会福祉法人小田原福祉会
理事長 時田佳代子様
自治体の介護保険事業計画に沿って、合併などではなく、新規事業を
新たに展開する形で事業を拡大

基本情報
法人本部

2021年12月24日
社会福祉法人九十九里ホーム
理事長 井上峰夫様
地域ニーズに応じて様々取り組むことで、結果的に施設規模の拡大

独立した法人本部を設置
事業所数：40事業所 小規模の地域密着型事業所が多い
上記の内、介護保険事業所35事業所
施設・事業所数 （その他、福祉有償サービス、配食サービス、障害福祉サービス、サ
高住を展開）

独立した法人本部を設置
事業所数：11事業所
上記の内、介護保険事業所

医療分野
介護保険事業以 障害分野
保育分野
外の事業
その他

１事業
１事業
０事業所（※2021年3月まで児童福祉事業を実施）
４事業所

医療分野
障害分野
保育分野
その他

人件費率
事業展開前後に
事業費率
おける経営指標
事務費率
の変化
離職率

減少
増加
減少
減少

人件費率 不明
事業費率 不明
事務費率 不明
離職率
不明
※各指標については、直近5年間は無理をして設備投資に資金をかけて
おり、参考とならない数値のため不明としている。

2015年度78.27%
2015年度12.82%
2015年度10.26%
2015年度15.2%

2020年度71.29%
2020年度14.18%
2020年度7.75%
2020年度10.6%

１. 事業展開に至った経緯や契機
●自治体の介護保険事業計画に沿って計画を策定。
●地域内社会資源の整備状況や、今後の高齢者の暮らしを支える手段
として保険外事業等も視野に入れて対応。
●用地取得については前理事長の人脈・ネットワークにより、地元の
不動産業者からの用地活用の提案がある時に、事業計画を練ったうえ
で対応。
●地域の特性として、特養を設置している法人は特養の経営、特養内
にデイサービスやショートステイを設置し、それらの経営に注力して
いる所が多い。
●自治体との協働体制や地域とのつながりを作っていったのが大きい
が、一方、地域内の他の法人との協働化や合併ということはなく、基
本的には新規で広げていくというスタンス。

１施設
１施設
１施設
１施設

７事業所

病院
障害者支援施設
認定こども園
養護老人ホーム

●1935年事業開始。結核の保養所から始まり、創始者の私財をあてに
して運営。その後、結核予防法が施行され、国も結核対策に注力を開
始、同法による補助金などで規模を拡大。結核収束後は、結核から一
般病院へ転換、創立当初は法人格無しであったが、財団法人となり、
社会福祉事業法施行にあわせ社会福祉法人となる。
●事業計画に基づいて規模拡大を進めていたのではなく、時々の地域
ニーズに応じて取り組むことで、結果的に施設規模の拡大につなが
る。
●近年は市のＣＣＲＣ事業（Continuing Care Retirement
Community：高齢者が健康なうちから居住し、必要に応じて介護や医療
を受け、人生の最後までを過ごせる生活共同体）として、駅そばの地
域交流センターなども含め一体的な取組みを進めている。
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2022年1月17日
社会福祉法人北筑前福祉会
理事 麻生功一様
地域との連携を大切に、住民の困りごとや要望を受け、それにこたえ
る形で事業を拡大
独立した法人本部を設置
事業所数：24事業所 小規模の地域密着型事業所が多い
上記の内、介護保険事業所20事業所

医療分野
障害分野
保育分野
その他

０事業所
０事業所
０事業所
４事業所

人件費率
事業費率
事務費率
離職率

変わらない
変わらない
変わらない
変わらない

地域包括支援センター、福祉センター、
ケアスクール

●先代理事長の母が盲目であったこともあり、もっと多くの施設等が
あればより充実したケアを受けることが出来たかもしれないという考
えから、事業開始。
●当初から地域との連携を非常に大切にしており、住民の困りごとや
要望を受け、それにこたえる形で事業を拡大。

資料３－１ インタビュー結果集約表（大規模化）
インタビュー実
2021年10月22日
施日
法人名
社会福祉法人小田原福祉会
インタビュー者
理事長 時田佳代子様
２. 事業展開の取組とその成果について
●自治体介護保険事業計画の公募にエントリー、採択され小規模多機
能型居宅介護（以下「小多機」）、地域密着型特別養護老人ホーム
（以下「地域密着型特養」）を設置、さらに地域包括支援センター開
設の依頼があり設置を行った。自治体（市）によって開設に至るまで
の進め方が異なり、戸惑うことあり。
●複合的に展開するのはリスクが分散されて経営的に安定するため。
●事業展開は、圏域の社会資源の充足状況や生活の利便性が乏しいこ
とから地域内高齢者への支援拡充は必須であると判断したこと、自治
体から公的施設の跡地を活用した施設整備が提案されたこと等から整
備に至る。
●小多機と地域密着型特養を併設したことのメリットは非常に大き
く、特養は大規模化の方が一般的には経営の効率性が高く、県内でも
地域密着型特養は少ない。
●地域密着型特養は当方の広域型特養とは比較にならないくらいご家
族の訪問頻度が多い。１日３回食事介助や毎日のように面会や外出に
連れ出す人等、家族と利用者の関係性が途切れず、地域密着型サービ
スのメリットである。
●建物の構造としても、入り口が広いホールになっており、自治体が
そこで健康体操を開催する等、地域の中の社会資源として住民の暮ら
しに溶け込んでいる場は理想的な形である。

３. 事業展開で想定よりも「うまくいかなかったこと」や「苦労したこと」について
●サ付きの経営は介護保険事業とは根本的に異なり、利用者の確保に
は戦略が必要であったが、その重要性が十分に認識されておらず、集
客のための工夫が乏しかったこともあり当初非常に苦労。
●小多機については、サービス機能を理解していないケアマネジャー
が多く、また、他の事業所からすると利用者を取られることにもなる
ので利用者を獲得することが困難であった。
●29人の利用登録者がいても通所介護の定員は18名、部屋も9室しかな
いため、小多機のケアマネは家族の要望を受け止めつつ現場のシフト
管理等に落とし込まなければいけないため、高度なテクニック（専門
性と調整力など）が必要とされ、人財確保の面で難しさがあった。
●一方で、小多機は時々の利用者や家族の状況を把握し、必要なサー
ビスを柔軟に組み併せながら暮らしを支えることができることが強み
である。
●高齢者が元気な段階から小多機の存在を知っていれば地域で暮らし
続けることの不安が軽減されるのではないか。新しく作っている小多
機には交流スペースを設置し、地域の方に理解してもらう、介護サー
ビスを使うことに慣れてもらうようにしている。事前に情報を持って
いることによりいざというときにどれだけ安心するか、地域社会に対
して更なる広報活動をしていかなければならない。

2021年12月24日

2022年1月17日

社会福祉法人九十九里ホーム
理事長 井上峰夫様

社会福祉法人北筑前福祉会
理事 麻生功一様

●最初からこのような事業拡大を想定していたのではなく、病院の運
営を考え、ベッドの回転を高めることが必要だが退院の行先がないこ
とから、誰もが困らないように受け入れ先もつくるとの流れ。
●その時ごとに、どうすれば誰も困らないようにできるかという問題
を解決していった結果、現状につながった。
●事業展開にあたっては、役員（弁護士、司法書士、税理士など）と
普段から相談しつつ、アドバイスを受けて進めている。
●行政からの新規特養設立の依頼があった際は、行政側が建築上の手
続きについてもしっかりとしてた支援あり。また、地元自治体がバッ
クについていたこともあり、地元住民の理解も得られ、設立まで非常
にスムーズに進んだ。

●地域の整備計画に積極的に参加し、新規事業にも積極的に取りくむ
ことで、補助金を受けながら事業を拡大。
●近年は市がＳＤＧｓに積極的に取りくんでいることから、ニーズに
応えられるように取り組んでいる。
●先代理事長が、テレビのチャリティー番組の放送に関連し、テレビ
局に勤めている友人を通じて車を１台寄付してもらったことがある。
その当時は地域で高齢者の自宅での入浴が困難という話が出ていたた
め、特養に送迎して入浴のサービスを開始。これらの取組みが行政や
地域の信頼を得ることに繋がり、新たにデイサービスを始めるきっか
けにもなった。
●地域の声を拾い上げるための工夫として、小学校との連携があげら
れる。一方、小学校の児童も施設で人形浄瑠璃を披露してくれたりな
ど、施設と小学校で相互に交流、連携を続けている。
●地域に関わる機会を積極的につくり、各種会合にも出席。
●元行政職員や教員、民生委員など、地域に浸透し活躍してきた方々
を役員として迎え入れ、様々な助言をもらっている。また、そういっ
た方々の後押しがあることで、新規事業の住民への説明の際などもス
ムーズに地域の理解を得ることが出来ている。
●現在、利用者の息子が顧問弁護士となっている。また、役員の中か
ら市議会議員が出たこともある。
●事業を大きくしたことで、評価も広がった。良い面だけとは言えな
いが、認知度が上がったことにより、建物や場所を説明すると地域住
民にはすぐに理解してもらえる。
●事業が広がったことで、職員もいろいろな形態の高齢者サービスを
経験することが可能になった。また、管理職等のポスト増加にもつな
がったため、スペシャリストになりたい、管理職になりたいといった
志のある職員の希望にも幅広く応えることが出来るようになった。

●新たに施設を設立する際は地元の理解を得るのに最も苦労する。結
核の保養所の設立が最も大変であった。地元に大反対を受け、建設予
定地を変更することとなったが、予定地変更後は、理解ある住民の応
援が得られ、地元の説得に協力してもらうなどしてようやく設立。
●独自に障害者施設を設立したときも、地元の理解を得るため根気よ
く関係者へ訪問したが、同意を得るのは非常に大変でだった。
●運営に当たっては、職員の確保（医師、資格従事者（特に介護職
員））が一番の問題。
●小規模な組織から大規模化したために、組織内の制度的な問題もあ
る。職員の退職金制度が施設ごとに異なっているなど、施設間のバラ
ンスをとることが難しい。法定労働時間についても介護は週40時間、
病院は週37.5時間、こども園もまた異なるなど、法人の中で条件が複
数あるという点が課題。

●法人内の教育体制が追い付いていないという課題がある。
●最近は介護福祉分野の専門学校も生徒が少なく、介護士志望の意識
などをもっている人が少なくなっている。そのため、技術面の教育も
精神面の定着にも時間がかかる。優しい気持ちの方は多いが、想像以
上に仕事がつらいということでリタイアする人もいる。
●当初の特別養護老人ホーム１か所のみの頃は、利用者にとっても職
員にとってもアットホームな雰囲気で、理事長や施設長が隅々まで接
し、把握することが出来ていたが、大規模化するにつれて、関係者全
員としっかり関わるということが難しくなった。
●想定外というわけではなく、予想はしていたことだが、管理者養成
が一番の課題。利用者も職員も隅々まで把握するという当初の理念ま
で引き継いでいくのがとても難しい。教育体制を整えていくことが重
要だと考えている。
●職員の離職について、一人が離職すると、何人か後に続けて離職を
申し出るケースが過去に何度かあったため、現在はその点に特に注意
している。定例の会議の中で統括から各拠点の状況についての報告を
受けており、そのなかで気になる動きがあった場合は早めに対処する
ように気を付けている。
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資料３－１ インタビュー結果集約表（大規模化）
インタビュー実
2021年10月22日
施日
法人名
社会福祉法人小田原福祉会
インタビュー者
理事長 時田佳代子様
４. 事業展開前後における経営マネジメントの変化について
●2017～2019年度までは赤字であり、2020年度は黒字転換するものの
特養は依然として赤字状態であり特に人件費が圧迫していた。特養に
おける人件費率は8割を超えていたため、宿直の外部委託、清掃の外部
委託を廃止、特養100床に対し6人の夜勤者を設置していたものを運用
効率の見直しにより5人にする等した。
●一方で現場に配置する介護職員を減らすということは極力しないよ
うに工夫。これにより、今年度になって黒字化し、離職率は減少。
●以前はトップマネジメントで組織が運営されていたが、地域を基盤
にした組織体制に整え、併せて次世代リーダーを登用し事業部として
スタートさせた。中央集権型組織から現場への権限移譲を意図した
「アメーバ経営」を導入し、事業部長を中心にした経営体へと転換し
た。事業部では採算管理を各事業管理者とともに毎月実施、財務諸表
を読めるように毎月の「事業部会議」でトレーニングし、当事者意識
を醸成した。
●アメーバ経営により、現場の若いリーダーが、法人の経営状況を理
解し、当事者意識を持つに至った。
●法人では毎月重要な会議を二つ設定しており、一つは若いリーダー
が中心の事業部会議、もう一つは同じサービス種別ごとの種別会議が
ある。種別会議では介護の質を重視する会議として実施しており、経
営の軸が偏らないようにしている。
●離職率の低下については教育体系を整備したことが大きい。新卒採
用には5年ほど前から本格的に取組み、新卒対応戦略もコンサルを入れ
て組み立てた。

2021年12月24日

2022年1月17日

社会福祉法人九十九里ホーム
理事長 井上峰夫様

社会福祉法人北筑前福祉会
理事 麻生功一様

●大規模化、施設数が多くなったことのメリットは、有資格者の確保
や金銭面がある。
●金銭面では、拠点間の資金移動がゆるやかなため、病院はかなり赤
字だが、他の事業で補填することができている。小規模の場合、病院
の赤字が続くと閉じるしかない。大規模の場合は一部が赤字でも全体
として考えることができる。ただ、いずれも目的としていたわけでな
く結果的にそうなった形である。

●事業規模が拡大したことで認知度が上がり、信頼も得られたため、
地域への講師派遣や地域支援といった活動への参加がしやすくなっ
た。
●緊急時などに法人内での職員や物資、車両などの融通が利きやすく
なった。
●事業を拡大したことにより、利用者の様々なニーズや困りごとに責
任を持って対応できるようになった。
●経営の効率化としては、現在は拠点のデイサービスの厨房で食事を
作り、小さい別のデイサービスに配達ということもしている。また食
材は法人全体で一括に仕入れをすることで、個別仕入れと比べ年間
1000万円程度違いが出た。
●新規で実施を検討している取組みを法人全体ではなく一つの事業所
範囲でシミュレーションできることはメリット。

