
 

◇平成２６年度事業報告（４～３月） 

 

Ⅰ．法人運営事業 

 

Ⅱ．社会福祉助成・支援事業 

１．社会福祉関係者に係る研修・研究事業に対する助成 

２．社会福祉に関する諸活動に対する支援及び助成 

３．アジア等の障害者への車いす修繕・寄贈事業等に 

対する支援・助成 

４．広報事業 

 

 Ⅲ．社会福祉関係者の共済に係る事業 
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Ⅰ．法人運営事業 

１．理事会の開催 

（１）第８回理事会（平成２６年６月３日） 

（議案） 

  ・平成２５年度 事業報告（案）について 

・基本財産の額について 

・公益事業基金の額について 

・平成２５年度 決算報告書（案）について 

・第３回定時評議員会の招集について 

・評議員候補者について 

・理事候補者について 

・助成事業の決定について 

 

（２）第９回理事会（平成２６年６月２５日）～ 定款第３７条（決議等の省略） 

・理事長、副理事長及び常務理事の選定について 

  

（３）第１０回理事会（平成２６年９月８日） 

（議 案） 

  ・理事長の選定について 

  ・規程の一部改正並びに制定について 

  ・助成事業の決定について 

  ・臨時評議員会の招集について 

（報告事項） 

      ・平成２６年度事業報告（４月～８月） 

 

（４）第１１回理事会（平成２７年３月１７日） 

（議 案） 

  ・平成２７年度 社会福祉助成事業の決定について 

  ・平成２７年度 事業計画（案）について 

  ・平成２７年度 予算（案）について 

  ・金田前理事長に対する感謝状贈呈と特別功労金の支給について 

  ・臨時評議員会の招集について 

（報告事項） 

      ・平成２６年度事業報告（９月～３月） 
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２．監査の実施（平成２６年６月２日） 

     （監査事項） 

 ・平成２５年度 事業報告 

・平成２５年度 決算報告書（案） 

 

３．評議員会の開催 

（１）第３回定時評議員会（平成２６年６月２５日） 

（議案） 

  ・平成２５年度 決算報告書（案）について 

  ・評議員の選任について 

・理事の選任ついて 

（報告事項） 

      ・平成２５年度事業報告 

      ・基本財産の額について 

 

（２）臨時評議員会（平成２６年９月８日） 

（議案） 

  ・「役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程」の 

一部改正（案）について 

(報告事項) 

・平成２６年度事業報告（４月～８月） 

 

（３）臨時評議員会（平成２７年３月２７日） 

（議案） 

  ・金田前理事長に対する感謝状贈呈と特別功労金の支給について 

（報告事項） 

   ・平成２７年度 事業計画（案）について 

  ・平成２７年度 予算（案）について 

・平成２６年度事業報告（９月～３月） 

 

Ⅱ．社会福祉助成・支援事業 

１．社会福祉関係者に係る研修・研究事業に対する助成 

（１）社会福祉助成事業（公募助成：平成２７年度実施予定） 

    １）公募のスキーム 

           ・本会ホームページに実施要綱公開（７月） 

      ・都道府県・指定都市・市区町村社協への協力依頼（１０月） 
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      ・福祉新聞への告知掲載（１０月） 

    ２）応募状況 

      ・応募件数：１０１件  

・申請総額：３，８８７万円 

    ３）選考経過 

     ①予備選考会 

      ・期  日  平成２７年２月５日 

      ・出 席 者  松下 社会福祉専門官 

             大西 障害児支援専門官 

      ・会   場  東海大学校友会館 『相模の間』 

     ②選考委員会 

      ・期  日  平成２７年２月２４日 

      ・委  員  炭谷 茂氏、大江 尚樹氏、河 幹夫氏、森山 弘毅氏 

      ・会  場  東海大学校友会館 『相模の間』 

    ４）選考結果 

・助成件数：４８件 

・助成総額：１，６９１万円 

 

（２）社会福祉助成事業（公募助成以外：平成２６年度実施） 

    ・ジャルダン・ド・コカーニュに学ぶ就労支援シンポジウム ５０万円 

・ＡＤＬ対応型高齢者体操指導者養成セミナー         ５０万円 

・‘Dari Kuching’発行・発送事業                    ３０万円 

 

   （３）平成２６年度 助成事業の視察 

      ・子育て支援を考える会 TOKOTOKO（4/15） 

      ・ＮＰＯ法人レターポストフレンド（6/6） 

・ジャルダン・ド・コカーニュに学ぶ就労支援シンポジウム（6/7） 

・みやぎ発達障害サポートネット（6/23） 

      ・第７回夏休み子ども童謡・唱歌まつり(金沢赤とんぼの会)（8/3） 

      ・障害者生活支援シンポジウム（1/31） 

 

