
平成２７年度 第１回  

東京都社会福祉協議会 社会貢献事業検討委員会 

日時：平成２７年７月３０日（木） 

午後２時～４時 

会場：飯田橋セントラルプラザ４階 

   都民連会議室 

１ 挨 拶  

２ 委員紹介 

  ３ 正副委員長選出 

４ これまでの検討経緯及び「中間のまとめ」について 

  ５ 平成２７年度の取組みについて 

   （１）平成２７年度社会貢献事業に関する事業計画 

   （２）社会貢献事業に関する社会福祉法人のネットワーク化モデル事業 

   （３）社会福祉法人の社会貢献事業に関する区市町村社協情報交換会 

   （４）社会福祉法人による「社会貢献活動」事例の募集について 

   （５）普及啓発小委員会の設置について 

   （６）広域連携事業に関する情報収集について 

   （７）東社協社会貢献事業局内プロジェクトについて 

  ６ 意見交換 
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氏　名 所　　　属

1 小林　良二 東洋大学　教授 学識経験者

2 中島　修 文京学院大学　准教授 学識経験者

3 品川　卓正
東社協　社会福祉法人協議会会長
村山苑　理事長

法人・施設代表

4 相羽　孝昭
東社協　社会福祉法人協議会代表
アゼリヤ会　常務理事

法人・施設代表

5 西岡　修
東社協　東京都高齢者福祉施設協議会代表
白十字ホーム　施設長

法人・施設代表

6 高澤　勝美
東社協　知的発達障害部会代表
武蔵野デイセンター山びこ　理事・施設長

法人・施設代表

7 下竹　敬史
東社協　保育部会代表
さくら福祉会　さくら保育園　理事長・施設長

法人・施設代表

8 武藤　素明
児童・女性福祉連絡会代表
二葉保育園　常務理事、二葉学園・二葉むさしが丘学園統括園長

法人・施設代表

9 坂本　尚史 東京都福祉保健局総務部事業推進担当部長 行政・地域代表

10 榎本　圭介 品川区福祉部長 行政・地域代表

11 伊藤　幸寛 三鷹市健康福祉部長 行政・地域代表

12 伊藤　重夫
区市町村社会福祉協議会　区部代表
杉並区社会福祉協議会　事務局長

行政・地域代表

13 粕谷　静男
区市町村社会福祉協議会　市町村部代表
調布市社会福祉協議会　事務局長

行政・地域代表

14 山崎　美貴子
東京ボランティア・市民活動センター所長
神奈川県立保健福祉大学　顧問・名誉教授

行政・地域代表

15 大江　義宏
民生児童委員協議会代表
都民連常任協議員・練馬区民児協代表会長

行政・地域代表

16 小林　秀樹 東京都社会福祉協議会　事務局長 東社協事務局

東社協　社会貢献事業検討委員会　委員名簿

任期：平成27年6月1日～平成28年3月31日



東京都社会福祉協議会社会貢献事業検討委員会設置要項  

平成 27 年５月 29 日 

東京都社会福祉協議会

１ 目的 

社会福祉法人が主体性、開拓性、先駆性、公共性等に基づき、地域のニーズに率先

して応えるため、都内で社会福祉事業を営む社会福祉法人が連携して実施する社会

貢献事業のあり方について検討し、会長に提言する。

２ 検討方針 

（１）多くの法人・施設が地域の中で社会貢献活動に参加できるよう、法人の特性や

地域の実情に即して実施できる柔軟なメニューを検討する。

（２）区市町村域におけるネットワーク化、検討の状況を踏まえ、全体のスキーム、

財源、広域における事業等を検討する。

（３）社会福祉法等改正に伴う国の動向と調整しつつ検討していく。

３ 検討期間 

平成 27 年 6 月～平成 28 年 3 月（予定） 

４ 委員構成（16 名） 

（１）学識経験者 2 名

（２）法人・施設代表

① 社会福祉法人協議会会長

② 社会福祉法人協議会代表

③ 東京都高齢者福祉施設協議会代表

④ 知的発達障害部会代表

⑤ 保育部会代表

⑥ 児童・女性福祉連絡会代表

（３）行政・地域代表

① 東京都福祉保健局総務部事業調整担当部長

② 行政（区部・市部）

③ 区市町村社会福祉協議会代表 2 名（事務局長級、区部・市部各 1 名）

④ 東京ボランティア・市民活動センター所長

⑤ 民生児童委員協議会代表

（４）東社協事務局

① 事務局長

５ 小委員会  

○細目の調整のため必要に応じ、小委員会を置く。

６ 運営  