●新卒内定者は法人の実施する初任者研修に全員参加し、2ヵ月半の受
講期間で内定者同士の横のつながりが生まれる。また、各新人には年
齢の近いチューターを半年間付ける。また、現場配属後の現場との
ギャップが生まれる半年後のタイミングで、研修や上司からのフォ
ローアップを実施。それ以降もそれぞれのレベルに当てはめた研修を
設定。入職者それぞれ異なる現場で成長した姿をお互いに見せ合うこ
とになり刺激になっている。4年目の研修が終わった段階で法人の初期
研修が終了するが、ここまで続いた職員は基本的に離職がない。
●中途採用者の研修プログラムはトータル３日間のものとなってお
り、一人一人対応はしているものの、今後はさらに充実させていく必
要がある。

５. 事業展開における今後の展望
●運営理念は「市民を介護で困らせないこと、可能な限り最期まで在宅 ●本ヒアリングでは具体的な言及なし。
で支えること」であるが、経営管理に主眼を置きすぎると事業展開の本
来の目的を見失い、事業経営が目的化してしまう恐れがある。
●多様なサービスは支える手段であり目的ではないはずだが、その点が
十分に活かされていない状況がある。一人ひとりを支え、家族を支える
ために多様なサービスが最適に組み合わされ、状況の変化にも柔軟に対
応できるような方向を模索したい。
●人財は全体で約500人いるが、それぞれの事業所に張り付いている状況
である。あるときは訪問サービス、あるときは小多機とその時々で働き
方の多様性を持って働くことができないかと考えている。職員自身が法
人やサービスの全体像を理解し、職員自身が多様な経験知を基に専門性
を高めるということも課題解決に繋がると考えている。すなわち大規模
多機能を実現するための方途を、人財の多能工化の実現とともに探りた
い。
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●介護保険事業、高齢者事業を中心に成長してきたが、当時とは人口分
布も変わってきており、地域で必要とされることも変化してきているた
め、法人の事業も多様化する必要があると考えている。
●現行のサービスに使用している施設はまだまだ耐用年数があるが、高
齢者の人数が少なくなった時にどう活用するか、社会福祉法人として地
域にどう貢献していくかということは長期計画の大きな論点でもある。
●人財確保の点から外国人職員（技能実習生等）の採用も少しずつ進め
ているが、外国人は日常生活や地域との共生という面でも課題がある。
外国人労働者の環境を整えるのも地域貢献の一環として取り組んでいく
べきことではないかと考えている。
●介護ロボットの活用も考えているが、まだ実用化に十分な性能ではな
いと感じている。安全のためやむを得ないが、動作が非常に緩慢であっ
たり、導入しても効果的に使用できない場合がある。また、現状食事介
助が増えているが、食事介助については介護ロボットがない。

資料３－２ インタビュー結果集約表（法人間連携）
インタビュー実
施日
団体名
インタビュー者
取組概要

2021年10月18日

2021年11月14日

2021年11月15日

妻有地域包括ケア研究会

一般社団法人福智町社会福祉連携協議会

やまがの介護協働推進ネットワーク

妻有地域包括ケア研究会 会長
（社会福祉法人十日町福祉会）松村 実様

中野雅浩様

県の助成金（400万円）を活用して、共同の職員研修や採用を行ってい
地域の法人から連携の必要性の声があがり、社協が推進役として協
る。新型コロナ対策としてマスクの共同購入やワクチン接種の調整な
議会を設立。採用、研修、購入、相談窓口など幅広く共同で実施。
ども実施。

基本情報
法人本部

法人本部は特に設置していない
会員：12法人
参加している法 主な拠点事業所：88拠点
事業所数：164事業所
人
従事者数：約2,100人
１．法人間連携の経緯について
契機
●平成28年4月に新潟県地域振興局健康福祉部より提案
があり、設立準備委員会を立ち上げて開設
●医師には医師会、歯科医師には歯科医師会、看護師
には看護協会等があるものの、福祉については地域包括ケアシステ
ムを進める上で必要な職能団体がなく、もっと地域に密着した窓口
が必要と感じていた。事業所だけでなく行政も同じ課題を抱えてい
た。

協力者、支援

福智町社会福祉協議会 事務局長

●新潟県地域振興局健康福祉部の協力あり
・設立準備委員の選定や事務局体制への助言
・設置要綱案の作成
・設立総会準備等の支援
●現在は健康福祉部の持つ地域予算枠の用途について、「中高校生
向けサマーワークキャンプ」の実施を健康福祉部委託事業として取
り扱い予算措置を行っていただいている。
●市・町からは研究会の創設にあたっての支援なし
●新潟県、十日町市、津南町は現在オブザーバーとして研究会に参
加
２. 法人間連携における役割分担や費用負担など、運営面について
事務局
●研究会の会長1名、副会長2名、事務局は十日町市社会福祉協議会
に設置
運営費
●新潟県の介護事業所ネットワーク化推進事業の採択を受けてお
り、その助成金（最大400万円）を活用。
●年会費として一法人10,000円を徴収。
●研究会で研修等を開催する際に教材の作成を行う等、活動を広げ
ていくことを考えると年間200万円程度は最低限必要と感じる。

NPO法人コレクティブ

理事長

川原秀夫様

地域の介護サービスが崩壊することに危機感をいただいて協働化に
取り組む。地域住民を巻き込んだ研修や働くことができる高齢者の
採用など、地域との連携を意識した取り組みを実践。

母体となる事業所が法人本部の役割を果たしている
会員： 24法人 （福智町内の社会福祉法人加入率100％）
全事業所数：52事業所
上記のうち、介護保険事業所23事業所
職員数1,463人

法人本部は特に設置していない
会員：10法人
全事業所数：10事業所
上記のうち、介護保険事業所8事業所

●平成29年の社会福祉法の改正により、地域への役割が求められて
いたことを契機として、いくつかの法人から不安とともに連携・協
働の必要性の声が上がったため、社協が音頭を取り、各法人に賛同
いただき、平成28年6月に福智町社会福祉法人地域公益活動連携協議
会を設立。その後、連携・協働のさらなる深化を図るため、令和3年
4月1日より法人化し、一般社団法人として取り組みを実施してい
る。
●連携に関しては以前から考えており、その背景には、福智町の就
労人口は医療・介護が24.6%と1位であり、2位は製造業17%で、多く
の医療・介護の専門職が就労していることが大きな要因としてあげ
られる。連携・協働して、この専門性のある人材を地域に活かせな
いかを常々考えていた。
●法人間で連携する際には、行政の力も借りながら連携。発会式に
も町長に参加いただき、その時の町長が現社協の会長である。様々
な形で町との連携を立ち上げから協力いただいた。また、各法人の
理事長や施設長にも協力を得ることができた。
●一般社団法人を設立する際には、司法書士に協力を頂いたが、そ
の他の外部からの支援は受けず、自前で実施。

●熊本県山鹿市は人口5万人の地方都市であり、働き手が一気に少な
くなり、高齢者人口は伸びている。要介護者数も伸びており、現状
のままだと将来的に介護を継続することはできない。第1層は山鹿市
の本体にあり、第2層の各圏域の8つの事業所の生活支援コーディ
ネーターのいる法人が中心となって取り組みを実施。介護崩壊の危
機感を持った法人が連携を実施。
●京都のリガーレとは異なり、山鹿ではそれぞれの法人は歴史的背
景、立ち上げの理念等の違いもあり、統合・合併は難しいと思って
いた。しかし、地域の共通した課題をできるところから解決に向け
て連携を実施。

●一般社団法人を設立

●事務局はNPO法人コレクティブ

●小規模法人ネットワーク化推進事業の補助金を活用。
●年会費として1法人5,000円を徴収。
●今後は、会費が中心となり、貴部金も必要と感じている
●寄付金付きの自動販売機の設定を各法人や関係機関、企業にお願
いし、配当金も活用していく。

●小規模法人ネットワーク化推進事業の補助金（年間400万円）を活
用。
●3年間で生活支援を担う法人を作ることを目的としており、今後は
各法人からは規模に応じて1～10万円の年会費の徴収を検討。
●現在当法人では週32時間で正社員として雇用している。他の法人
とも兼務で働くことができないか検討。
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●アドバイザーとして医療経済研究機構の知り合いにお願いして、
住民の力を活かしながら形にすることを実施。

資料３－２ インタビュー結果集約表（法人間連携）
インタビュー実
施日
団体名
インタビュー者
課題

2021年10月18日

2021年11月14日

2021年11月15日

妻有地域包括ケア研究会

一般社団法人福智町社会福祉連携協議会

やまがの介護協働推進ネットワーク

妻有地域包括ケア研究会 会長
（社会福祉法人十日町福祉会）松村 実様

福智町社会福祉協議会 事務局長

中野雅浩様

●補助金や助成金の無い状態で、研究会の運営をどのように自立さ
せるのかが課題であり、その手段として法人化が考えられる。地域
医療連携推進法人を目指して、新潟大学寄付講座の講師を招いて検
討会を開始している。これからの1年で方向性を出していきたい。
●人材育成の協働化や備品の共同購入など、目的が明確である事業
は円滑に進むものの、目に見える形での経営効率化には至っていな
い。
●法人間連携に対して、会員法人間で温度差がある。会員法人はも
ともと一市町村一法人で設立されてきたところであり、それぞれ土
着の想いがある。そのため、連携・協働化していくことや連携法人
化ということに関しては未だ結びつきにくい所がある。

NPO法人コレクティブ

理事長

川原秀夫様

●山鹿市では現在、ホームヘルプサービスを希望する時間帯に派遣
できない状況にある。特に土曜日や日曜日の派遣は難しい。介護保
険料を払いながらサービスを受けられないことにならないように、
介護サービスを確保していくことを一番に考えてきた。法人間の連
携により、地域全体で介護サービスを支えることを念頭に入れてお
り、それが利用者へのメリットにつながる。

３. 他法人と連携した取り組みとその成果について

①人材募集、育 ●研究会発足当時から介護人材が少なく、求人しても応募が無いと
成等
いう状況であり、一時期に離職率が非常に高い時期があったことか
ら、研究会として人材育成の協働化に取り組む。
●既存人材については離職の防止に力点を置き、介護の仕事の意義
ややりがいを重視した人材育成に取り組む。
●職員に対して各法人の経営理念を個別支援・個別ケアとして示す
ことを行い、それを研修で取り上げることにより具体的に理解して
もらえるようになった。それにより職員の働くことの意味や目的に
繋げることができた。
●研究会を通じた取り組みや研究発表会による地域への情報共有の
効果も大きく、法人同士で切磋琢磨する流れになった。市民や行政
が自分たちを見ているという雰囲気にしていくことも大切であり、
医師会、業界関係者、地域住民等も入れ込みながら良い意味で仕事
への緊張感、向上心を持てるような雰囲気を持てるように研究会と
して取り組んでいる。
●3年前には複数の法人で離職率が二桁であったのが、現在は一桁台
で落ち着いている。
●研究会として将来の福祉の担い手を育成するという観点から中学
校、高校、専門学校、大学への出張授業を実施している。結果とし
て、学生が将来の就職の選択肢の一つとして見てくれるようになっ
ている。

●合同での人材募集のチラシの作成や、ホームページに専用ページ
の開設などを実施。
●フリーマガジンの掲載やチラシを作成して各世帯に配布。近隣の
社協にも、生活困窮のために特例貸付に来る方々に配布するように
お願いをした。
●外国人介護人材確保基盤整備事業を実施。専門職として、今から
技能実習生を育てながら、雇用を確保し、人材を増やしていくこと
も必要と考え、2年前に会長と事務局長でフィリピンを訪問し、現地
の人々と会い、管理団体の方々や送り出し機関の方とも会って、受
け入れ体制等を整備している。
●社会保険労務士を講師に招き、会員内の雇用事業所への個別相談
窓口を設置。働き方改革への対応や助成金申請などのアドバイスを
受ける。
●社福連において接遇の合同研修を実施予定。全体ですることによ
り他施設との人脈もでき、講師費用等の費用を抑えることができ
る。

②備品等の共同 ●新型コロナウイルス感染症対策として使用する消耗品や衛生材料
購入
の共同購入を社協と研究会で連携しながら実施。マスク等について
は1日数百枚単位で使用するため、各法人の注文を取り纏め、研究会
からロット発注を実施。結果としてボリュームディスカウントとな
り、各法人へ価格面での貢献ができた。なお、支払い請求は研究会
を通さず、法人ごとに実施してもらった。検討会では手数料等の
マージンを設定しなかった。
●共同購入については現状のところ感染症対策時における一過性の
取り組みで終わっており、継続性・発展性はない。

●マスク27,000枚の共同購入や抗原検査キット600セットの共同購入
を実施。さらにコピー用紙、オムツなどを安くて良いものを提供で
きるように調査及び交渉中。
●高圧電力を電力会社と交渉し、大規模特約割引契約。電力会社の
好意もあるが、経費の削減が実現（社福連全体で年間1,500万円の削
減）。現在は高圧だけだが、低圧も交渉予定。

【事業所間の共同研修や共同での業務改善の取り組み】
●地域住民と施設職員との共同研修を実施。講師は地元のアナウン
サー等を起用して、現時点で3回実施。事業者向け研修は管理側の研
修と現場の研修が必要であり、それぞれ実施。講師は三菱UFJコンサ
ルティングにお願いしたり、昨年度は京都のリガーレ暮らしの架け
橋、熊本県介護福祉士会の会長に現場職員に向けて講演頂いた。
●現場の研修は介護の楽しさ、元気が出るようなモチベーション
アップができるものを2年連続で実施。
●住民の方と一緒になって山鹿市の介護を盛り上げるためには、地
域の方にもきちんと理解して支えていただくことが大切であり、研
修も事業所の職員だけ、住民だけというやり方ではなく、両方一緒
に学習する場を設定。
●山鹿市では「まなばナイト」として月1～2回、夜間にZoomで研修
を実施して、情報交換を実施。共同研修は主に現場職員向けに介護
は楽しいことを伝え、管理者向けには介護の方向性等の経営につい
て実施。
【まだ「働くことのできる高齢者」等への協働した働きかけ(人材募
集)と育成】
●山鹿市の全世帯に求人チラシを年2回配付。初年度は10名、昨年度
は9名の応募があった。現在はパート職員であるが、今年度末に立ち
上げる新法人の正規雇用職員として働いてもらうことを検討。現時
点では14名の方が働いている。
●施設よりも在宅を支援する人材が不足しているため、在宅を支援
する職員を確保するように努めている。
●まだ働ける若年性認知症の方は既に雇用済。働きたい障害者の方
はまだ応募がない。
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資料３－２ インタビュー結果集約表（法人間連携）
インタビュー実
施日
団体名
インタビュー者

