
2022’
上位認証基準について

社会福祉法人

京都府社会福祉事業団



京都府立の社会福祉施設運営を

任された社会福祉法人です

わたしたちは…

児童、高齢者、障害、生活困窮者への福祉から、

医療まで、幅広いフィールドのある職場

目 次

５つの基準項目に沿って、上位認証取
得後の変化を紹介いたします。

１ 福祉職場のイメージアップと
人材確保

２ 若者が未来を託せるキャリア
パスと人材育成Ⅰ

３ 若者が未来を託せるキャリア
パスと人材育成Ⅱ

４ 働きがいと働きやすさが両立
する職場づくり

５ 社会貢献とコンプライアンス
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１ 福祉職場のイメージアップと人材確保

職員が自分のことばで
福祉の仕事を語れるように…

・大学と、講義やリカレント教育で連携
職員が壇上で福祉の仕事を直接紹介

・２年目職員参画の内定者プログラム開始

・ホームページに体験エピソードを掲載

・カメラを手に、施設や同僚紹介動画を制作

・日々の風景や想いをSNSで発信
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１ 福祉職場のイメージアップと人材確保

多様なツールや方法で
多くの求職者にアプローチ

・発信方法の多様化
ツール導入：Instagram・Twitter・LINE・YouTube

オフラインからオンラインへ
：web説明会（事務局発信）
webトーーク（施設と中継）

ホームページのリニューアル
：職員の明るい笑顔の写真を掲載

webでのエントリー開始
希望職種ごとに情報を整理して掲載

マンガ冊子を制作

支援系か、医療系か？

新卒採用か、中途採用か？
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２ 若者が未来を託せるキャリアパスと人材育成Ⅰ

人を育てる みんなで育てる

人材育成の５つの柱

１ エルダー制度 入職後６か月を先輩職員がサポート

２ キャリアパス ２種類のキャリアパスで組織力と専門性を向上

３ 研修体系 新しい研修テーマやオンデマンド方式等も導入

（LGBTQや看取り、感染症など）

４ 人事考課制度 上司との面談での目標管理と評価

給与への反映も開始

５ ジョブローテーション
施設間の人事異動で新たな知識や技術を習得

P4



２ 若者が未来を託せるキャリアパスと人材育成Ⅰ

入職後の不安や悩みに寄り添う
エルダーも共にサポート

・エルダー制度の充実
（入職後６か月間をサポートする制度）

→終了後のアンケート結果をふまえて改善

・目標管理シートの簡素化
・毎月の目標設定から、３か月ごとの目標へ
・勤務シフトへの配慮
・期間中にエルダー座談会を開催
・「エルダー制度の手引き」の見直し

平成２９年３月版 令和４年３月版

毎年 改訂
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２ 若者が未来を託せるキャリアパスと人材育成Ⅰ

研修のテーマ設定を幅広く！
参加スタイルもさまざまに…

・新規の研修テーマ
→人権研修「LGBTQとは」
→看取りについて
→茶道体験

京都の文化・おもてなしの心

・オンデマンド方式研修の導入で

受講者数が大幅にUP↑
45テーマの研修を自由に受講できるように契約

研修参加実績
R1 249名
R2 672名
R3 1,120名
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３ 若者が未来を託せるキャリアパスと人材育成Ⅱ

新任層 初期層 前期中堅層 後期中堅層

熟達層

指導層 管理職層 施設長層

すでに働いた経験のある方は、前歴に応じて給与の格付けを
するため、格付けに応じた階層にジャンプ！
（ただし、１年目は全て新任層）

研修体系と人事考課制度で
育成をサポート

１７名 ２３名 １３名 ３２名

４０名 １５名 ５名

３６名

京都府社会福祉事業団
【法人共通】

キャリアパス
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３ 若者が未来を託せるキャリアパスと人材育成Ⅱ