  委員会には委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

７ 事務局 

  東京都社会福祉協議会福祉部社会貢献等特命担当に事務局を置く。



東社協 社会福祉法人協議会における社会貢献事業検討の経緯（平成２５年度） 

１．大阪府社協老人施設部会役員を招いた社会貢献活動に関する勉強会の開催〔法人協調査研究委員会〕 

（平成２５年６月２８日）

２．社会貢献推進委員会の設置（平成２５年７月１９日） 

 ①委員構成

氏名 所属法人名 法人における役職

委員長 相羽 孝昭 社会福祉法人アゼリヤ会 常務理事

斉藤 弘美 社会福祉法人大洋社 常務理事

品川 卓正 社会福祉法人村山苑 理事長

関根 陸雄 社会福祉法人徳心会 常務理事

田中 雅英 社会福祉法人大三島育徳会 常務理事

 ②開催回数 平成２５年８月以降、計８回開催

 ③委員会における検討内容 

 ＊東京における社会貢献事業のイメージ等について検討した。

  ＊大阪府社協、神奈川県社協、埼玉県社協社会貢献事業の実施（検討）状況に関する視察 

３．会員法人等への普及啓発・説明 

①シンポジウムの開催 

＊テーマ：「首都東京の福祉を考える生活困窮者の支援において社会福祉法人が果たす役割とは？ 

～社会福祉法人が存在意義を発揮するために～」 

＊開催日：平成２５年１２月５日（参加人数：２０９名） 

  ＊プログラム 

〔基調講演〕 

   「社会福祉法人がいま問われているもの ～生活困窮者の支援において社会福祉法人が果た

す役割と使命～」 

講師：日本社会事業大学大学院特任教授、（公財）テクノエイド協会理事長 大橋謙策 氏 

  〔シンポジウム〕 

 「施設運営から見える生活困窮問題  ～法人としての支援のあり方を探る～」 

〔コーディネーター〕大橋 謙策 氏 

〔シンポジスト〕 

〇社会福祉法人大三島育徳会 特別養護老人ホーム 博水の郷 

 常務理事・施設長 田中 雅英 氏（主に高齢者の分野から） 

〇社会福祉法人村山苑 トータルケアサポートむらやまえん生活相談所 

責任者 本間 克也 氏（主に障害者の分野から） 

〇社会福祉法人同胞援護婦人連盟 児童養護施設 こどものうち八栄寮 

施設長 大村 正樹 氏（主に児童・女性の分野から） 

②社会貢献ＦＡＸニュースの発行：３回 

４．その他 

①厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室長との意見交換会 

＊出席者：法人協役員、東社協各施設部会役員、東社協事務局 

＊開催日：平成２５年１２月１１日 



東社協 社会福祉法人協議会における社会貢献事業検討の経緯（平成２６年度） 

１ 社会福祉法人協議会 平成２６年度事業計画における「社会貢献事業の検討」の内容 

①社会貢献事業の検討（東京きずな事業推進委員会（仮称）の設置） 

②活動の方針  

○国の施策動向や先進事例を参考にしつつ、東京都の地域実情に応じた社会福祉法人による社会

貢献事業実施の可能性について検討を進める。 

○検討を進めるにあたっては東社協各施設部会とも十分連携をし、かつ会員法人等に検討内容が

伝わるように情報提供を適宜行っていく。 

③実施計画 

○東京きずな事業推進委員会（仮称）と実行委員会の設置による事業の仕組み、人材育成等に関

する検討 

○先進事例（大阪府、神奈川県等）等必要な情報の収集・調査研究の実施 

○ニューヨーク視察研修の実施（中止した） 

○社会貢献事業や生活困窮者支援に関する普及啓発（研修会等）の実施 

○検討内容の会員法人、各施設部会等への情報提供や必要に応じての懇談実施 

２ 社会貢献事業推進委員会及び実行委員会の設置及び検討    

   ①社会貢献事業推進委員会 

〔委員構成〕社会福祉法人協議会関係役員、東社協各施設部会からの推薦役員、東社協事務局長 

         ２１名（委員長：至誠学舎立川 理事長 髙橋利一） 

   〔開催状況〕平成２６年４月２５日以降、計４回開催  

   ②実行委員会 

〔委員構成〕社会福祉法人協議会関係役員 ５名（委員長：アゼリヤ会 常務理事 相羽孝昭） 

   〔開催状況〕平成２６年４月１１日以降、計６回開催 

３ 意見集約等の取り組み 

   ①区市町村社協事務局長会で説明（６月２５日） 