2021年10月18日

2021年11月14日

2021年11月15日

妻有地域包括ケア研究会

一般社団法人福智町社会福祉連携協議会

やまがの介護協働推進ネットワーク

妻有地域包括ケア研究会 会長
（社会福祉法人十日町福祉会）松村 実様

福智町社会福祉協議会 事務局長

中野雅浩様

NPO法人コレクティブ

理事長

川原秀夫様

３. 他法人と連携した取り組みとその成果について

③地域連携等

●特養の嘱託医だけで対応するのではなく、保健所や行政と連携し
医療的なサポートを受けられたことが非常に大きく、研究会を通し
た仕組みづくりはとても役に立った。
●新型コロナウイルスのワクチン集団接種に向けた準備等も研究会
を通じて行政のワクチン対策部門と接種を実施する病院、医師会と
連携しながら実施。研究会の会員法人は4法人が対象となり、会員以
外に地域のNPO等も包含して実施した。地域の福祉従事者は2,500～
2,600人程度おり、研究会が日程調整を行う等、ワクチン接種に係る
参加法人の事務面での負担を減少させることに成功。
●新型コロナウイルス感染症マニュアルの作成にあたり、法人会員
で協働化を図った。それにより作成工程の短縮、知見の標準化に効
果があった。また、感染症専用サイトを開設し、情報共有を図って
いる。

●地域買い物支援事業
デイサービス送迎車等で施設の近隣の地域住民の方をスーパーまで
無料送迎する事業を展開。現在田んぼ園でモデル的に実施。各施設
に拡大を計画中。
●地域人材派遣事業（地域出前講座）
登録制とし、社福連の会員で専門的知識や技術を持った方々を活用
し、地域の要望に応じてその知識や技術を地域住民に還元。

●個人情報を含んだ用紙は合同処分を全体で実施
●トイレットペーパーにリサイクル可能なため、製紙工場に持ち込
み、令和2年には、全法人で段ボール箱446箱となり、トイレット
ペーパー68,970個のリサイクルに成功。
今後予定してい ●災害時における社会福祉法人の役割の明確化
●法人後見事業の学習と実施体制の整備
る取り組み
●介護職員初任者研修、実務者研修、喀痰吸引等研修等、認知症介 社福連として、法人後見を受けて、会員、会員の施設の中の利用者
護基礎研修等は近隣地域で開催しているところが少なく、実務者研 も含めて、後見事業ができないか、現在取り組みをしている最中で
修等は片道1時間かけて通わないと学べない状況のため、研修を会員 ある。
法人共同で実施することを検討。
●介護・保育のICT化の推進
●経営効率の一環として消耗品の共同購入や使用ソフト（会計・請 効率化を図るためにも実施していく予定。会員の福智会では尿の時
求ソフト等）の共通化を進めてはどうかとの意見があり、検討して 間を予測できるセンサーを利用している。それらの事例をまとめ情
いきたいと考えている。
報を提供していきたい。
●B to Bによる企業間契約モデル
企業側は、職員に対して介護相談等の専門相談がいつでもできると
いった福利厚生が提供でき、施設としては利用者の確保につなが
る。
●災害時支援への取り組みの強化
福智町独自の災害福祉支援チーム（福智DWAT）の設置を検討。
●農福連携による取り組み
農福連携は、障害者や高齢者などが農業分野で活躍することを通じ
て、自信や生きがいを持って社会参画を実現していく取り組み。近
年、農福連携の取り組みは、障害者等の就労や生きがいづくりの場
を生み出すだけでなく、担い手不足や、高齢化が進む農業分野にお
いて、新たな働き手の確保につながるなど、相乗効果が期待されて
いる。その具体的取り組みとして給食にかかわる食材の確保を通じ
て農福連携がどのような取り組みが可能なのかを検討。

●約15人の地域住民の方が、介護施設における生活援助として買い
物、掃除、洗濯の依頼を受ける。これにより、小規模多機能事業所
の人件費を抑えることに成功。
●生活支援コーディネーターは全国的に見ると内容に差がある。第1
層、第2層、第3層があるが、山鹿市の場合は第2層をそれぞれの圏域
で事業所を1カ所ずつ指定して、その事業所から生活支援コーディ
ネーターを出していく形にしている。
●第2層の生活支援体制整備事業は山鹿市では10法人中8法人が実施
している。しかし、生活支援をボランティアや好意でときどきなら
実施できる方はいるが、継続的に実施することが必要であるが定例
化にならないことが課題である。この事業でゴミ出しができなく
なった方が、地域で暮らせるようになった例もある。

④その他
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●自分の地域が今後どのような状況になっていくのかをしっかりと
押さえた上で、5年後10年後、20年後を見据えた取り組みを実施。

資料３－２ インタビュー結果集約表（法人間連携）
インタビュー実
施日
団体名
インタビュー者

2021年10月18日

2021年11月14日

2021年11月15日

妻有地域包括ケア研究会

一般社団法人福智町社会福祉連携協議会

やまがの介護協働推進ネットワーク

妻有地域包括ケア研究会 会長
（社会福祉法人十日町福祉会）松村 実様

福智町社会福祉協議会 事務局長

中野雅浩様

４. 法人間で連携をする上で自治体や行政等に求めること等について
●地域包括ケアシステムを今度どのようにしていくのか、行政には
グランドビジョンを描いてほしい。地域計画を練り直してダウンサ
イジングを図っていかないと、現場は潰れるのではないか。現状、
そうしたビジョンが見えていないため、身動きが取れない状況であ
る。目指すところを明確にし、共有してほしい。その枠組みで医療
も福祉も体制を整えたい。
●協働化に関する展望や課題を語り合う場を設定したい。圏域を外
れるとこうした話ができない現状があり、他の地域ではどうしてい
るのかが分からない。

NPO法人コレクティブ

理事長

川原秀夫様

●行政の働きとしては、山鹿市の健康福祉部長と以前から連携して
おり、認知症サポータ事業等を一緒に実施するなど、理解を得てい
る。
●生活支援を行っても財源を確保していくことが大変である。行政
が理解して、総合事業の中で財源を確保し、予算化をしてもらえる
と良い。

５．その他
●事業において地域のNPO等と連携することもある。ただし、研究会
の会員は社会福祉法人であることとしており、また、NPOは障害福祉
サービス事業を展開していることが多い。そのため、あくまで主体
は研究会であり障害福祉サービス関係の研修の開催等を実施する際
に声掛けをしている。

●会員1,463人全員が社福連の活動を理解しているかが心配であった
ため、ガイドブックを作成し、職員に活動内容を示している。今後
は、問題があった時の相談窓口を職員向けにできるように発展させ
ていきたいと思っている。
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●山鹿市は認知症の支援関係は取り組んできており、認知症サポー
トリーダーは500名程いるが、地域の介護支援全体の取り組みにおい
てはまだ不足している。
●各事業者は経営をする上ではライバルである。地域の課題を見え
る化して、それらを取りまとめる役がいれば、協働化や統合も可
能。

資料４：パネルディスカッション反訳
・ご挨拶
【司会：砂川】
皆さんこんにちは。これから、
「大規模化・協働化における、サービスの質の向上、経
営の効率化につなげるための要点と課題」をテーマにパネルディスカッションを開始いた
します。司会進行を務めさせていただきます、MS&AD インターリスク総研の砂川と申しま
す。どうぞよろしくお願いいたします。
今回のパネルディスカッションは、令和 3 年度 老人保健健康増進等事業「介護経営の
大規模化・協働化に関する調査研究事業」の一環として実施しております。ご参加いただ
きました 4 名のパネリストの方々は、大規模化あるいは協働化に鋭意取り組んでおられる
法人さまとなります。実際に経験された方から、これらの取り組みの経緯や成果などをう
かがうことは、他の法人さまにとって非常に参考になるものと存じます。どうか最後まで
ご視聴いただければと思います。
それでは最初に、本事業の検討委員会で委員長としてご協力いただいております、早稲田
大学人間科学学術院