給与格付けとキャリアパスの階層
設定とを完全に連動させた！

変更前：勤続年数で設定
→変更後：給料表の号給で設定

・キャリアパスが人材育成の仕組みの柱に！

→研修体系と連動
→人事考課制度と連動
→成長を評価し、賞与に反映

目標１
計画の達成
への目標

目標２
キャリアパ
ス階層で求
められる力
の向上をめ
ざした目標

考課期間中
３回の面談で

サポート

人事考課シート（新任層版）
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４ 働きがいと働きやすさが両立する職場づくり

法定以上の休暇日数を入職時から付与！

有給休暇取得率は12.42%UP

R①44.95% →  R②55.06% →  R③57.37%
（法定日数ベース51.9%）

・取得可能な休暇
年間休暇日数 １２５日…①（土日祝分）

有給休暇 ２０日…②

リフレッシュ休暇 ３日…③

合計 １４８日（①＋②＋③）
その他 病気休暇、特別休暇（産前産後等）、育児休暇、介護休暇

子の看護・参観休暇、健康診断受診等あり

翌年に２０日間
までは繰越可能

（最長４０日間保持）

タブレット機器や
グループウェアを導入し
業務効率化を推進
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４ 働きがいと働きやすさが両立する職場づくり

京都府の「子育て環境日本一に向けた

職場づくり行動宣言！！」に参画

子育て応援ハンド
ブックを作成し、
各種制度を
紹介しています

・子育てにやさしい職場をめざした環境整備
→不妊治療のための特別休暇制度の創設

→育児のための短時間勤務の拡充 など

役付き女性職員の割合

R②51.5%→

R④62.5%
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４ 働きがいと働きやすさが両立する職場づくり

健康で長く働き続けることが
できる組織をめざして～制度充実！

・人間ドックへの補助をスタート
→節目の年齢は、無料で受診可能！
→非正規職員や配偶者へも補助

・ストレスチェック結果を組織の改善に！
→施設単位の分析から改善策を検討
→管理職への指導や相談対応
→高ストレス者へのサポート

・旅行時の宿泊代補助や職員同士のスポーツ
やBBQ等交流会・サークル活動などを支援

平均年齢

43.2歳

平均勤続年数

13.2年

開催の再開を待ち望む
各種交流会
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５ 社会貢献とコンプライアンス

◆ 学校の講義や福祉体験等で若者への理解促進

◆ 講座の開催等広く地域住民へ発信

◆ 地域活動への参画や利用者との清掃等で貢献

◆ 毎年の第三者評価項目による自己点検

医療・福祉の専門性を地域に還元

公立施設としてコンプライアンスの意識醸成

◆ 各種規程及び法改正等の遵守

多くの方に
活用してもらえる
よう認知度の向上
が課題です！
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社会福祉法人
京都府社会福祉事業団

独自の取組みについて



６施設・１事業を運営

・京都府立心身障害者福祉センター（城陽市）
・京都府立洛南寮（京田辺市）
・京都府立東山母子生活支援施設（京都市東山区）
・京都府立視力障害者福祉センター（京都市左京区）
・京都府立桃山学園（京都市伏見区）
・京都府立こども発達支援センター（京田辺市）
・京都府発達障害者支援センター（京都市伏見区）

戦後：昭和22年以降 設置された
京都府立の５つの社会福祉施設は
京都府が直接運営していた

昭和52年 京都府が府立施設の運営を委託
するために社会福祉法人を設立
＝「社会福祉事業団」という形態

昭和52年 心身障害者福祉センターを新設
運営を受託

他５施設の運営も順次運営を
受託していく

平成18年 地方自治法改正により、委託から
指定管理者制度へ移行（一括選定）

平成19年 発達障害者支援センター開設
運営を受託

現在に至る

45年
の運営実績があるのに…

（公設民営）

複数の施設を運営する

グループ法人として

【START】
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グループ法人の

職員を採用しているのに…

職員総数 321名

平均年齢 43.2歳

平均勤続年数 13.2年

33種類の職種

常勤職員248名/非常勤職員73名

施設ごとではなく、

人件費 約15億円

（福祉職・医療職）

P2



グループ法人としての認知度が低い！課題

（一つ一つの施設は歴史もあり、地域にも親しまれているが、「京都府社会福祉事業団」の名前が浸透していない）

■ 施設ごとに設置された歴史が異なっており、後にグループ化したが、統一性を持ちにくい。

■ 種別の違いや、設置場所が離れていることもあり、一体となった注目事業がない。

京都府社会福祉事業団でしかできない
ことを追求し、グループ法人としての
ブランディングが必要
キーワード：連携・包摂性・公的責任

課題を克服するために…
中期運営計画に
将来像を描く！
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改めて考える独自の特徴とは？ ―他法人との違い―