   ②東社協総合企画委員会で説明、意見交換（７月１６日）  

   ③施設部会連絡会で説明、意見交換（７月２２日） 

   ④区市町村社協事務局長会幹事会で説明、意見交換（１０月８日） 

   ⑤区市町村社協事務局長会で説明、意見交換（１０月２３日） 

   ⑥区市町村社協事務局長会幹事会で説明、意見交換（１１月７日） 

⑦各施設部会への意見収集の依頼（９月末締切） 

⑧都内の社会福祉法人を対象としたアンケートの実施（９月末締切） 

４ 各施設部会等での説明、意見交換等 

   平成２６年５月１４日以降、全１２部会において計１５回 



５ 会員法人等への普及啓発・説明 

（１）第１回社会貢献事業に関するセミナーの開催 

①テーマ「今、社会福祉法人が行動するとき～東京における社会福祉法人の連携による社会貢献事

業の実施に向けて～」 

②開催日 平成２６年９月８日（参加人数：３６６名） 

   ③プログラム 

〔講演１〕テーマ「社会福祉法人を取り巻く情勢と今求められている役割」 

           講師 全国社会福祉法人経営者協議会 総務委員会委員長 

社会福祉法人中心会 理事長 浦野 正男 氏 

〔講演２〕テーマ「地域が社会福祉法人に求める社会貢献事業の取り組み」   

講師 ルーテル学院大学 教授   和田 敏明 氏 

〔説明１〕東京における社会福祉法人が連携した社会貢献事業の実施案について 

        社会福祉法人協議会として社会貢献事業を推進する理由 

     社会福祉法人協議会 社会貢献事業推進委員会 実行委員会委員長   

社会福祉法人 アゼリヤ会 常務理事   相羽 孝昭  

〔説明２〕東京における社会福祉法人の連携による社会貢献事業の実施案の説明    

     東京都社会福祉協議会 福祉部長  原 幹生 

（２）知的発達障害部会 経営研究会研修会（第２回）における説明 

  ①開催日 平成２６年１１月１９日（参加人数：６３名） 

②プログラム 

〔講演〕テーマ「社会福祉法人を取り巻く情勢と今求められている役割」 

講師  社会福祉法人 中心会 理事長 浦野 正男 氏 

〔説明〕東京における社会福祉法人が連携した社会貢献事業の実施案に関する検討状況について

説明  東京都社会福祉協議会 福祉部  

（３）第２回社会貢献事業に関するセミナーの開催 

①テーマ「今、社会福祉法人が行動するときPart２～東京における社会福祉法人の連携による社会

貢献事業の実施に向けて～」 

②開催日 平成２７年３月６日（参加人数：３００名） 

   ③プログラム 

〔情勢報告〕テーマ「社会福祉法人を取り巻く情勢と今後、社会福祉法人に期待される役割 

～社会保障審議会福祉部会の報告を踏まえて～」 

           講師 全国社会福祉法人経営者協議会 政策企画部長 笹尾 勝氏 

 〔東京における社会福祉法人が連携した社会貢献事業の実施案について〕 

      １．社会福祉法人協議会として社会貢献事業を推進する理由 

           東京都社会福祉協議会 社会貢献事業検討委員会 委員 

     社会福祉法人協議会 社会貢献事業推進委員会 実行委員会委員長   

社会福祉法人 アゼリヤ会 常務理事   相羽 孝昭  

２．東京における社会福祉法人が連携した社会貢献事業の実施案の説明    

     東京都社会福祉協議会 福祉部長  原 幹生 

６ その他 

①四都府県連絡会（大阪府、神奈川県、埼玉県、東京都各社協の社会貢献事業に関する連絡会） 

  第２回連絡会への参加（大阪府社協主催） 

  第３回連絡会の開催 

②全国社会福祉法人経営者協議会 平成26年度生活困窮者支援等モデル事業の実施 



  法人協としてモデル事業の実施を申請し社会貢献事業の検討について１５０万円の助成 

③他府県の取り組みに関する情報収集（委員及び事務局） 

  ○平成２６年４月１８日 大阪府社協 社会福祉貢献事業（生活困窮者レスキュー事業）実践報告

会ならびに意見交換会・交流会への参加

  ○平成２６年５月８日  神奈川県社協 事務局へのヒアリング

  ○平成２６年５月３０日 埼玉県社協 事務局へのヒアリング

  ○平成２６年６月２０日 埼玉県社協 社会福祉法人の社会貢献活動に関するセミナーへの参加