人間科学部健康福祉科学科

准教授

松原由美様からごあいさつを

いただきたいと思います。松原先生、どうぞよろしくお願いいたします。
【松原氏】
皆さんこんにちは。早稲田大学の松原由美です。私は、福祉経営、政策を専門にしていま
すが、福祉事業においては、その目的は何かということが常に問われると思います。本日は、
大規模化・協働化ということがテーマでございますが、当然、福祉事業の目的がこれにある
わけがございません。私は、福祉事業の目的とは、存在意義の発揮を支援することだと捉え
ています。そしてこれは、時代がどのように変わろうが、流行りがどう変わろうが、不動の
ものだと捉えています。現代は 8050 問題とか社会的孤立、引きこもり、社会的孤立に至っ
ては、先進国でも日本がトップで高いです。自殺率も先進国で日本がトップ。若年層の死亡
の原因トップが自殺というのは、日本だけです。人口が激減していく社会を迎えていく中で、
こうしたことに対応していくためには、スタンドアローンでやるだけではなくて、協働、連
携そして自ら大規模化していく、こうした取り組みは喫緊の課題だと思います。
本日は、この目的と手段を間違うことなく、協働、連携そして大規模化、これにお取り組
みなさっている皆さまのお話をおうかがいできることを大変楽しみにしております。どう
ぞよろしくお願いいたします。
【司会：砂川】
松原先生、ありがとうございました。続きまして、本日ご参加のパネリストから自己紹介
をいただきたいと思います。では最初に時田さまから、どうぞよろしくお願いいたします。
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【時田氏】
皆さまこんにちは。私は、神奈川県小田原市で創立 45 年を迎える社会福祉法人の理事長
を務めております、時田佳代子と申します。私どもの法人は、創設以来、地域にある様々な
課題を解決するために仕事をするということを、今日まで続けてまいりました。創立当時は
もちろん制度もなく、地域の中で困難を抱えていらっしゃるご家族やご利用者がたくさん
いらっしゃいました。その姿を目の当たりにして、困っている人に手を差し伸べ、そして困
難を一緒に解決しようとする仲間とともに、まだ制度化に至っていなかったデイサービス
やショートステイを、制度に先駆けて展開をしてきたという歴史を持っています。この思い
は今日まで一貫しておりまして、結果として、地域課題の解決に目を向けたときに、振り返
ってみれば組織が大規模化していたという経緯があるというふうに思っています。創立以
来そうした思いで取り組んでまいりましたけれども、介護保険制度になって以来は、介護保
険事業は自治体の公募ということが通常の方法になりましたので、介護保険制度以降は、基
礎自治体との連携を密にして、今日まで事業を展開してまいりました。本日は皆さまとお話
しできることを大変に楽しみにしております。どうぞよろしくお願いいたします。
【司会：砂川】
時田さま、ありがとうございました。では、続いて麻生さま、お願いいたします。
【麻生氏】
こんにちは。私は社会福祉法人北筑前福祉会の麻生といいます。どうぞよろしくお願いし
ます。日ごろは、特別養護老人ホームむなかたというところで、施設長と法人の理事をさせ
ていただいております。当法人は福岡県の北部に位置しておりまして、北九州市と福岡市の
ほぼ中間地点で、宗像市、福津市を拠点に、23 の事業を行っております。今申し上げたと
おり、福岡市と北九州市の中間地点ということで、ベッドタウンとして栄えてまいりました。
近ごろの問題としては、ベッドタウンならではの、独居の高齢者がかなり増えてきているこ
とと、空き家の問題があります。
一方で、この宗像市、福津市は海もあって山もあります。漁業も盛んですし、海産物もた
くさん捕れますし、農作物もたくさん採れます。宗像市 10 万人、福津市が 6 万人ぐらいで
すが、その中で様々な産業も増えてきていますが、支える者の問題が、私たちの今の問題と
して、新しい形で出てきておりますので、この辺りを今日のお話の中で、いろんなお知恵を
いただきながら、これからの地域を支える者として、一つお知恵もいただけたらと思ってお
ります。どうぞよろしくお願いいたします。
【司会：砂川】
麻生さま、ありがとうございました。それでは続きまして中野さま、お願いいたします。
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【中野氏】
皆さんおはようございます。一般社団法人福智町社会福祉連携協議会の事務局をしてお
りまして、福智町社会福祉協議会の事務局長をさせていただいています中野と申します。本
日はどうぞよろしくお願いいたします。先ほど、福岡県の同郷の方のお話がありました。私
の福智町も福岡県の中央部に位置しておりまして、人口が約 2 万 2,000 人、世帯数が 1 万
1,000 世帯、そして高齢化率としては 34％という、あまり大きくないですけれども、小さな
町です。
一般社団法人 福智町社会福祉連携協議会を設立したのは、もともと平成 28 年 6 月に、
福智町社会福祉法人 地域公益活動連携協議会を設立し、昨年、令和 3 年 4 月に一般社団
法人化を行いました。協働の深化を図っていきたいということと、やはり社団福祉法人だけ
でなくて、様々な方の参加も考えていきたいというところで社団法人化を行ったという経
緯がございます。当初は 21 法人が参加をしておりましたが、現在は町内全ての法人、24 法
人が参加をしております。そして、事業所数が、町内で 52 の事業所、町外も含めますと 70
事業所がありまして、会員数が 1,463 人、そして、専門資格をたくさんお持ちですので、専
門資格を持った方が 788 人おります。こんな 2 万の小さな町で、大きなパワーになるので
はないかと思っております。
そして、福智町社福連は、地域に身近な取り組みとして、公益の 8 つの取り組みをさせて
いただいて、またそれと並行して、事務の協働化にも取り組みをさせていただいております。
もう一つ、その他のこととして、活動するのには財源が要るだろうということで、活動財源
の確保で、寄付金付きの自動販売機の設置を推奨して町内町外各地に置かせていただいて
います。福智町社福連は、連携と共同の地域づくり、そして事務の協働化に取り組んでおり
まして、これらの活動を大きな柱として取り組みを進めております。後ほど、これらについ
てお話しするタイミングがございましたら説明させていただきたいと思います。本日はど
うぞよろしくお願いいたします。
【司会：砂川】
中野さま、ありがとうございました。では最後になりますが、松村さまからもお願いいた
します。
【松村氏】
皆さんおはようございます。窓の外は雪です。私は北日本代表というような形になりまし
たけれども、新潟県は十日町市にあります社会福祉法人十日町福祉会の、所属は常務理事と
いう形で務めさせていただきます。今日皆さま方とお話し合いをするに当たっては、妻有地
域包括ケア研究会の会長としてお話をさせていただきたいと思っております。法人自体は、
皆さま方もそれぞれ紹介がありましたように、現在私どもの法人自体は 17 の拠点と、それ
から本部機能を持ちまして、高齢、障害そして子どもと、3 事業に取り組んでいて、630 人
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の職員が頑張って働いてくれています。昨日来、オミクロンの陽性者の発生等があり、朝か
ら非常に緊張感のあるお仕事をさせていただいております。
さて、
「妻有」という、妻が有ると書きますが、これは私ども、大雪で有名になりました、
ここ新潟県十日町市と津南町の地域の愛称、昔ながらの名称になります。それを冠に付けま
して、妻有地域包括ケア研究会と名称を決めさせていただいたところです。会の成り立ちは、
平成 27 年に、
当時の新潟県地域振興局の健康福祉部さんが音頭を取ってくれました。
今後、
5 万 9,000 ほどのこの地域で地域包括ケアシステムを進めていく上では、社会福祉法人のプ
ラットフォームが必要ではないかという思いで、設立準備委員会を整えて、翌平成 28 年 4
月より、任意団体 妻有地域包括ケア研究会として設立をしたものです。現在 12 の法人が
所属してくれています。そのうち 2 つは社協さんです。中野さんも先ほど社協さんでいらっ
しゃいましたが、社協さんが事務局として、任に当たっていただいております。12 の法人
で 164 の事業を行っております。従事者は 2,100 人ほどを数えております。
会の特徴としては、実は行政の担当者も会員として入っているということです。地域振興
局の方、十日町市、津南町それぞれの行政担当者の方も会員に入っていただいております。
最初は結構互いに気まずいような雰囲気もありましたが、実は、プラットフォームができた
ことによって、行政としては利便性が非常に高まったようです。例えば物事を周知する、相
談を掛けるところの利便性が高まったので、今は行政の担当者と連携しながら会の運営に
当たらせていただいているということです。私どもは、開設当初、従業者 1,800 人ほどにア
ンケートを行って、その処遇の在り方やうんぬんもそうですし、この地域に何が必要か、今
われわれは何をすべきか等々のアンケートを実施いたしました。そのアンケートの結果が、
私どもの今の活動の礎になっております。平成 30 年度から、新潟県の小規模法人のネット
ワーク化協働推進事業に採択をしていただき、現在は県の助成金をちょうだいしながら会
の運営に当たっております。地域包括ケアシステムの構築という形で、今、特に医療との連
携の強化を念頭に、実はここ 3 年間、社会福祉連携推進法人の勉強もそうですが、地域医療
連携推進法人の勉強会にも、会として参加をしているところです。
それから人材育成、人材確保。非常に人材が枯渇をしております。その上で、未来の担い
手育成事業等に一生懸命取り組んでおります。あと、先ほど、小田原福祉会の時田先生もお
っしゃいましたけれども、地域貢献、つまり、地域に何がニーズとしてあるのか、それに対
して社会福祉法人はどう応えていくのかということで、地域貢献活動の研究も行っており
ます。例えば、共生社会づくりということで、農福連携それから芸術との連携、芸福連携等
にも取り組んでおります。社会福祉法人のこれからの在り方、連携の在り方、主にこの 4 つ
をテーマに様々な活動を展開しております。しかしながら、去年今年度ともに、新型コロナ
感染症の関係で、ちょっと制約を受けているところです。今日は皆さま方との意見交換会で、
また勉強させていただければと思っております。何とぞよろしくお願いします。
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・ディスカッション①地域ニーズへの対応
【司会：砂川】
皆さま、ありがとうございました。それでは、パネルディスカッションを始めてまいりた
いと思います。最初に、大規模化に取り組まれた法人さまにおかれましては、共に、地域ニ
ーズへの対応が契機になったと、ヒアリングでお伺いしました。地域ニーズへの対応、これ
は大規模化の取り組みには大きなキーワードになるかと思います。それらを踏まえて、取り
組みの要点と得られた成果について教えていただければと思います。では、まず最初に、時
田さまからお願いいたします。
【時田氏】
私どもの法人のこれまでの取り組みついて、お話をさせていただきたいと思います。先ほ
ど紹介を申し上げたときにお話をしましたが、地域内の個別のニーズに対応した結果とし
て、新しい事業所を開設してまいりました。特に、認知症の高齢者の問題は、今から 40 年
くらい前ですので、まだあまり大きな社会的な問題にはなってはおりませんでした。しかし、
認知症の方を抱えるご家族のご苦労は、その当時から目に見えておりまして、私どもの通所
介護では、毎日型の通所介護を、特養の施設の中で開設をした経緯がありました。しかし、
認知症のお年寄りの様子を見ておりますと、大規模な施設の中ではどうしても落ち着いて
お過ごしにならない。出口を探してうろうろされたり、本当に落ち着かないお年寄りの姿を
見ていて、認知症の方がもっともっと安心して過ごせる場所、認知症の方にとっての居場所
が必要だということから、地域にある、既に使われていなかった大規模な住宅をお借りして、
定員が 10 人程度の、今で言う地域密着型の通所介護を始めました。ここでお過ごしになっ
ていらっしゃる認知症の方の様子を見たときに、認知症の方についての、当時はまだまだ知
見もなく経験もなく、そうした中で手探りで進めていた認知症のケア、認知症の方にとって
大切なのは環境要件だということを発見しました。それで、この 10 人程度の小規模のデイ
サービスを、現在は各地域に展開して、小田原市内と南足柄市内に、全部で 9 カ所の展開を
するまでになりました。認知症の方のケアを、これまで現場から学んで実践してきた、その
歴史がございます。
そして 2 つ目は、在宅を支えるときの機能として最も必要な、訪問介護というサービスで
す。これは介護保険制度が始まる以前の 1996 年から、365 日 24 時間型の訪問看護を開設し
ました。これは自治体からの要請もあり、当時の訪問介護というのは行政の仕事で、公務員
ですので、8 時から 5 時という時間帯しかサービスを提供できませんでした。そんな中でサ
ービスの延長をし、そして夜間もサービスを提供するという取り組みを始めました。これが
現在では、平成 24 年度に制度化された、定期巡回、随時対応型訪問介護看護の先駆けであ
ったと自負しております。その前に、夜間対応型訪問介護も制度化されましたが、この地域
密着型の訪問介護は、小田原市内では当法人だけが運営をさせていただいていて、小田原市
内全域を、訪問介護を社会的なインフラとして今後も基本的なサービスに結び付けていか
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れると、地域で暮らすことの安心はこれによって大きくなるだろうと思っているところで
ございます。
また、現在では、小規模多機能型居宅介護という新しい形で、地域を支えるための施設が
整備されました。これは、実際にそのサービスを利用しているご家族やご利用者、そして働
く職員たちにとっても非常に満足度の高いサービスになっていることは間違いないと思っ
ておりまして、1 カ所ではサテライトの事業所も展開しました。登録 29 名がいっぱいにな
ってしまっている事業所では、それ以上お受けできないということもあって、近隣の民家を
お借りしたサテライトも整備しました。これからの地域社会を支える基盤的な施設は、この
小規模多機能型居宅介護ではなかろうかと思っているところでございます。これは当然、公
募事業ですから、なかなか地域の中で手を挙げる事業者は少ないのですが、行政からの依頼
もあり、積極的に対応をしているところでございます。
先ほども申しましたように、意図的に大規模化を目指したわけではございません。地域の
課題に目を向けて、そこに事業を展開した結果としての大規模化ではございますけれども、
現在では、地域で暮らす方を支えるための地域密着型サービスが、事業のおおむね 7 割を占
めるまでに至りました。施設サービスは事業規模全体の 3 割程度ですので、社会を支える課
題解決に、今、一定程度の成果を得ているのではないかと思っています。また、連携という
形で、これまでどちらかというと自治体との連携は積極的に行っておりましたし、地域の医
療機関とは連携そのものはありましたが、具体的な協働化までには至っておりませんでし
た。それを、昨年、地域の障害を中心に担っている社会福祉法人と連携をさせていただいた
ことをきっかけに、私どもの短期入所を共生型の短期入所に転換しました。共生型サービス
は、実際にはまだ、社会の中であまりその姿を見ることはありませんし、神奈川県西部では、
今回私どもの取り組みは初めてですが、共生型の短期入所ですので、障害をお持ちの方もご
利用いただけます。残念ながら、地域の中には障害の方を支えるこの機能が非常に脆弱であ
ったということを発見したために、この事業を展開して、今に至っております。こんなふう
に、新しい事業の展開とともに、職員にも新たな学びが必要になってまいります。障害福祉
事業者との連携は、職員の学びの幅を広げるためにも、大変に私どもにとってありがたい連
携の形であると捉えているところです。以上でございます。
【司会：砂川】
時田さま、ありがとうございました。これまでのお取り組みを、非常に分かりやすくご説
明いただきました。地域の方がいかにその地域で暮らしやすくするか、いかにそこに支援を
なさっているか、非常によく理解できたかと思います。それでは、今の時田さまのご発表に
ついて、松原先生から、もし何か補足があればお願いいたします。
【松原氏】
補足することは全くありませんが、
大規模化している法人で地域密着が 7 割で施設が 3 割
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というのは、これからの在り方を示していると思います。地域に開いていこうと思えば当然
地域密着型の比率も上がってくるわけで、施設の大規模化ではなくて、小さな事業がどんど
ん増えて、全体として法人が大規模化していくという、その形の在り方が、これからの新し
い形を示していると思いました。
【司会：砂川】
ありがとうございました。他の皆さまからも何かご意見やご質問がありましたら、手を挙
げていただければと思います。よろしいでしょうか。それでは続きまして、麻生さまからも
お願いできればと思います。
【麻生氏】
先ほどの時田理事長さんのお話がとても納得のできるお話で入ってきたわけですけれど