社会を包摂する
社会福祉法人

府立施設を運営する責任

社会のセーフティネット

“総合”社会福祉法人

救護施設や児童養護施設など、社会におけるセーフティー
ネットとしての役割

指定管理として府立施設の運営管理を代行する責任
府民の安心・安全・信頼を守る責任

様々な種別の施設を一括運営
複雑に絡み合った課題にも多様な支援で対応
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社会を包摂する社会福祉法人として

幅広い5つの分野を支える人材の育成と組織づくりを実践

高齢者
サポート

障害者
サポート

医療
サポート生活困窮

児童
サポート

医療・福祉

▶心身障害者福祉センター
附属リハビリテーション病院

▶洛南寮 養護老人ホーム

▶洛南寮 救護施設

▶東山母子生活支援施設

▶桃山学園 児童養護施設

▶桃山学園 障害児入所施設

▶こども発達支援センター

▶心身障害者福祉センター 障害者支援施設

▶視力障害者福祉センター

▶発達障害者支援センター
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独自の取組み①

人事異動（ジョブローテーション）で複数施設を経験

入職時 入職5年目 入職15年目

Step up ▶複雑多岐にわたる課題への

対応力の向上

▶深まる福祉への理解・経験

▶総合職としてのキャリア形成

職員の強み・自信につながる

児童

福祉施設

障害

福祉施設

高齢

福祉施設

異動 異動

【例】
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異なるジャンルの施設が連携 ～｢化学反応｣による新たなチャレンジ～

相互の事業も充実

求められるニーズを新たな形で実現

附属リハビリ
テーション病院

こども発達
支援センター

桃山学園
障害児入所施設

桃山学園
児童養護施設

こども発達
支援センター

（放課後等デイサービス）

発達障害者
支援センター

・障害「児」から障害「者」への切れ目のない支援をめざし、
同種のセラピストが開催する勉強会で知識・技術の研鑚

・児童養護施設に入所した障害児を、障害児入所施設へ措置変更
することで、安定した生活を維持したまま専門的支援を実施

・発達障害者支援センター職員による定期的なコンサルテーショ
ンを受け、全国のモデルとなる放課後等デイサービスをめざす

独自の取組み②
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異なる職種・施設の職員同士が連携― 相互に力を高めあう ―

▶支援のスーパーバイズ

▶「施設間実習」による異なるジャンル

の支援を体験

▶相互に知識や技術を交換

▶新型コロナウィルス発生時の職員の

応援派遣

医療

独自の取組み③

異なる視点をサービス向上に反映

職員の経験値が組織力に反映

児童

障害

高齢

生活困窮
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法人の特徴

・府立施設を運営する責任
・社会のセーフティネット
・“総合”社会福祉法人

独自の取組み

①ジョブローテーションの効果を
武器に

②異なる事業間が連携して新たな
事業の可能性を生む

③異なる職種や施設間で職員同士
が連携してさらなる向上を

マルチでスペシャルなプレーヤーを育成できる組織へ

多様な経験や事業連携によって
培われる自己解決能力
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マルチでスペシャルな

プレーヤーが活躍し、

法人の将来像を実現！

社会を包摂する社会福祉法人として

実現したい つの将来像３
・利用者一人一人の満足度を向上し続ける事業団
・地域や企業、大学など様々な主体とともに歩み続ける事業団
・人・財力を高め、強固な組織へと進化し続ける事業団

京都府民幸福度の最大化
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