  ○平成２６年７月１０日 神奈川県社協 事例発表会への参加

  ○平成２６年８月２９日 埼玉県社協 キックオフセミナーへの参加

■社会福祉法人協議会 社会貢献事業（東京きずな事業〔仮称〕）推進委員会 委員名簿 

№ 部会名等 部会等における役職 委員名 所属法人・施設 

1 社会福祉法人協議会 会長 髙橋 利一 至誠学舎立川（理事長） 

2 社会福祉法人協議会 副会長 田中 正己 三祉会（理事） 

3 
社会福祉法人協議会 
身体障害者福祉部会 

副会長（※６月まで） 
部会長 

横内 康行 
あいのわ福祉会 綾瀬あかしあ
園（理事・施設長） 

4 
社会福祉法人協議会 
保育部会 

副会長・青年経営者会会長 
常任委員 

下竹 敬史 
さくら福祉会 さくら保育園 
（理事長・施設長） 

5 社会福祉法人協議会 社会貢献事業推進委員実行委員長 相羽 孝昭 アゼリヤ会（常務理事） 

6 社会福祉法人協議会 社会貢献事業推進委員実行委員 斉藤 弘美 大洋社（常務理事） 

7 社会福祉法人協議会 社会貢献事業推進委員実行委員 品川 卓正 村山苑（理事長） 

8 社会福祉法人協議会 
社会貢献事業推進委員実行委員 
広報委員長 

関根 陸雄 徳心会（常務理事） 

9 
社会福祉法人協議会 
東京都高齢者福祉施設
協議会 

社会貢献事業推進委員会実行委員 
総務委員長（常任委員） 田中 雅英 

大三島育徳会・博水の郷 
（常務理事・施設長） 

10 社会福祉法人協議会 調査研究委員長 
石渡 健太

郎 
東京光の家（常務理事） 

11 社会福祉法人協議会 研修委員長 神田 明啓 芳洋会（理事） 

12 医療部会 部会長 谷水 勝宏 
桜ヶ丘社会事業協会 
（常務理事） 

13 更生福祉部会 副部会長 山下 深志 
特別区人事・厚生事務組合社会福
祉事業団 塩崎荘 
（施設長） 

14 救護部会 部会長 小林 健治 黎明会 あかつき（施設長） 

15 知的発達障害部会 事務局長 高澤 勝美 
武蔵野 デイセンター山びこ 
（理事・施設長） 

16 障害児福祉部会 副部会長 草野 時典 
天童会 秋津療育園 
（法人事務局長） 

17 児童部会 部会長 
佐々木 晶

堂  
蓮花苑  れんげ学園 
（理事長・統括学園長） 

18 乳児部会 委員 久田 賢治 
聖友ホーム 聖友乳児院 
（副院長） 

19 母子福祉部会 副部会長 今泉 峰子 
墨田区社会福祉事業団  
スマイルホームすみだ（施設長） 

20 婦人保護部会 副部会長 細金 和子 
慈愛会 慈愛寮 
（理事・施設長） 

21 東社協 事務局長 小林 秀樹   



平成２７年度 社会貢献事業に関する事業計画

東京都社会福祉協議会

１ スキーム・事業の検討

（１）社会貢献事業検討委員会 5 回（７月、11月、12 月、1月、2月） 

（２）小委員会

  ①広域事業の検討

  ②財源の検討

２ 地域連携支援（地域におけるネットワーク化の推進）

（１）モデル事業 ６カ所（荒川区、練馬区、府中市、国立市、多摩市、東村山市）

（２）ネットワーク立ち上げ支援

（３）地域ネットワーク関係者連絡会の開催

３ 普及・啓発

（１）普及啓発小委員会（法人協・12 施設部会・社協部会の代表者による委員会）

（２）法人協社会貢献事業推進委員会における活動

（３）施設部会連絡会における情報提供及び普及啓発活動

（４）社協部会・各種別協議会における情報提供及び普及啓発活動

（５）社会貢献ＮＥＷＳによる情報提供

○国や都の動向等、関連情報の提供

○東社協における検討状況等の情報提供

○先行地域の取り組み状況の紹介

○社会福祉法人の独自の取り組みの紹介

４ 広報・情報発信

（１）社会貢献活動の事例募集

（２）モデル事業実施地区における各法人の取組みに関する調査

（３）広報

①社会貢献事業に関する情報コーナーの作成

 ○東社協ホームページ・福祉広報による発信

②関係者への協力依頼

 ○区市町村社協ホームページ・広報誌

 ○各法人・施設広報誌

５ 東社協事務局内連携

（１）東社協社会貢献事業局内プロジェクトの開催



平成２７年度 東京都社会福祉協議会 社会貢献事業に関する計画 
項  目 Ｈ２７.４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 Ｈ２８．１月 ２月 ３月 