も、私どもの法人も、時田理事長のところと同じように昭和 53 年に特養を開設しておりま
す。法人は昭和 52 年に設立をして、この特別養護老人ホームの開設に至った経緯は、先々
代の理事長が思い立たれて、そもそもは理事長のお母さまが盲目になられたというところ
です。今で言う、家族で介護をして、ヤングケアラーの問題も今はございますが、理事長の
奥さまと子どもさんとでケアをしていたということです。当時、これは後の話ですが、「今
みたいな福祉サービスが充実しておったら、私たちのように困った者が、もっともっと希望
ある生活ができたのではなかろうか」ということは思っていたようで、そのことを地域の
方々とも相談して、特別養護老人ホームを建設するというところにこぎついたようです。
先ほど、宗像市と福津市とお話し申し上げましたが、実は、3 年前に世界遺産登録をした
沖ノ島が、歴史の遺産群で、そこに宗像大社という神社があり、3 人の女性の神様をお祭り
しております。宗像大社と 2 つの島において、10 月 1 日に 3 人の神様が会います。そこで、
御生まれると書いて「御生れ（みあれ）祭」というのが、船が何十隻も出て、漁船が沖ノ島
までお神様をお迎えに上がります。何でこの話をしたかというと、この津屋崎園という所が、
その昔に胸形氏という豪族がおられて、その方が古墳を造られて、その古墳の上に津屋崎園
という特養が建っております。今では考えられないことですが、福岡県の教育委員会とも協
力を得て、その土地に特別養護老人ホームを開設させていただいたという経緯があるよう
です。
この地域は、先代理事長も県の職をされており、非常に協力も得られて建っていったわけ
です。
「24 時間テレビ」が始まり、
「24 時間テレビ」のマークの付いた車をいただいて、こ
れを何かに活用したいということで、地域の中でどう活用していくかということを検討し、
また、当時の福津市、宗像市の方々と検討をして、入浴サービスを、ご自宅にお迎えに行っ
て特養のほうにお連れして入浴をしていただこうということから始まっております。当然、
その当時そんなサービスはなかったようです。そういうことで、どんどん広まっていきまし
て、今度は、先ほど時田理事長さんもおっしゃっていたように、デイサービスというのもな
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かなかなかったようですけれども、デイサービスも始めました。さらにそこのデイサービス
の利用者から、お昼ご飯も欲しいということで配食サービスを始めて、これも行政ともお話
をしながら、そうするとだんだん行政のほうもそういうサービスとなっていったというと
ころがあります。近ごろでは配食サービスというのもよく聞く話ですけれども、当時はなか
なかなかったようです。
先ほど、すっと時田理事長さんのお話が落ちてきたというのは、私どもも先ほど 23 の事
業と申し上げましたが、意図的に広げていったわけではないところがあります。やはり地域
ニーズというのが大切で、もちろん行政からもそうですし、地域からも、このサービスがあ
ったらなということで手を伸ばしていったようなところではありますけれども、介護保険
に入って 2000 年以降いろいろなところで、今度は公募という形で、もちろん地域密着型サ
ービスもそうですが、そういったところには積極的に入っていきまして、公募の中で私たち
を選んでいただくという取り組みをしっかりやってまいりまして、今に至っているわけで
す。私どものサービスも、グループホームに関してもデイサービスセンターに関しても、地
域密着型のサービスが多くあります。近ごろでは、介護保険のサービスでも地域密着型のサ
ービスのほうが評価は高いところもあって、事業も地域密着型のほうが安定しているよう
な状況が、ここ 1～2 年では特に感じております。デイサービスの中規模あるいは大規模と
いうのは、どうも地域密着型サービスに比べると、今のところは分が少し悪いのかなという
気もいたしています。
こういったところでたくさん、地域の、行政等も含めて評価もいただきながら今に至って
いるわけですが、今後に関しては、人材育成が非常にネックになるというところです。もち
ろん、必要とあれば事業展開ということも考えておるわけですが、そこの管理者の養成とい
った問題が大きな課題となってきております。地域から得られたものとして、事業が大きく
なると、それだけ露出が増えますので、地域での知名度も上がってくるということで、いろ
いろな事業をやったときに、皆さんからよく声を掛けていただけるということが、一つあり
ます。以上です。
【司会：砂川】
麻生さま、ありがとうございました。麻生さまの法人におかれましても、いかに地域のニ
ーズに応えていくか、そこが根底にあるということをよく理解できました。松原先生、何か
ご意見はございますでしょうか。
【松原氏】
先ほどの時田理事長と非常に共通して、自分たちがやりたいことというよりも、地域で何
が必要か、地域ニーズに応える、そのために、制度を利用するのもありますが、制度がない
なら自分たちが率先して作っていく、後から制度がそれを応援するという、そういう形が共
通してお話しいただけたかと思います。例えば、ラーメン屋さんが、もうかったからといっ
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て、新しくお店をきれいなところに移ったりすると、急に味が落ちて人気がなくなったりす
るのは、おいしいラーメンを作るよりも、そこで利益を出そうというところに注力し過ぎて
失敗することがよくあると思うんです。大規模化ということを目的とするのではなくて、ニ
ーズに応じるようにしていく、地域のニーズに応えるために大規模化しなければいけない
ときにできる、そういう態勢をつくっていくというのが非常に重要なんだろうと、改めて思
っていました。
最後にご指摘いただきました、大きくなれば知名度が上がって、声を掛けられることが多
くなる、これはすごく私たちが心に留めておかなければいけないことだろうと思います。地
域にもっと貢献していく、そのためにも、露出が増えていく、それによって、地域の人にも
っと認知してもらって、いろいろと相談されることが増えてくる。これは職員にとっても、
大変ですが、やりがいにもつながることだと思いますので、このことは大規模化の大きなメ
リットとして挙げられるだろうと思って聞いておりました。
【司会：砂川】
松原先生、ありがとうございました。両法人におかれましても、地域のニーズにいかに応
えていくか、それを模索しながら、結果として大規模化という手段を取ったということであ
って、そこが目的ではなかったというのは非常によく理解できたところでございます。では、
続いてお二人方におうかがいします。これまでの取り組みで、特に苦労した点とか現状の課
題認識とかがありましたら、補足いただければと思います。では、時田さん、ありますでし
ょうか。お願いいたします。
【時田氏】
今、お話をうかがっていて新たに気付いた点があります。意図的に大規模化をしたわけで
はないということから生じた課題が、組織が大規模化するに従って、組織を安定的に機能さ
せるための人材、これは現場の課題を発見して、そこに向かう人材とは、ある程度質の違う、
つまり、組織経営に習熟する人材が必要だったと思うのです。ところが、どうしても目の前
の課題を優先的に考えることをしてきた結果として、法人の中枢を担う人材を、確保も含め
て、しっかりと育てていなかったという時代がありました。前理事長は、まさに日本の高齢
者福祉をけん引してきた立場であったと思いますし、ある意味トップリーダーがトップマ
ネジメントで一つひとつの意思決定をできたという時代でした。しかし、徐々に組織が大き
くなり、人も増えてきて、今度は組織を機能させるための人材というものに、もっと早く目
を向けて取り組むべきであったと、私は事業を引き継いだ立場として、そんなふうに思って
いるところです。なかなか、マネジャーの育成というのは、そう簡単ではないということを
痛感しております。私が理事長を引き継いだそのタイミングで、私の使命は、これを次の時
代に、バトンを渡すことと自分で私の使命を決めておりました。そのときに、それでは私以
外に、法人の中でバトンを渡せる人がいるかと見渡してみると、まだ次の世代が育っていな
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かったということに気が付いたのです。
現場の人材の育成は、私どもの法人は、法人として、かつての 2 級ヘルパー、1 級ヘルパ
ーの養成事業を手掛けておりましたので、現場の人材は手塩にかけて育てるということに
は自負をしておりましたけれども、マネジメントできる人材の育成というのは少し手落ち
でした。それで、私が理事長に就任した後、かなり若手を抜てきして、その当時 30 代前半
のメンバーもおりました。それを全部で今、6 人でしょうか。新たに抜てきして、それぞれ
の責任エリアを少しそれまでよりも小さくして、地域を全部、事業部長というふうに銘を打
っておりますが、彼らが地域課題を発見して、やるべき仕事を自分で見つけて、どう手を打
つかという、まさに新しく、経営者として創業させるくらいの思いで組織を分割して次世代
の育成に取り組んだということが、課題を発見して、今、そこにどう解決するかということ
のテーマで考えているところでございます。
もう一つは、地域課題を発見する中で一つ、入所というレベルにはない、しかし 1 人で住
むには寂しい、不安である、そういう方々との出会いが多くありました。そこで、サービス
付き高齢者向け住宅を 2 カ所設置することにいたしました。大きなものではありません。今
で言うとシェアハウスでしょうか。13 室、14 室程度の小さなサービス付き高齢者向け住宅
です。しかし、サービス付き高齢者向け住宅は介護保険制度とは全く別の取り組み方が必要
だったということに、始めてみて気が付いたんです。この利用者は、私たちが普段出会って
いる要介護高齢者の方々ではない。そうだとすると、この方々にアプローチするにはどうし
たらいいのだろうかということ。営業部隊というのは持っておりませんので、どんなところ
に情報提供をしたらいいかということを、当初大変に苦労しました。今は、どうやら知名度
も出てきておりますし、お待ちいただいている方も出てきておりますので、事業が安定しま
したが、当初はこのように、これまでにない事業領域に出ていくときの苦労も経験をしたと
いうこともございます。
いずれにしても、その時々の課題を敏感にキャッチして、解決の道を歩むことが必要だと
思っておりますし、先ほど申し上げた共生型の短期入所をまず成功に導いた後で、私どもの
通所介護等も小規模多機能も、全て共生型サービスに転換をしたいと、今考えています。共
生社会を支えるための機能として、まず介護保険事業者がそこに手を出して、そして、地域
で暮らす誰もが安心な、そういう町をつくるということを、これからの大きなテーマにして
いるところです。以上でございます。
【司会：砂川】
時田さま、ありがとうございました。続きまして麻生さまからも、苦労した点や課題等を
教えていただければと思います。お願いいたします。
【麻生氏】
うまくいかなかったこととか苦労の件もそうですが、まず、またこれも時田理事長のお言
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葉で、非常に共通するところが多い。現理事長ですが、私どもの現理事長が、どちらかとい
うと事業の展開というところに関わっていることが多いのですが、その中で一つのキーワ
ードとして、経営者の育成と言うのです。私もいろいろな研修の企画もするのですが、その
中で「この研修は何だ」と、
「経営的な観点を持っているようなもの、育成の研修はどこか
あるのか」というようなことで、そのような部分というのはよく言われたもので、さっきの
お話もなるほどと思いながら聞いておりました。どうしても、介護を担う職員は優しい方が
多くて、その一方で、マネジメントであったり、一つの事業所として成り立たせるための気
持ちの違いという、何か少し私もずれを、これまで感じてきておりました。現場を守る者と
会社を守る者とは、やはりそこの部分の違いがありますので、その辺りを先ほどおっしゃっ
たように、私たちも教育の中で、スペシャリストとジェネラリストの教育の分担をしていか
ないといけないということで、今、取り組みをやっているところです。
私たちがなかなかうまくいっていないというところで言うと、当初の津屋崎園が 54 名で
ずっと始まってきたのですが、当時 54 名というと、職員もそれほど多くないもので、本当
に家庭の延長のような形で、隅々までうちの職員のこの子が、ものすごくこういう家庭環境
の中で困ってるとか、変な話、そういったところまで見られて、モチベーションがなかなか
下がる暇もないところがあったんです。一方では、今となると 400 名の従業員ですけれど
も、そこを隅々までというとなかなか難しい問題が出てきました。要は、技術面の養成等も
必要ですけれども、ある意味、親子のような育成という部分、これを両方兼ねそろえるよう
な考え方でいいかないといけないのかなというところを、近ごろ思っております。
今まで、私どもの法人のモットーとして、共生、共に生きるという言葉が、私たちのパン
フレットの一番最初に出てきます。先ほど時田理事長もおっしゃっていた共生型というこ
とで、どんなときも共に生きるという、どちらが上でも下でもないと、普通に人間関係でサ
ポートができたらいいよねと、それを今、引き継がれてきている思いを、どういうふうに今
後の職員に落とし込んでいくかということ。時代が変わっても周りが変わっても、変わらな
いものというのがあると思うので、この辺りをしっかり引き継いでいかないといけないと
は思ってはいるんですけれども、なかなか難しい課題で、解決しない苦労というか課題とな
っております。その辺が一番の課題で、今考えておるところです。以上です。
【司会：砂川】
麻生さま、ありがとうございました。今、お 2 人から、ご苦労した点あるいは課題等をご
発表いただきました。共に通じるのはやはり人材育成、その中でも特に、組織を引っ張るよ
うなリーダーをいかに育成するか、非常にご苦労されている点がよく理解できました。これ
らを踏まえて、松原先生からご意見がありましたら、お願いいたします。
【松原氏】
組織が大きくなっていけば、当然、今までの組織マネジメントとはフェーズが変わってく
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るというのは、営利も非営利も福祉も一般の事業も、関係なく起こることです。だから、フ
ェーズが変わってきたときに、それに合わせた組織のマネジメントを変えていくという意
識は、当然必要になってくるだろうと思います。ただ、一方で常に重要なのは、今はやりの
心理的安全性です。自分たちの目的は何なのかというのをはっきりさせて、お二方とも共生
というキーワードが出ていましたが、共に生きる町をつくるんだというところの目的を共
有して、立場に関係なく意見を言い合える、そういう職場をつくるというのは、リーダーシ
ップにかかってくるわけです。リーダーがそういうつもりがなければ、いくら共に生きると
口先では言っても、意見を言われたらリーダーがむっとするとか、
「何を余計なことを言っ
ている」とか、
「経営はお前の仕事じゃない」とか、そうは言わなくても心の中で「お前は
介護だけやってくれていればいい」というような気持ちがあれば、それはやはり伝わるわけ
です。もっと地域を見たいとか組織を見たいという思いがあっても、心の隅で「介護をして
いる人は介護だけを見ていればいい」
、
「おむつだけ交換してくれていればいいんだ」なんて
いう気持ちがあったりするとうまくいきません。まずはリーダーが変わっていくというこ
とが一番求められると思います。
心理的安全性と言うと、みんなで仲良く、何でも許される甘い組織だと勘違いされる方が
いらっしゃいますけれども、そうではありません。心理的安全性をやろうということは厳し
いです。それをやらなければ、何かあったときに、リスクがあったときに、ぱっと対応する
ことができない、がちがちの応用の利かない組織になってしまいます。心理的安全性を育む
とかリーダーシップを育てるとか、それは、今はあちこちで学ぶチャンスが出てきています。
安易に、自分たちは組織マネジメントが分からないからコンサルタントを入れようとか、そ
れも一つなのかもしれませんけれども、そのコンサルタントが、ただ、
「こうしたら規模が
大きくなって利益がでます」なんていう、コンサルが目的のところを入れてしまうともう、
「何のために……」となってしまいます。福祉を分かっている自分たちが学んでいく仕組み
をつくるということは、非常に重要だと思います。例えば、大学で学ぶ、大学院でそういう
福祉の経営を教えているところは、今増えてきています。そういったところで学ぶとか、ま
たは自分たちで、これから後半お話ししたいと思います、お話が出てくるかと思いますけれ
ども、協働化を図って、いろんな法人と共に学ぶ機会をつくっていく。外部講師を招いて定
期的に学んでいくチャンスをつくっていく、そういう仕組みづくりも必要だと思います。
今どきの経営というのは、「お前はここだけやればいいんだ」と分業化はするんですけれ
ども、分業化し過ぎると、結局職員のやる気を失うんです。介護職員のやる気を育てるため
には、頭を働かせる仕事にするということが非常に重要なので、頭を働かせるような環境を
リーダーが与えているかという問題に、また跳ね返ってくる。そういう研究会をぜひ地域で
開いていただきたいと思います。以上です。
【司会：砂川】
松原先生、ありがとうございました。非常に参考になるご助言をいただきました。視聴者