普及・啓発 

●「中間のまとめ」を普及  

●普及啓発小委員会による活動 

●法人協社会貢献推進委員会を

中心とした普及活動 ○法人協 

 総会 

（セミナー） ○法人協 

 総会 

広報・情報発信 

●各法人独自事業や地域の 

取り組みに関する情報収集 

と発信のしくみ（区市町村社協

と協働）

地域連携支援 

●モデル地域における実施 

 ●新規立ち上げ支援 

 ●地域ネットワーク関係者 

連絡会 28 社協局長

会 

○連絡会 

全体のスキームの検討 

（検討委員会における検討） 

●委員会 ●委員会 ●委員会 ●委員会 ●委員会 

広域連携事業の検討 

（小委員会における検討） 

財源の検討 

（小委員会における検討） 

社会福祉法等一部改正に基づく国の情報を待つ必要あり

各地域の事業内容等に基づき積算する必要がある

委員長へ

の依頼

委員選出

日程調整

財源の検討 

方向性提示 

広域連携事業の検討 

社
会
貢
献
事
業
検
討
委
員
会

報
告
書

中間のまとめを普及 

ネットワーク化の立ち上げ支援（拡げる取り組み） 

モデル地域における実施・検討（深める取り組み 

方向性提示 

地域の実施状

況をまとめる 

情報収集・加工・発信 

中間のまとめを踏ま
えたＨ27 の取組み
の確認等 

①地域の実施状況集
約 
②①を踏まえた広域事
業等の検討

①地域の実施状況集約 
②①を踏まえた地域支援策
や広域事業等の検討 

①財源の検討 
②広域事業の
検討 

①財源の検討 
②全体のスキー
ム検討

普及啓発小委員会、法人協社会貢献推進委員会による普及啓発活動

各法人・施設

に積極的取組

を求める働き

かけ 

情報を集め 

発信するしくみ 

社協や法人に

ネットワーク化

の働きかけ 



平成２７年度  

社会貢献事業に関する社会福祉法人のネットワーク化モデル事業  

実施要項 
平成２７年４月２８日 

１ 趣  旨 

  東社協社会貢献事業検討委員会「中間のまとめ」において、社会福祉法人が主体と

なり、区市町村域ごとにその地域特性を踏まえたネットワーク化を図り、連携体制を

構築することが示されました。地域ごとに異なるニーズや福祉サービス等の資源を把

握し、柔軟に事業を構築していく構想です。また、事業実施にあたっては、地域の課

題やニーズの特性に合わせて、「各社会福祉法人」、「地域（区市町村）の連携」、「広域

（東京都）の連携」の３つの層による取り組みで支援するとしています。 

  平成２７年度、東社協社会貢献事業検討委員会では、各地域で進められる社会福祉

法人のネットワーク化とそこでのニーズ把握、事業検討の実施状況を踏まえて、東京

都全体のスキームの検討を行っていく予定です。 

  つきましては、できるだけ多くの地域で「社会貢献事業に関する社会福祉法人のネ

ットワーク化」を推進していただくとともに、下半期の検討につなげるため、先駆的

かつ積極的に取り組みを進めていただくためのモデル事業を実施します。 

２ 実施体制 モデル地区となる区市町村社協と東社協が連携して実施します。 

３ モデル事業実施期間 平成２７年４月～２８年３月 

４ モデル事業実施地区の募集について 

（１）モデル事業において取り組んでいただきたい内容 

  ①当該区市町村で事業を実施する施設・事業所及び社会福祉法人による社会貢献事

業推進のための連絡会の設置等、ネットワーク化 

  ②地域のニーズ把握につながる取り組みの検討及び実施 

  ③地域にニーズに基づいた社会福祉法人の社会貢献事業に関する検討及び実施 

  ④東社協社会貢献事業検討委員会への進捗状況に関する情報提供 

  ⑤社会福祉法人・施設の社会貢献事業や地域連携に関する情報発信のしくみづくり 

（２）経費  会議開催等にかかる費用を一部助成します。

（モデル事業総額５０万円、共同募金配分金の充当を予定） 

（３）備考

①区市町村社協の打合わせや会議等に東社協職員が参加し、連携して取り組みます。 

②社会貢献事業地域ネットワーク化推進地区関係者連絡会を年３回程度開催します。 



平成２７年度  

社会貢献事業に関する社会福祉法人のネットワーク化モデル事業  

モデル地区の取組概要(予定)

地区 取組内容 (計画 ) 

荒川区 平成２６年度に開催した区内高齢者福祉施設の「福祉避難所」運営に関する情報

交換会を発展させる形で、高齢者福祉施設を中心に社会貢献事業に関する連携

について意見交換を進める。

練馬区 社会福祉法人等の社会貢献事業におけるネットワークづくりに向けた連絡会を年 3

回開催予定。開催するにあたり、事前にアンケート調査を行う。第 1 回目（7 月 29

日）は東社協職員より法改正に関する説明と、アンケート結果の共有、顔合わせの

機会とする。第 2 回（10 月 8 日）は、講師を招いての取組事例の紹介や情報共有、

地域課題の検討を行う予定。第 3 回は２．３月ごろに、具体的な連携方法の検討に

ついて開催予定。

府中市 地区社協づくり（東社協モデル事業）の取組みと連動させ、社会福祉法人・施設に

も、地区社協の一員として地域課題を共有し、一緒に取組みを進めていただくよう

働きかけていく。６月に説明会を開催し、今後は、地区社協づくりに向けた懇談会等

への参画を要請していく。

東村山市 平成２７年２月に市内社会福祉法人の情報交換会を開催。その後、幹事法人・社

協・市が中心となって、社会福祉法人連絡会の設立を検討。7 月 17 日、市内社会

福祉法人連絡会を設立、社協が事務局を担う。今後、各法人の公益活動の共有、

市民への啓発、連携事業の検討を進めていく。

国立市 社協の理事・評議員改選時に市内の社会福祉施設から参画してもらう。

保育、障害、高齢の 3法人に、ネットワーク組織について事前相談し、呼びかけ人に

なってもらい、ネットワーク組織「国立市社会福祉法人連絡協議会」の発足準備会

を７月下旬に立上げ、９月下旬に連絡協議会発足記念講演会開催する予定。

多摩市 研修会、共同募金活動、福祉のしごと合同面接会等の事業への参加を呼びかけ、

社会福祉法人のつながりをつくるとともに、情報交換会を開催し、連携に向けたネッ

トワーク化を図っていく。

社会福祉法人制度改革に関する研修会：７月７日



社会福祉法人の社会貢献事業に関する区市町村社協情報交換会報告 

１ 日 時  平成 27年 7月 1日 午前 10時～12時 

２ 参加者  28社協 45人 

３ 協議概要 

（１）各地区のネットワーク化の取組状況 

 ①すでに社会福祉法人のネットワークや連絡会がある（設立予定含む）（２地区） 

 ②すでに社会福祉法人・事業所を含む何らかのネットワークがある（５地区） 

 ③今後、社会福祉法人・事業所のネットワークづくりに向けた取組みを行う（17地区）

④他地区の取組みを参考に今後検討（４地区）

＜注＞＊地区社協：区市町村圏域よりも小さな圏域で、住民が主体となって地域課題を共有し、その課題

解決に向けた協議を行い、支え合いの活動に取組むことを目的とした小地域福祉活動の基盤組織 

（２）取組むうえでの課題 

○社会福祉法人・事業所の情報の把握 

○社会福祉法人における社会貢献事業への認知度の低さ 

○法人規模、業種、財政状況の違い、社会貢献事業への考え方の違い 

○異なる分野間での共有作業等、相互理解の必要性 

○基盤の弱い法人の意見も拾いあげて反映できるようにすること 

○連携事業の検討における人・物・金の拠出に関する調整 

○福祉人材不足で人手がさけない状況の中、各法人の負担が過度に生じないような配慮の必要性 

○既存のネットワーク（種別ごとやテーマごと）との連携や整合性 

○福祉分野で取り組むNPO法人や株式会社等との連携のあり方 

○法人本部が都外にある事業所の参加・協力 

＜具体的な取組の方向＞ 

・情報交換の場を開催しており、今後、ネットワーク化を図っていく 

・複数法人と協議の場を持っており、それをベースに今後進めていく 

・社会福祉法人以外の福祉事業所を含むネットワークがあり、そことの調整を図る 

・既存の種別ごとのネットワークとの調整を図る

＜具体的な取組の方向＞ 

・情報交換会や勉強会等を開催していく 

・主な社会福祉法人との意見交換から始める 

・社会貢献事業に関する意向調査を実施し検討する 

・地区社協（注＊）への参画を呼びかけていく  

・福祉就職相談会等の協働の呼びかけを行う 

・高齢者福祉施設のネットワークから進める 

・社会福祉法人・事業所が取り組むことが可能な社会貢献活動と地域福祉コーディネ

ーターが把握した地域ニーズや生活困窮者支援から見えるニーズをつないでいく 



東社協総第４１６号

平成２７年７月●日

社会福祉法人・事業所の皆様 

社会福祉法人 

東京都社会福祉協議会 

事務局長  小林 秀樹 

      〔印 章 略〕 

社会福祉法人による「社会貢献活動」事例の募集について（依頼） 

 時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 さて、東京都社会福祉協議会では、平成２６年１１月より社会貢献事業検討委員会を