133

の方もぜひ参考にしていただければと思います。
・ディスカッション②教育・人材確保
【司会：砂川】
では続きまして、次のテーマに参りたいと思います。これまでの話では、やはり教育だと
か人材育成、マネー、人材確保、そういった人材面というのが非常に大きなキーになるかと
思います。これについては、協働化のお取り組みにおいても共通するものかとは思います。
ここでは、協働化の取り組みについて、こういった人事面の取り組みを踏まえながらご披露
いただければと思います。では、中野さまから、どうぞよろしくお願いいたします。
【中野氏】
先ほど、2 名のお話を聞かせていただいて、地域の個別ニーズの対応等についての考え方
に本当に感銘を受けました。ただ、そういった法人さまがたくさんあればいいんですけれど
も、なかなか、そういった取り組みがどうしていいのか分かっていない法人がたくさん全国
にあるわけです。福智町においても、その協働化の取り組みのきっかけというのは、平成 29
年の社会福祉法の改正の「地域における公益的な取組」の責務が規定されたことで、普通の
小規模法人のほうから「どうしていいのか分からない」というようなお声が上がって、この
対応についてみんなで考えていこうと、一気にその話が広がってきたというのが現状です。
私たち社会福祉法人は、地域を主体としてやっていますので、高齢者とか障害者とか子ど
もとか、対象別に様々なサービスを担っています。その中で同じ対象になる法人では、どう
しても利用者確保においては競合をしていくんです。ただし、同じ地域に限り、そこは避け
ては通れませんので、そのことによれば、お互いがけん制し合ったりとか非協力的になった
りするということは、地域の役割に影を落としていく結果になってくるのではないかと思
っています。私たちは、社会福祉法人経営という理論の中でも連携・協働ということについ
ては、生き残っていくという、そういった光をその中に見いだしてきているというのが現状
です。
また、平成 29 年の改正について、一つは、連携・協働というのは、地域づくりにおいて、
新たな主体の誕生ではないかと感じております。今まで地域づくりといえば、先ほどの 2 法
人のような取り組みがあればよろしいのですが、ほとんどが、地域づくりといえば地域住民
が自分自身でやっていったりとか、もしくは行政とか社協とか公的要素の強いところが地
域づくりにいろんな形で介入していくというのが、普通に認識されているところですが、社
会福祉法人が地域づくりを行っていくということは、これからの地域づくりの在り方にお
いても、新たな主体として考えられるのではないかと思っております。やはり、地域づくり
を行うことによって、反対にまた地域で認知されていくことで、ひいては今よく言われてい
る社会福祉法人の税制優遇措置でも、維持、継続につながっていくというふうにも感じてい
ます。
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また、社会福祉法人を経営するに当たって一番の課題は、先ほども出てきましたが、人材
確保ではないかなと思っています。このことはやっぱり社会的な介護職の地位が改善しな
い限りは、なかなかこの先もずっと厳しい状況が続くのではないかと思っています。とはい
っても、手をこまねいて見ているわけにもいきませんので、そこで福智町では、個別ではな
かなか確保することが難しい、福祉業界の人材確保の解消方法の一つとして、合同による人
材の募集を行いました。1 回目の募集では、求人チラシを発行したりとかして、町内に全戸
配布したりしました。2 回目になると、少し範囲を広げて、筑豊地区全域の折り込みに入れ
たり、いろいろなことをやってみましたが、成果として感じたことは、費用をかけて広域に
呼び掛けるよりも、ある程度地域を絞って呼び掛けたほうが効果的だということが少し分
かってきました。つまり、雇用はタイミングがすごく重要だと思っています。また、申し込
み等もする場合でも、電話をかけるというのは、自分から発信するという勇気が要るんです。
中でちょっと止まるので、どちらかというと今いろんなチラシとかでもそうですが、QR コ
ードというのがよくありますので、QR コードから簡単に申し込めて、そして施設のほうか
ら反対にお声掛けをしていただくという方式のほうが、より良かったというふうに思って
おります。
もう一つ、人材確保の手段としてあるのが、恐らく皆さま方も、もうされていると思うの
ですが、外国人の介護人材の確保。これもいろんな形でいろんな問題がありますけれども、
外国人の介護人材確保の基盤整備として、今、福智町の社福連でも基盤整備に取り組んでお
ります。将来を通してグローバルな視点から、外国人の人材確保や活用における安心・安全
な受け入れ態勢というのをみんなでつくっていこうと、外国人が来ても、本当にここで働い
たら安心だというような地域をつくろうというふうに、今、取り組んでいます。私と会長で、
2 年半ほど前に実際にフィリピンのほうに行かせていただいて、監理団体や送り出し機関そ
して現地の日本語学校の学生とコミュニケーションさせていただいて、いろんな形の情報
を仕入れながら、福智町で外国人の介護人材の皆さまが安心して働ける基盤をみんなでつ
くろうと、今現在進めているところでございます。以上です。
【司会：砂川】
中野さま、ありがとうございました。様々な取り組みをご披露いただきました。では続き
まして、松村さまからよろしくお願いいたします。
【松村氏】
ありがとうございます。今までのご発表をいただいて非常に勉強になっております。私ど
もは人口が、十日町市と津南町の 2 つを合わせても 5 万 9,000 ぐらいの、本当に小さな町、
地域です。今、中野さんのほうも話がありましたが、社会福祉法人とは本当に何なのかとい
うところを考えさせられたのが、社会福祉法の改正だったと思います。生い立ちのほうを自
己紹介の際に申し上げましたけれども、社会福祉法人が、その役割の標準化、いわゆる目的
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の明確化を目途にプラットフォームをつくろうと始まったのが、研究会の成り立ちであり
ました。
今、一生懸命取り組んでいる屋台骨の一つが人材の育成。これは、今いる職員、2,100 人
ぐらい働いてくれていますけれども、その今いる人たちをどう育てていくか。それから 2 つ
目が人材の確保です。今、中野さんのほうから外国人人材の紹介もありましたけれども、私
どものような田舎は、本当に担い手がいません。これは枯渇していて、事業自体の縮小にも
及んでいるわけです。これは喫緊の課題として、今、取り組んでいます。それから 3 つ目
に、これは共通する部分がありますが、未来の担い手、つまり、今の担い手が本当に必要な
んだけれども、未来の担い手をつくっていかないと、本当にここ 10 年先 20 年先、大変な地
域になるということで、この 3 つの事業に一生懸命取り組んでいるところです。
人材育成に関しては、研究会で、いわゆる 12 法人共同で、新人の育成、これは新人教育
です。小さな法人は、入職者があっても、系統立った、例えばマナーとか本当の基礎知識と
かが、なかなか人材教育ができないというところもあります。それを、ケア研究会で入職 3
年未満の職員を集めて、例えば介護の基礎知識とか、喫緊では感染症の基礎知識とか個人防
護具の基本的な取り扱いというところの教育も手掛けております。あと、実務。今いる、本
当に頑張ってくれている人たち。先ほど心理的安全性の話も松原先生からありましたけれ
ども、私たちは何を求めて何を目指して仕事をしているのか。今、取り組んでいるのは、実
は個別ケア、個別支援、個別保育、いわゆるインディビジュアルなケアらをこの地域で実践
していこうという理念を皆さんと話し合って、実務者研修として、例えば個別ケアを学んだ
りとか意思決定支援を学んだりとか、そんな形の研修を行っています。もちろん、喫緊では
新型コロナウイルス感染症に関わるシリーズ研修を打ち出してまいりました。
それから 3 つ目が、役職員研修です。先ほどマネジメント、経営の話がありましたけれど
も、私も人のことは言えません。けれども、法人間によって、その成り立ちもそうだし理念
もそうだし、今の状況も規模も様々です。けれども、社会福祉法人に求める役割というもの
は規定されているわけで、そんな意味で、役員、これは理事長、常務理事、例えば事務局長、
部長や課長、そういった管理職の皆さま方も含めて役職員研修を行っています。テーマとし
ては、例えば今までは、社会福祉法の改正もありました。それから、社会貢献活動、公益的
な取り組み等の学びもありました。財務、会計、経営の話もありました。今、学んでいるの
は、法人間連携のことです。そういったことを、時々テーマを設けて役職員研修会をやって
います。そんなところです。
人材の確保に関しては、例えば大学生相手に就職ガイダンスという話になれば、それぞれ
の法人のブースですけれども、私どもは、例えば高校生向け、中学生向けの、キャリア紹介
もしくは職種の紹介等のイベントがあるときに、ケア研究会として福祉のブースを設けま
す。そこには、高齢があったり障害があったり子どもがあったりします。今まで、市それか
らこの区域のイベント等に参加し、自分たちの、いわゆるケア研究会のブースとして設けて、
そこには各法人に手伝っていただいて内容を考えてというふうな形を取りました。あと、プ

136

ロモーションビデオを作って、実は福祉では介護福祉士だけではなくて、例えば社会福祉士
や主事、ケアマネジャー、管理栄養士、看護師、それから理学療法士や、様々な職種が働い
ているわけであって、そういった職種がこんなふうに働いていますというプロモーション
ビデオを作って、ホームページ等で公開しています。それから、共通のリーフレットを作っ
て、様々な場所で、社会福祉法人の連携の会でこんなことをやっていますと紹介を継続して
いるところです。
あと、未来の担い手育成ですけれども、私どもは地域の暮らしを支える専門家集団と思っ
ていますので、学生を呼んで、例えば医者の卵、看護師、薬剤師、社会福祉士、介護福祉士、
建築を学ぶ学生もいました、そういった福祉にすごく興味のある学生を、この妻有地域に集
めて、ある特別養護老人ホームの現場にチームで入れ込んでケアプランを作っちゃおうと
いう、いわゆる多職種協働のセミナーを開催しています。ここのところはコロナで中止にな
っていますが、非常に先生方も、多職種連携いわゆる Interprofessional education のほう
に、専門学校や大学の先生方もすごく興味を持ってくれて、共につくりあげて、そして未来
の担い手育成として、この妻有地域に興味を持ってもらう、人材を引き込む、そんな取り組
みを市や町とも共同で行っているところです。コロナで去年はとん挫しています。あと、出
張授業として小学校、中学校、高校、高校は来月行ってまいります。それから専門学校、専
門学校は介護福祉士の養成校です。妻有地域包括ケア研究会として出掛けていって、妻有地
域の魅力ではなくて福祉の魅力を、例えば今の介護ロボットや IT それから ICT 化等を学生
に紹介することによって、妻有地域を知ってもらうというよりは、まずは福祉の現場を知っ
てもらって、ひいては「これをやっているのは研究会です。十日町、津南町に来ない？」と
いうところの、ちょっと下心を持ちつつ行っています。こんな活動を行っています。以上に
なります。
【司会：砂川】
松村さん、ありがとうございました。では、お 2 人のご発表を踏まえて、先生からコメン
トをちょうだいできればと思います。お願いいたします。
【松原氏】
皆さんがご発言なさってから私が最後にコメントというと、何か私が上から目線で言っ
ているようで大変恐縮ですけれども、そんなつもりはないので、よろしくお願いします。人
材育成と人材確保、この 2 つは今、日本中が問題になっておりますので、それはそれは大変
なことだろうと思います。まだ日本が人口もどんどん増えていって右肩上がりのころと、全
然違う様相で、今、激減していっていますよね。その中で本当に大変だと思います。大変で
すけれども、一方で、人材は毎年新卒を採っているというだけではなくて、新卒が来るけれ
ども、うちの理念に合わないから落としちゃったという社福も少なくはないです。一方で、
新卒はここずっと何年も採っていないという社福もあるわけです。両方見させていただい
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て何が違うかと思うのは、やはり一番大きいところは、教育態勢がしっかりしているかどう
かというところが、一番大きいと思って見ています。
「うちだって頑張っているのに来ない」
と思う方がいらっしゃると思うので、ぜひ、何が違うのかと分かる意味でも、地域で勉強会
を開いて、お互いを見せっこし合うというはすごく重要なことだと思います。
今、松村さんがおっしゃってくださったように、学校に直に PR に行くというのは効果が
ある方法だと思います。多くの社協がなさるのは、学校にパンフレットを配るんですが、そ
こで終わるんです。パンフレットを配っても見ないことが多いので、そうではなくて、パン
フレットを作るだけじゃなく、実際に学校にまで行っちゃう。今だったら Zoom を使うと、
実は日本全国で可能です。日本全国の学校に対して、人材、うちに勤めてくださいというよ
りも、福祉って楽しいということの PR ができると思うんです。その、福祉って楽しいと PR
するためには、自分たちが、職員が、福祉って楽しいと思っている環境づくりができている
かどうかというところが非常に重要です。
今、共生型と何度もキーワードが出てきていますが、この共生型というのは、人材確保の
意味でも、ものすごく重要な点だと思うんです。目の前のことだけをやっていればいいので
はなくて、地域全体を見なければいけなくなってきたり、町づくりの視点、自分たちがやっ
ていることを地域の人に分かってもらったり、地域の方にいかに自分たちのところに来て
いただけるようにするか、または自分たちが出ていっちゃうか、地域と交わって一緒にやっ
ていくというのをつくっていかない限り、福祉は理解されることもないし、
「楽しいね」と、
なかなかならないと思うんです。「福祉って楽しい」というのを、いかに現場でつくってい
くか。きれい事だと思う方はたくさんいらっしゃると思うんですけれども、やっているとこ
ろは今たくさん出てきています。「福祉、最高。楽しい」と言っている職員がたくさんいる
ようなところは、今たくさん日本国中で出てきていますので、そこからよく学んで、自分た
ちも実践していく、それが重要だと思います。
福祉って楽しいというところの共通点は、やはり共生型でやっている。
「地域の文化を変
えちゃおう」と、
「福祉に対する理解を変えて、地域の文化を変えるぞ」ぐらいの高い志を
持って頑張っちゃうわけです。志は高ければ高いほど、実はやる気が出てくるんです。全く
無理というのはやる気が出ないと思いますが、ものすごく無理すればできるんじゃないか
と思えるようなものがあると、そこに向かって「じゃ、やったるか」と思うもんだと思うの
で、そういう共生型を目指した町づくりを目指した楽しい福祉、それを若者に PR できるほ
どの、全国で PR できるというぐらいのものをつくっていくというのが必要だと思います。
なかなか本当に難しいんですけれども、そういう取り組みをすることが、先ほど言った頭を
使うことになるので、やはり作業の部分はありますが、頭を使う頭脳労働の部分がないと、
人間は心から面白いとなかなか思えないと思います。頭脳労働をしながら、目の前の方に
「ありがとう」と言ってもらったり笑顔が見えることで、ものすごくモチベーションが上が
っていくのだと思いますので、共生型を実際に実行していく中で、教育もしっかりしていく
ことで人材確保につながる、こういう仕組みかなと、皆さまの実践をお聞きして改めて思い
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ました。以上です。
【司会：砂川】
松原先生、ありがとうございました。地域のニーズにいかに応えるか、そういったことを
行いつつ、併せて、いかに地域から理解いただくか、そしてさらには、わくわく感みたいな
ものをいかに提示できるか、非常に参考になるコメントをいただきました。ありがとうござ
いました。
・ディスカッション③サービスの質の向上・拡充
【司会：砂川】
それでは、続きまして次のテーマ、サービスの質の向上と拡充について、また話し合いを
深めていければと思います。どの法人さまも、サービスの質の向上やサービスの拡充で、い
ろいろなお取り組み、また、成果を上げられていることが非常によく分かりました。サービ
スの質の向上、拡充について、さらに追加でご意見やご感想等々いただければありがたいと
思います。ここは任意で、何かある方は適宜お手を挙げていただければと思います。いかが
でしょうか。自由にどうぞ。では早速、松村さん、よろしくお願いいたします。
【松村氏】
私からではなくて、実はうかがいたいことがございまして。中野さんにおうかがいしたい
のですが、われわれは、実はこのケア研究会で、人事交流ということで、法人間の人のやり
とりをしようじゃないかという企画をして、やろうと思ったら、このコロナ禍だったので、
今はとん挫しているんですけれども、中野さんの社福連のお取り組みの中で、そういった似
通った取り組みがあれば、情報共有していただければありがたいんですが。
【司会：砂川】
中野さん、よろしいでしょうか。お願いいたします。
【中野氏】
福智町の社福連では、そこまではまだ意識がないというのが現実です。今 1,400 名ほどい
ますけれども、末端までその活動が十分伝わっているかというのが、私たちの常々の課題で
す。例えば上の理事長もしくは、ある課長、いろいろな方々は分かるんですけれども、本当
に下のほうまで実際にそのことが伝わっているのか。本当になかなか伝わっていないんで
す。だから、そこがもう、常々課題だったので、そこを今からどうしていくかを、本当に今、
松村さんがおっしゃったようなところで課題に思っているところです。答えになっていな
いと思いますが、よろしくお願いいたします。
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【松村氏】
ありがとうございます。われわれも実は、本当に人事交流はすごく大事なことだと思って
います。今やり始めているのは、マニュアルとか事業継続計画の、例えば感染症の部分は非
常に共通するものはあるわけで、そういったものを取り組もうと、ケア研でもって、地域に
大学の寄附講座の先生がいらっしゃいまして、その先生方と行政とケア研で、地域の標準的
な手引きとか事業継続計画の基礎の部分とかを、ここ 2 年、3 年ほど取り組んでいるんです
けれども、それもサービスの質の向上につながるのかなと思ってご紹介させていただきま
した。ありがとうございます。
【司会：砂川】
ありがとうございました。地域に共通するようなテーマについて一緒に取り組んでいく
というのも、非常に大きな効果があるかと思います。先ほども出ました事業継続計画いわゆ
る BCP の策定も、共通するところは一緒に連携してやっていくというのは、非常に素晴らし
いと思います。単独の施設だけで乗り切れない場合は周りと助け合おうというのが、そもそ
もみんなで一緒に考えていけば、それが非常に乗り越えやすくなる、非常に素晴らしい取り
組みと思いますので、ぜひそういったことも進めていって、また何かの機会にご披露いただ
ければ、すごくうれしく思います。お 2 人ともありがとうございました。他にも、皆さまか
らご意見なり、あるいは質問でも結構ですが、何かありましたら、遠慮なくお手を挙げてい
ただければと思います。いかがでしょうか。
【時田氏】
一つ、私どもの今のサービスの質の向上の取り組みの、このコロナ禍でどう具体化してい
くかというところは、共通の悩みであり課題であるというふうに思っております。私どもの
法人は、かなり早い段階で、IT の導入が現場で浸透していたこともあって、IT に対しての、
あまり忌避感がないんです。それで、コロナの最中であっても研修は継続的に行っていまし
たけれども、それを全てオンラインの研修に切り替えました。法人の中で、人材育成センタ
ーという専任の介護教員を置いている部門がございますので、彼らが研修のツールを、オン
ラインつまり YouTube で流すという仕組みをつくってくれました。それをベースに考えて
いるのですが、この研修のツールを作っても、実際に職員がそれを視聴しているかどうかと
いうところまでは、なかなか YouTube だと確認できないんです。それで、新たに今、ClipLine
という、短い時間の動画作成ができるツールを導入する準備をしております。これは、直接
職員が見ることができる、直接職員に届けることができる。ですから、もちろん、視聴した
かしなかったかということの判断もできるというふうなものを、今、導入を検討中でござい
ます。そこに載せる動画そのものは、法人の中でコンテンツを作る。できれば仕事中に見せ
たいと思っていますので、あまり長い時間もかけずに、一つのテーマ 5 分程度でできるよう
な研修の題材を、数多くこれから取り組みたいと思っているところでございます。
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【司会：砂川】
時田さん、ありがとうございました。うかがっていてびっくりしました。すごく先進的な
取り組みで、こういったツールをうまく活用しながら、しかも、単に一方的じゃなくて、現
場の職員も一緒に入りながら双方向で組み立てていく。素晴らしいなと、今すごく感動しま
した。他の皆さまからも、では麻生さん、どうぞお願いいたします。
【麻生氏】
時田理事長、ご質問ですけれども、先進的にいろんなことを取り入れられておりますけれ
ども、例えば事業規模、今回の切り口として事業規模が大きいほど、そういうメリットとい
う部分で言うと、もちろん人材が集まりますね。福祉介護事業に従事するということで募集
はかけるんですけれども、その中にもそういう特殊な技術を持った職員もいますし、発想を
持った職員もいますので、先ほどおっしゃったような、例えば YouTube 等を活用したものに
つなげていく研修に結び付ける、そういうアイデアを持った職員さんも集まりやすいと思
うんです。時期的なところで言うと、事業規模の拡大に合わせて人材がそろい始めてどのぐ
らいから、そういうものがやりやすくなったかなという感覚はございますか。
【時田氏】
私どもも、新卒採用に本格的にかじを切り始めたのは、今から約 6 年ほど前です。それま
では、初任者研修等の場に集まってきている、つまり中途採用か、もしくは全くの経験のな
い方中心の採用で行っておりました。あんまり新卒には注力していなかったのですが、長期
的に考えてみると、新卒採用というのは、ある一定の人材がプールされている場であるとい
うことは間違いありませんし、言ってみれば、そこに釣り糸を垂れるというのは、たくさん
魚がいるところに釣り糸を垂れるほうが釣る確率は高いということは当然ですから、新卒
採用に注力しましたけれども、かなりこれにはお金もかけました。学生が集まっている場に
こちらが出向く、その場の設定は幾つもあります。例えばマイナビなどが設定している学生
の説明会ですとか、学生の説明会だけを専門にやっている会社もありましたから、そんなと
ころに出向いていくこともありました。あと、FACE to FUKUSHI という福祉専門の学生の集
まってくるような場もありました。そういうところを活用しながら採用に注力をしている
のが今です。今の若い方たちは、IT ネーティブですから、特に何か教えなくても、もう自
分たちですぐできるんです。そういう意味では、われわれの世代とは根本的に、今の若者の
発想のスキルも違っていると思います。ですので、新卒採用はお金をかければできないこと
はありませんし、法人の魅力を思いっきりそこでアピールできますので、これは採用の、ま
ず一番スタンダードで取り組むべきだと、私たちは思っているところです。
【麻生氏】
ありがとうございます。それと、これは全体の課題の中でなんですが、今、いろいろな形
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で人が集まって、変な話ですが、10 年前あるいは 20 年前と比べると、福祉の職場にお集ま
りいただく方々の様相が変わってきているところもあると思うんです。もちろん、高齢者の
ほうで言うと、介護福祉専門学校を出てきた子たちというのはかなり減ってきております
し、そういう勉強をしてきた者が減っているんです。一方で、中途採用の方々も増えてきて
いる状況の中で、近ごろ思うのが、多様性であったり、いろいろな状況の中でいろいろな人
たちが、どこに合致するかなという組み合わせを、この子はこの辺が合うのではないかとい
う部分を、日ごろ考えている状況です。その辺りはいかがでしょうか。
【時田氏】
おっしゃるように、
新卒で採用できる人数というのは、多くても 20 名弱くらいですから、
中途採用者のほうが圧倒的に多いのは間違いありません。今、現実に私どもの法人でも、最
高齢で 83 歳の方が働いてくださっていますし、まさに多様性のるつぼだと。外国人の人材
も、今、インドネシア、ネパール、ベトナム、それからコンゴという国から働いている、そ
んなふうに、まさに多様性の現場であるということは間違いないのですが、中途採用の方も
新卒も、研修のプログラムは同じです。採用時の研修、6 カ月研修、それから 1 年次、2 年
次、3 年次まで、同じ研修のプログラムに乗っていただいています。これは全員対象。それ
と、別途で専門研修や、時々に必要な研修、法定研修などを組み合わせて、研修体系はかな
りがっちり、なおかつ全員平等に受講していただくということをベースに行っています。そ
してまた、事業所が多数ありますので、介護とは、経験から学ぶ以外には実力を身に付ける
ことはできないという業務ですから、まさに多様な方たちが多様な現場で多様な経験を積
むということを、人を育てるときの基本的な考え方にしているところです。まだ、もちろん、
全部十分にうまくいっているわけではありませんけれども、1 人がマルチに働けるように、
様々なスキルを身に付けられるように教育をしたいと思っています。その中には、法人の経
営の部門にも、もちろん参画をさせたいと思っています。
【司会：砂川】
ありがとうございました。人事育成の肝みたいなところを、すごく教えていただいた気が
します。ありがとうございました。
【時田氏】
協働化の実現に、本当に具体的な成果もお見えになっていらっしゃるという 2 つの取り
組みは、大変参考になりました。ぜひうかがいたいのは、そのきっかけはある、私どもにも
きっかけはある、それが具体的なアクションにつながって、そして組織化まで行くというプ
ロセスはどんなふうになさったのかというのが、非常に関心のあるところでございます。
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【司会：砂川】
ご質問いただきました。では、いかがでしょうか。中野さま、よろしいでしょうか。お願
いいたします。
【中野氏】
これも答えになっているかどうか分かりませんけれども、やはり一つは「思い」だと思い
ます。気持ちだと思います。その気持ちがどれだけ強いか、みんなと連携をして、そして、
それでやっていくんだという、地域づくりも含めて、その方々が、どれくらい実際にいるの
かということで、やはりそこで、パワーによってそれが可能になってくるのかなとか、やは
り大きいなというふうには、ちょっと感じています。普段はそういった話はなかなかないん
ですけれども、やはりある程度の危機になったときに、先ほど言った、法改正がなったとき
の危機を持ったときに、どれだけの人たちがそれを本当に身近に感じて、そして、これが必
要だというようなものを前に出せるのか、そういった人が、また、リーダーシップをとれる
人がいるのか。それによって、地域で変わってくるんではないかという気はいたします。答
えになっていないと思いますが、よろしくお願いいたします。
【司会：砂川】
松村さまからも、もし何かありましたら、お願いいたします。
【松村氏】
ありがとうございます。冒頭に申し上げたように、私どものきっかけは、地域振興局のほ
うからのお声掛けだったのですが、そのきっかけがございまして。12 法人、社協を除くと
10 の大きなというか社会福祉事業をやっている社会福祉法人があるわけですが、実は規模
の違いや事業の違い、それから地域での活動の違い等々があるわけです。それは本当に、私
どもは合併して、今、十日町市とできていますが、実は町もしくは村のときにできた法人が
ほとんどなわけで、
本当にちいさな村に 1 法人 1 施設の法人がほぼほぼであったわけです。
本当に、その地域の密着で行っているんですけれども、それ以上のことがなかなかなし得な
かったということで、地域振興局というか県の立場としてはそこに業を煮やして、ちょうど
地域包括ケアシステムをつくっていこうという機運が高まっている中で、プラットフォー
ムが必要だということで、そこがきっかけになっております。
今ずっとお話をおうかがいしていて、本当に大きな法人、もしくは、本当に素晴らしいト
ップがいる法人はぐいぐいと、経営もそうですし、職員教育も進められるんだけれども、な
かなか、うちの管内の法人ですと、例えばオーナー法人はほぼないですし、本当に、引き継
ぐにはどうしたらいいか、後継者をどうしたらいいか、もう、つぶれちゃいそうというよう
な、失礼ながらそういった法人もなくはないわけです。そこを何とか、地域、広い意味での
地域で、社会福祉法人の存在を明確にしようと、役割を明確にしようと始まったことも事実
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です。ですので、今、様々な活動、例えば IT とか ICT とかもそうですが、研修を全てリモ
ートで、研究会でやるものは全てアーカイブで、感染症だとかそういったものも全て専用サ