設置し、東京都における社会福祉法人の連携による社会貢献事業について検討し、２７

年３月に「中間のまとめ」を提言しました。 

「中間のまとめ」では、制度の狭間の課題や複合的課題に対応するために社会福祉法

人の連携が必要であるとして、地域（区市町村域）ごとに社会福祉法人がネットワーク

化を図ることが示されています。 

また、社会福祉法人は社会福祉サービスの提供を通して、既存の制度では解決が難し

い地域のニーズを見つけ、それに対応する新たなサービスや取り組みを行うなどの実践

を行ってきた一方で、そのような実践を可視化し、広く情報発信することについては充

分取り組めていなかったとして、「見える化」を図ることの必要性も挙げられています。 

このようなことを踏まえ、東社協では、ホームページや広報誌「福祉広報」にコーナ

ーを設け、社会福祉法人の社会貢献・地域貢献等の取組みの情報発信を始めました。 

つきましては、別紙のとおり、紹介する事例を募集いたしますので、「中間のまとめ」

の内容及び主旨をご理解の上、積極的に取り組み事例をご提供いただきますようお願い

申し上げます。 

記 

１ 依頼内容  社会福祉法人による「社会貢献活動」事例の提供

２ 紹介したい事例及び提出方法等  別紙参照 

３ 問合せ先  東京都社会福祉協議会 福祉部 社会貢献等特命担当（小川）  

        〒162-8953 新宿区神楽河岸１－１ セントラルプラザ 5階 

        tel03-3268-7192 fax03-3268-063



東社協では、社会福祉法人による社会貢献活動の取組みを「見える化」する

ため、ホームページに社会貢献活動を紹介するページ「地域のニーズにこたえ

る」を開設しました。地域のニーズに基づく社会福祉法人の取組み、区市町村

単位の取組み、東京都単位の広域の取組みを紹介しています。また、本会広報

紙「福祉広報」でも紹介しています。 

今後、社会福祉法人による取組みを積極的に紹介するため、活動事例を募集

いたします。詳細は裏面をご覧ください。 

社会福祉法人による「社会貢献活動」事例を募集しています

東社協では…

東社協 地域のニーズ 

東社協ホームページ右端の「地域のニーズにこたえる」をクリック

http://www.tcsw.tvac.or.jp/kokenshien/ 



東社協では、東京都における社会福祉法人の連携による社会貢献事業につい

て検討し、「中間のまとめ」を提言しました。制度の狭間の課題や複合的課題に

対応するため、地域（区市町村域）ごとに社会福祉法人がネットワーク化を図

り、さらに広域（東京都全域）で連携するしくみを示しています。また、社会

福祉法人は既存の制度では解決が難しい地域のニーズを発見し、それに対応し

た実践を行ってきたものの、その実践を可視化し、広く情報発信することは充

分取組めていなかったとして、「見える化」の必要性を挙げました。 

これらを踏まえ東社協では、社会福祉法人による社会貢献・地域貢献等の取

組みの情報発信をするため、ホームページの社会貢献事業を紹介するページ「地

域のニーズにこたえる」や広報紙「福祉広報」、メールマガジン、フェイスブッ

クで「見える化」を始めています。 

さらに多くの取組みを紹介するため、事例を募集いたしますので、「中間のま

とめ」の内容及び趣旨をご理解の上、積極的に事例をご提供いただきますよう

お願い致します。 

○都内社会福祉法人・施設等の社会貢献活動を東社協が情報発信します 

○他の社会福祉法人・施設等の取組み事例を紹介することにより、都内全体の

社会貢献活動の取組みを推進します 

○社会貢献活動について、社会福祉法人・施設等による積極的な情報発信を支

援します 

○既存の制度では対応できない「地域のニーズ」に基づいて実践している取組み 

○無料または低額による料金でサービス提供している取組み 

○社会福祉サービスの提供にあたり、利用料等の減免を行っている取組み 

例：相談事業、保育園の機能を活かした子育て広場、地域住民と協働した居場所づくり、

累犯障害者の就労支援、施設機能を活かした地域の会食会、宿泊場所の提供、生活

困窮者支援、就労支援、災害時の対応、等 

※行政等から補助がある場合でも法人や施設等による費用負担がある場合を含みます。

募集する事例内容

社会福祉法人による「社会貢献活動」の事例募集 

事例を募集する目的

趣 旨



別紙様式にご記入いただき、メール、FAX、郵便にて下記連絡先へお送りください。

メールで提出される場合は、東社協ホームページから様式をダウンロードしてご記入い

ただき、メールで送信してください。また、取組み事例に関する関連資料・参考資料が

ありましたらあわせてご提出ください。 

ご提出いただいた事例は、東社協ホームページ、広報紙、メールマガジン、フェイス

ブック等で紹介するため、内容を確認のうえ、詳細を取材させていただきます。できる

だけ多くの情報発信をしたいと考えていますが、内容や全体の分量によっては、すべて

を取材できないこともあります。 

（記入様式の場所） 

東社協トップページ → 地域のニーズにこたえる → 社会貢献活動の事例募集 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