イトを作って、各法人がそこに来ると、しっかりと研修を見られるような、そんな協働化も
行っているところです。以上です。
【司会：砂川】
ありがとうございました。皆さま本当に熱心なディスカッションをいただき、ありがとう
ございました。いったん切って、次のテーマに行きたいと思いますけれども、いいでしょう
か。
・ディスカッション④業務効率化・経費節減
【司会：砂川】
それでは、次のテーマへ参りたいと思います。次は、業務効率化あるいは経費節減などに
ついてです。これにつきましては、協働化のお取り組みにおかれましては、両法人とも非常
に積極的にお取り組みをされ、成果も上げているというふうにうかがっております。ですの
で、この取り組みの要点と、併せて苦労した点や課題もありましたら、教えていただければ
と思います。それでは、まずは中野さまから、どうぞよろしくお願いいたします。
【中野氏】
それでは、福智町の社福連の中で取り組んでいる取り組みを、ご紹介させていただきたい
と思います。当然、地域における地域づくりとともに、会員の皆さん方が納得いくような、
利益があるような取り組みをやっていきたいという思いがありまして、業務の効率化、経費
の削減に伴う取り組みというのを、事務の協働化を行っております。その中で、一つは個人
情報を含む書類の合同処分を実施しております。これは、年月を過ぎた個人情報は処分する
のがなかなか大変で、結構、比較的手間が掛かるということで、事務作業の手間を省いて個
人情報がしっかり守られるというところで、溶解処理をしようと、合同で行うことにしまし
た。1 個当たりの処分単価もコストダウンされ、また、廃棄物のリサイクルもできて、これ
は環境保全にもつながるということで、令和 2 年度ですが、段ボール箱が、処分数が 446 箱
出まして、重量にして 8,360 キロ、これはトイレットペーパーにリサイクルするんですけれ
ども、6 万 8,970 個分にリサイクルできるという形の合同処分で、製紙工場に持っていって
溶解処理をする。これで、皆さん方の手間を省いていこうという取り組みをやりました。
もう一つは、合同で電力割引交渉をやりました。これもたくさんの法人が集まっているの
で、スケールメリットというのを生かしていこうと、経費削減に大きく貢献するということ
で電力会社と交渉をいたしまして、大規模特約割引ということで実現させていただきまし
た。特にこれは高圧電力が中心ですけれども、今後は低圧電力のほうも何とか交渉していき
たいと思っています。今、全体で 1,500 万ほど経費が下がったというところで、ある程度の
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経費削減が見込まれたのかなと思っています。それともう一つは、やっぱりスケールメリッ
トを生かすとなると、共同購入になると思います。共同で購入をして、いろいろな、高品質
で低価格の物を購入していく、そして皆さま方にそれを使っていただくという取り組みを
やっています。その中で、特に今は抗原検査キットが不足しておりますが、これも事前にあ
る程度手配をしておりまして、合計で 1,000 キット、それだけの部分を確保し、いろいろな
方々に安く提供ができるということです。もしくは、各法人で在庫を持っているのを今度は、
今、抗原キットがないですので、必要なところに有効に回して使えるというような取り組み
も行っております。
それと、今現在、これからの取り組みとして一つあるのが、BtoB による企業間契約モデ
ルです。今はどうしても施設と個人が、契約ということで入所されると思うんですけれども、
それは形としてはそうですが、今度は、施設と民間、要するに社福連と企業とを契約をさせ
ていただいて、企業のほうのメリットとしては、いろいろな無料相談ができたり介護の相談
ができたりとか、もしくは、いろいろな施設の紹介をしていただいたりとか、いろいろな相
談にのっているなどです。家族がもし介護になったとしても、そういったいろいろな相談が
無料でできたりするような、要するに、企業としては福利厚生の部分を与えるということと、
あと、こちらの社福連のほうについては、当然デイサービスも入所についてもですが、利用
者確保につながるような取り組みとして、今後はそういった BtoB による企業間モデルとい
うのを、もうちょっと進めていきたいというふうに今考えているところです。以上です。
【司会：砂川】
ありがとうございました。スケールメリットを生かして具体的に成果を上げていること
を、非常に分かりやすくご説明いただきました。ありがとうございました。では続きまして、
松村さま、お願いいたします。
【松村氏】
ありがとうございます。今の中野さんの発表は、本当に参考になりました。ありがとうご
ざいました。われわれは本当にそこまで行っていなくて非常に恥ずかしいですけれども、た
だ、協働化の中で先ほど申し上げたように、マニュアルとか手引書とか、それから例えば事
業継続計画のベースの部分を共有して作成して、それを各法人で共有するという取り組み
は行っております。これは、業務の効率化につながるかどうかはわかりませんが、業務負担
の削減にはつながっているのかなと思っております。
あと、共同購入の話がありましたが、3 年前になりますが、コロナが始まったころですけ
れども、思い起こすと、マスクが町から消えたということがございました。ケア研究会で衛
生用品、PPE の共同購入を手掛けました。事務局が窓口となってアンケートを集計して、結
果的には年間で 1,150 万ほどの取扱金額がありました。その中で、先ほども中野さんが言わ
れたスケールメリットというか、ロットで発注することができましたので、非常に価格単位
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が下がりました。その価格単位が下がった部分を、また単価に還元をして、ケア研究会でも
うけてもどうしようもないので、単価に還元して、会員法人のほうに還元をしたというとこ
ろです。ちなみに、96～97 万円還元することができたことは大きかったと思っています。
単価的には少ないですけれども、そういったことを取り組んでいます。今、検査キットの話
がありましたが、実は PPE 等に関しても検査キットに関しても、相談をしているところでは
あります。協働化事業の中で、経営効率、業務効率化それから経費削減等に関わる部分とい
うのは、私どもの取り組みでは、今こんなところかなと思っています。以上になります。
【司会：砂川】
ありがとうございました。具体的な取り組みを非常に分かりやすくご説明いただきまし
た。では、これらを踏まえて、先生から、もしコメントがございましたら。いかがでしょう
か。
【松原氏】
協働化による共同購入とかマニュアル化とか、確実に成果が出ていると思いました。ぜひ
これを聞いて、今まで以上にもっと真剣に、みんなで共同購入するとか、マニュアルもみん
なで、ベーシックなところだけ作れば、本当に人の時間が削減できます。もっと、今まで以
上に真剣に取り組まなければならないということが、改めて分かったと思います。あと一つ、
人材確保も協働化によって、みんなで福祉を PR するという面ではできると思うんです。先
ほどもちょっとお話がありましたけれども、高校とか大学とかに赴いて福祉全体を PR して
いくという、そういうことも大きな成果になってくると思います。先ほど時田理事長からお
話があった FACE to FUKUSHI も、早稲田大学で話をしたいと来て、Zoom で北海道の方がお
話ししてくださいました。そのように、FACE to FUKUSHI も、一つの法人だけじゃなくてい
ろいろな法人の就職のあっせんをするところですけれども、そうやってみんなで集まって
取り組むということ、これはもっと今まで以上にやらないと、人がどんどん減っていく中で
大変重要なことだと改めて認識しました。ありがとうございました。
【司会：砂川】
先生、ありがとうございました。こういった経費節減や効率化といった点は、大規模法人
のお取り組みでも成果を上げていらっしゃるのではないかと思いますけれども、麻生さん
からも、もし補足がありましたら、お願いできればと思います。
【麻生氏】
補足なんてとんでもございませんけれども、うちの法人でも、十数年前に 1 回、食材の一
括購入というのを、法人のほうで取り組みました。それと、近ごろでは、例えば、複数ある
デイサービスセンターに、1 カ所の調理場で作ったものを配達するというやり方に変えて、
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大体 1,000 万ぐらいは削減になっております。ただ、大規模の一つのメリットというと、こ
ういうことをやるときというのは、何かシミュレーションをしたいというところがありま
して、新しいものを導入するときに、さっきの一括購入とまた反対になるんですけれども、
近ごろの食材とかいうのは、レトルトというかクックチルというか、できたものをそのまま
調理せずに温めるだけというのができているんですけれども、これは栄養も味も良くて、そ
ういうのを、人の確保ができない中で何とかできないかということで、調理の負担を減らす
という意味で一部取り入れてはいるんです。さっきのと逆行するんですけれども、近ごろで
はそういうものをもって、これは大規模のメリットとして、一つの事業所でそういう新しい
ものを取り入れて、良ければ横展開していくというようなことを、事業所が多いからこそで
きるものなのかなと考えております。すいません、先ほどと全然違うところではあるんです
けれども、そういうことで、調理に関してはそういう結果が一応出ています。以上です。
【司会：砂川】
ありがとうございました。皆さまから本当に具体的な取り組みを、いろいろご披露いただ
きました。非常に参考になることが多かったと思います。皆さま、本当にありがとうござい
ました。
・メッセージ
【司会：砂川】
では次のフェーズです。次はもう最後です。この動画を視聴している皆さま方に、どうか
メッセージをいただければと思います。それではすいません、順番に、時田さまから一言ず
つメッセージをちょうだいできればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
【時田氏】
今までいろいろと申し上げてきたことで尽きるかなと思ってはいるのですが、当然です
が、大規模化であったとしても、事業収支が赤字では何にもならないわけです。そこが、当
法人では一時、経営のあまり上手じゃないという中で、幸いに少し持ち直してはきています。
圧倒的に人件費率が高騰していることが最大の要因ではございます。ただ、人材はコストで
はないと思っています。将来のための投資でもありますし、今や人が確保できないために開
設してもなかなか全部開けられないということも多々起きているわけですので、そこをう
まく、経営体としては乗り切っていかなければいけないと思っています。そして、働いてい
る人にとっても、多様な経験ができるということが、自分のキャリアを形成する上でも非常
に良い環境を提供できているのではないかと思っています。自分の特質は働いてみるまで
は分かりませんし、介護の現場でスタートしたけれども将来的には相談職になりたい、もし
くは将来的には経営を担いたい、いろいろなニーズは働いて初めて分かるのだと思います
から、多様な経験をさせてあげることが、育成のもう一つの観点であろうと思っています。
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そして、先ほど申しましたように、法人の機能が拡大していくに伴って、経営を推進する
側のマネジメント層の育成も大いに必要なこと。それこそ大規模化によって一番私がメリ
ットを感じているのは、そうした経営体としての厚みができた。これからも継続して安定し
た地域での存在価値を示していくためにも、全体的なバランスが、介護の現場と経営の法人
本部とのバランスが、うまく取れてきていると思っています。これも大規模化のメリットだ
というふうに感じています。以上でございます。
【司会：砂川】
時田さま、貴重なメッセージをありがとうございました。続きまして、麻生さまからお願
いいたします。
【麻生氏】
私が感じているところで言いますと、事業を拡大するということは、やはり必要に応じて
やっていくべきというのは強く感じております。この必要というものがどこからどういう
ふうに確信を持ってやっていくかという部分ですけれども、近ごろ中長期計画のメンバー
に、広く職員の方々に入っていただくように、今考えて構成しています。さらにその構成メ
ンバーの下に、アンケートであったり、調査をしっかりやって、地域ニーズそれから現状、
ここの比較を何とか検証していけるようにして、事業計画にフィードバックできるように
システムを考えていきたいということで、今チャレンジしてる途中です。多様化ということ
を申し上げましたけれども、今、介護ロボットであったり、それから外国人、この辺りが、
私どもの法人以外、地域の中でもどんどん必要となってくるのでしょうけれども、そこで私
たちがリーダーシップをとれるような教育環境であったりとかが構築していければいいな
と思っております。
先ほど、地域に必要なだけというお話をしましたけれども、やはり、自分たちが想像しな
がら地域に提案していくことも必要だろうと思いますので、そこに関しては収支等も考え
ながら、われわれの事業というのは、どうしてもセーフティーネットとなっているので、一
度始めると途中でやめるというのがなかなか難しいもので、そこら辺は慎重に考えながら
シミュレーションをしながら実施していこうと思っております。以上です。
【司会：砂川】
ありがとうございました。では続きまして、中野さまからお願いいたします。
【中野氏】
私からのメッセージとしては、2 点させていただきたいと思います。座談会中にも話しま
したが、1 つ目は、社会福祉法人の連携・協働は、新たな地域づくりの主体になれることで
す。地域福祉の推進は、住民による地域の福祉力と、社会福祉の専門職の地域を生かす力、
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いわゆる福祉の地域力というのが必要になってくると思っていますので、福祉の専門職を
多く抱えている社会福祉法人には、やはり地域づくりの大きな期待がかかっていると思い
ます。2 つ目は、社会福祉法人の連携・協働は、先ほども紹介した電力割引とか合同購入と
かもそうですけれども、経費削減効果に見るように、スケールメリットを生かした新たな経
営戦略として、大きな役割を果たしていく可能性があることです。これらのことを理解して
いきながら、ぜひ取り組んでいただきたいし、令和 4 年 1 月 5 日付で、厚生労働省の擁護局
長のほうから、
「地域公益事業を含む地域における公益的な取組及び職員の処遇改善の取組
の積極的な実施について」という通達が出されています。これは各法人宛てに周知されてい
ると思いますので、ぜひこの通知を、やはり社会福祉法人がもっと地域の中で頑張ってくだ
さいという言葉掛けだろうと思いますので、この連携・協働をきっかけとして取り組んでい
ただきたいと思っております。以上です。
【司会：砂川】
ありがとうございました。それでは、松村さま、よろしくお願いいたします。
【松村氏】
皆さま方から本当に良いご示唆をいただいて、私が最後で緊張してしまいますけれども、
やはりわれわれは、社会福祉法人とは何なのかということをちゃんと突き詰めていくのが、
この協働化・連携だと思います。われわれのミッションは、今、中野さんも言ってください
ましたけれども、まず、地域づくりのミッションがあるということです。その上で私は、連
携というのは、社会福祉法人だけではなくて医療とつながらないと、まずはいけないと思っ
ています。医療と介護、福祉、この連携を今、一生懸命考えています。これが必要だからで
す。というのは理由がありまして、われわれの中山間地では人口減少や超高齢化、それから
生産年齢人口も本当にダウンです。ここ 10 年先がどうなるのかという推計が出ていますけ
れども、非常に人材の枯渇、人自体がいなくなる、高齢者もいなくなるという姿が見えてい
ます。ですから、この連携をすることによって、今の姿から未来の姿を描いていく、その役
割があると思っています。
地域づくりの中では、経済や商業、工業の方々ともつながろうと考えています。その中で
は、例えば農業との連携、農福連携を、今、一生懸命進めています。それから、十日町、津
南町、この妻有地域は「大地の芸術祭」という現代アートの祭典があるんですけれども、そ
れをきっかけとして、芸術との連携も考えています。つまり、あらゆる可能性に福祉は挑戦
することができる、そんな可能性があるということを、従事する皆さま方にも共有しながら、
この法人連携を進めていければと思っています。ただ、その在り方として法人化がいいのか、
それとも別の形がいいのか、それは今後の大きな課題となっていることは事実です。また、
皆さま方のご意見それから実践例を参考にしながら、考えていきたいと思っています。今ま
さに、われわれは迷える子羊かもしれませんけれども、今、先を見なければいけないんだと、
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強く感じているところです。以上です。
【司会：砂川】
メッセージをいただき、ありがとうございました。では最後に、松原先生からもメッセー
ジをいただければと思います。よろしくお願いいたします。
【松原氏】
地域共生社会をつくるためには、当然それは支え支えられる、そういう住民の関係を構築
しなければならないのですが、これは一歩間違うと、住民が主役な分だけ、ある住民にとっ
てはかえって生きづらい、
「みんなで協力し合わなければいけない」みたいな、
「それに参加
しない人は駄目」みたいな同調圧力で、生きづらかった人がますます生きづらくなるような、
そんなことになったら駄目なわけです。地域共生社会は、本当にそういう意味でも難しいと
思うのですが、でも、つくらなければいけない、人口激減社会の中でこれをつくっていかな
ければいけない、その中でやはり、社会福祉法人という福祉のプロが中核になるというのが
非常に肝なんだろうと思うんです。そういう生きづらい人がますます生きづらくならない
ような形で、支え支えられる、支え合う関係の構築、地域文化をつくっていく、これはまさ
に社会福祉法人の使命だと思います。これは、地域共生社会と言われたからやれなければい
けないということではなくて、昔から、社会福祉法人ができたときから、この社福の使命と
いうのはそういうものだと思っています。
その地域共生社会を実践するのは当然人で、また、社会福祉法人の費用の構成比率を見れ
ば、人件費率が 7 割を超えるという状況にあるわけで、皆さんの今日のお話をうかがってい
ても、やはり人が一番の課題なんだということを改めて実感しました。人が福祉を、みんな
3K 扱いされてどうするんだと言われますけれども、高校生白書のウェブ版がありまして、
この高校生白書を見ますと、実は高校生が将来なりたい職業の第 8 位は福祉なんです。この
事実はしっかり重く受け止めて、高校生がなりたい職業の 10 位以内に入っているのが福祉
なんだと、この自信を持って、ますます今の職場をわくわくするものに、いかにしていくか。
お金儲けのものではないのです。福祉ってすごいですよね。他の、日本というか世界中にあ
る組織のほとんどはお金もうけのためにやっていると思いますけれども、そうではなくて、
お金儲けが目的ではなくて、地域をつくっていくぞと、福祉を実践していくぞと、それが目
的のこの社会福祉法人が地域でなくなるということは、地域にとって本当に地域財産がな
くなってしまうことです。社福がなくなっていいわけがない。この社会福祉法人が地域でそ
の役割を全うするためにも、ぜひ、今回のように、いろいろな社福で話し合って、お互いの
いいところや悪いことを話し合って、こうしたらいいんだというのを考えていく、そういう
場をどんどんつくっていっていただきたいと思います。本日は、皆さん本当にありがとうご
ざいました。
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【司会：砂川】
先生、ありがとうございました。皆さま、本当に本日は貴重なお話をありがとうございま
した。ではこれにて、
「大規模化・協働化における、サービスの質の向上、経営の効率化に
つなげるための要点と課題」についてのパネルディスカッションを終了させていただきま
す。ご視聴いただきまして、ありがとうございました。
以上
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