「地域のニーズにこたえる」掲載事例（平成27年 6月現在） 

法 人 名 内  容 

1 新川中原福祉会 保育園による地域の子育てサロンに自主運営 

2 芙蓉会 誰もが集える「ほっとステーションながれぼし」の設置 

3 武蔵野会 罪を繰り返してしまう累犯障害者の受入れ 

4 新田保育園 地域の子育て親子を支える「子育てサロン新田ひまわり」 

5 つくりっこの家 「障害」の有無をこえた地域の居場所づくり 

6 青少年と共に歩む家 退所者への「終わりのない関わり」を続けて 

7 村山苑 
制度の枠からこぼれ落ちる方を救うため「むらやまえん生活相

談所」を設置 

8 大田幸陽会 働く障害者を地域で支える 

9 練馬豊成会 特養と学童保育を運営～聞こえてくる地域の声に応えて 

10 マザアス 一人ひとりに配慮してボランティアが食事を届ける 

提出方法・取扱い方法

連絡先  社会福祉法人東京都社会福祉協議会 福祉部 社会貢献等特命担当 

     〒162-8953 新宿区神楽河岸1-1 

TEL：03-3268-7192 ／ FAX：03-3268-0635 

Ｅ-mail：shakaikouken@tcsw.tvac.or.jp



東京都社会福祉協議会 

社会福祉法人による社会貢献活動 事例募集 記入様式 

〔提出日〕     年  月  日 

法人名 施設名 

所属部署 記入者名 

ＴＥＬ ＦＡＸ 

Ｅ-mail 活動地域        区・市・町・村 

事例の名称 

実施体制 

取組みの 

開始年 
西暦     年     月 

取組んだ 

きっかけ・地域の

ニーズ 

主な対象者 

具体的な内容 

取組みの工夫 

取組みの成果 

その他 

別 紙



東京都社会福祉協議会社会貢献事業検討委員会 

普及啓発小委員会設置要項 

平成 27 年６月 18 日 

東京都社会福祉協議会

１ 設置 

東京都社会福祉協議会社会貢献事業検討委員会設置要項 ５小委員会に基づき、普

及啓発小委員会を置く。 

２ 目的 

東京都社会福祉協議会社会貢献事業検討委員会における検討内容及び検討結果に

基づき、「東京都における社会福祉法人の連携による社会貢献事業」を実施するた

め、都内の社会福祉法人・事業所等に普及・啓発を行う。

３ 期間 

平成 27 年７月～平成 28 年 3 月（予定） 

４ 委員構成（15 名） 

（１）社会福祉法人協議会代表  

（２）東京都高齢者福祉施設協議会代表 

（３）医療部会代表 

（４）更生福祉部会代表 

（５）救護部会代表 

（６）婦人保護部会代表 

（７）身体障害者福祉部会代表 

（８）保育部会代表 

（９）児童部会代表 

（10）母子福祉部会代表 

（11）乳児部会代表 

（12）知的発達障害福祉部会代表 

（13）障害児福祉部会代表 

（14）区市町村社協部会代表 

（15）東京都社会福祉協議会 福祉部長  

５ 運営  

  委員会には委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

６ 事務局 

  東京都社会福祉協議会福祉部社会貢献等特命担当に事務局を置く。



氏　名 所　　　属

1 斉藤　弘美
社会福祉法人協議会　社会貢献事業推進委員会委員
社会福祉法人大洋社　常務理事

社会福祉法人協議会

2 阿部　敏哉
東京都高齢者福祉施設協議会 制度検討委員会委員長
社会福祉法人武蔵野 武蔵野市桜堤ケアハウス 統括施設長

東京都高齢者福祉施設
協議会

3 小澤　恭男 社会福祉法人白十字会　東京白十字病院　事務長 医療部会

4 青掘　正
更生福祉部会　副部会長
社会福祉法人有隣協会　更生施設　さざなみ苑　施設長

更生福祉部会

5 手塚　真一 社会福祉法人村山苑　村山荘　施設長 救護部会

6 熊田　栄一　 社会福祉法人救世軍社会事業団　婦人保護施設　救世軍新生寮　施設長 婦人保護部会

7 平井　寛
身体障害者福祉部会　副部会長
社会福祉法人東京緑新会　多摩療護園　施設長

身体障害者福祉部会

8 伊能　恵子 社会福祉法人ダビデ会　昭島ナオミ保育園　園長 保育部会

9 遠田　滋
児童部会子育て支援事業委員長
社会福祉法人六踏園　調布学園　施設長

児童部会

10 真下　恵子 社会福祉法人愛隣団　母子生活支援施設　さくら荘　施設長 母子福祉部会

11 韮澤　眞理
社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京都済生会
東京都済生会中央病院付属乳児院　院長

乳児部会

12 月岡　亮
知的発達障害部会　利用者支援研究会副会長、副部会長
社会福祉法人つるかわ学園　障害者支援施設つるかわ学園 事務局長

知的発達障害福祉部会

13 草野　時典
障害児福祉部会　副部会長
社会福祉法人天童会　秋津療育園　常務理事

障害児福祉部会

14 木藤　博之
区市町村社会福祉協議会部会事務局長会幹事
国立市社会福祉協議会　事務局長

区市町村社協部会

15 原　幹生 東京都社会福祉協議会　福祉部長 東社協事務局

東社協　社会貢献事業検討委員会　普及啓発小委員会委員名簿　（予定）

任期：平成27年７月～平成28年3月31日



「東社協社会貢献事業局内プロジェクト」設置要項 

１ 目  的    

平成 27 年３月に東社協社会貢献事業検討委員会がまとめた中間まとめをふ

まえ、必要な事項を東社協全体で検討し、取組むことを目的に「社会貢献事業

局内プロジェクト」を設置する。 

２ 検討項目   

（１）社会貢献事業検討委員会中間のまとめをふまえた取組み 

  ① 地域の社会貢献事業の取組みの推進と支援 

  ② 複数の地域における取組みに基づく全体のスキームの検討 

  ③ 財源の検討 

  ④ 社会福祉法人独自の社会貢献事業及び地域の連携事業の積極的な情報

発信 

  ⑤ 東京全域における事業実施の推進 

（２）（１）に関する各部署の役割分担とそれに基づく進行管理 

３ 設置期間 

 平成 27 年４月１日～平成 28 年３月 31 日 

４ 構成メンバー   

（１）総務部        ３名（部長１、企画担当２） 

（２）福祉部        ４名（部長１、高齢担当１、児童・障害担当１、 

                経営支援担当１） 

（３）地域福祉部       ２名（部長１、地域福祉担当１） 

（４）福祉資金部      １名 

（５）民生児童委員部    １名 

（６）ＴＶＡＣ       １名 

５ 座長 

本プロジェクトに座長を置く。 

（１）座長は、総務部長とする。 

（２）座長は、プロジェクトを代表し主宰する。 

６ 事務局 

 本プロジェクトの事務局は、総務部企画担当が行う。 



東社協社会貢献事業局内プロジェクトメンバー名簿 

（順不同） 

 氏  名 所     属 備考 

１ 小 島 敏 則 総務部長 座長 

２ 原   幹 生 福祉部長  

３ 松 田 京 子 地域福祉部長  

４ 森   純 一 総務部企画担当統括主任  

５ 小 川 和 江 
総務部企画担当統括主任 

福祉部社会貢献等特命担当統括主任 

６ 尾 崎 百合香 地域福祉部地域福祉担当統括主任  

７ 藤 原 孝 公 福祉部高齢担当統括主任  

８ 佐 藤 安 代 福祉部児童・障害担当統括主任  

９ 高 村 卓 朗 福祉部経営支援担当主任  

10 佐 藤 新 哉 福祉資金部貸付担当主任  

11 本 多 由加理 
民生児童委員部東京都民生児童委員連

合会事務局担当主任 

12 熊 谷 紀 良 
東京ボランティア・市民活動センター

統括主任 

 事務局  総務部企画担当統括主任  小川 和江 

             統括主任  森  純一 

             主事    森  直美 