２．社会福祉に関する諸活動に対する支援及び助成 

（１）介護福祉士 資格取得支援事業（チャレンジ‼介護福祉士） 

    １）介護福祉士資格取得のための受験対策講習会への支援 

  ①助成金交付（各県一律３０万円） 

岩手県社会福祉協議会、秋田県社会福祉協議会、福島県社会福祉協議会 
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山梨県社会福祉協議会、長崎県社会福祉協議会 

     ②受講者への本会オリジナル教材支援（５５５セット） 

・模擬問題と解説集（マークシート付） 

・過去問題と解説集 他 

 ２）自宅学習者への支援 

本会オリジナル教材の有償頒布（１セット４,０００円） 

・本会ホームページにて自宅学習者への広報展開 

・専用チラシにて都道府県・指定都市・市区町村社協へ広報展開 

      ・福祉新聞への広告掲載（８月、９月） 

 

（２）アジア福祉助成 

  １）全国社会福祉協議会との連携・推薦事業への福祉助成 

     全社協福祉研修の修了生が帰国後実施する福祉事業への助成 

    ・スアン・デック障害児発達財団（タイ）       ３０万円 

    ・シェアリング・ラブ・グループ（タイ）       ３０万円 

    ・アジアコミュニティサービス（マレーシア）     ３０万円 

     ・スリ・ボディラジャ財団（スリランカ）       ３０万円 

     ・ケスマ財団（インドネシア）            ３０万円 

  ２）全国社会福祉協議会の主催行事対応 

       ・第６回アジア社会福祉セミナー出席 

    ・台湾修了生との情報交換（車いす他） 

    

（３）東北復興車いす支援 

    三陸復興 車いす支援（現地整備活動：『空飛ぶ車いす、東北に行く‼』） 

    ・期 間 平成２６年５月４日～６日 

    ・実 施 神奈川工科大学、新潟医療福祉大学 

    ・協 力 女川町役場、女川町社会福祉協議会、大船渡市気仙苑 

（公財）日本社会福祉弘済会 

    ・活 動 車いす修理、整備（タイヤ交換・ベアリング交換・錆落とし他） 

 

３．アジア等の障害者への車いす修繕・寄贈等に対する支援・助成 

（１）車いす修理ボランティア活動への支援 

 １）車いすタイヤ、工具、部品などの購入支援 

    ・ノーパンクタイヤの一括購入（優台有限公司、曽我商会） 

       ・修理備品購入支援（錆落としクリーナー・ベアリング等） 

 ２）国内修理講習会の開催支援 
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       修理技術の向上と修理活動の促進のための支援 

           ①高校生を中心とした修理大会（東京） 

・日 時 平成２６年６月２１日 

・実 施 大森学園高校、 

     ・場 所 大森学園高校体育館 

     ・参 加 大森学園高校在校生、PTA、近隣中学校、一般ボランティア、 

          神奈川工科大学 KWR、新潟医療福祉大学 FWS、福祉新聞社、 

(公財)日本社会福祉弘済会など１２０人 

     ・活 動 車いす修理、整備（タイヤ交換・ベアリング交換・錆落とし他） 

        ②岩手県 車いすフレンズ整備技術講習会 

・日 時 平成２６年６月２３日 １０：００～１５：３０ 

・実 施 岩手県社会福祉協議会地域福祉企画部 

      ボランティア・市民活動センター 

     ・場 所 ふれあいランド岩手「ふれあいホール」 

     ・参 加 盛岡工業高校、黒沢尻工業高校、水沢工業高校、一関工業高校 

大船渡東高校、釜石商工高校、宮古工業高校、 

岩手大学工学部社会環境工学科、神奈川工科大学、 

東日本福祉機器商会、(公財)日本社会福祉弘済会 

     ・活 動 車いす修理、整備（タイヤ交換・ベアリング交換・錆落とし他） 

③スリランカに届け！ 空飛ぶ車いす 

・日 時 平成２６年７月６日 １０：００～１６：００ 

・実 施 神奈川工科大学、大森学園高校  

・場 所 神奈川工科大学 Ｅ３号館 

   ・活 動 車いす点検・修理・整備 （スリランカへ） 

④高校生を中心とした修理大会（東京） 

・日 時 平成２６年７月２７日 

・実 施 北豊島工業高校、 

     ・場 所 北豊島工業高校機械室 

     ・参 加 北豊島工業高校在校生、蔵前工業高校、 

神奈川工科大学、(公財)日本社会福祉弘済会 

・活 動 車いす修理、整備（タイヤ交換・ベアリング交換・錆落とし他） 

⑤高校生・大学生合同修理会（東京） 

・日 時 平成２６年１２月６日 １０：００～１６：００ 

・実 施 大森学園、中央大学、東京中央ロータリークラブ  

・場 所 大森学園体育館 

・活 動 車いす点検・修理・整備 （フィリピンへ）    
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   ⑥大学生車いす修理会 

・日 時 平成２７年１月１０日 ９：３０～１５：３０ 

・実 施 神奈川工科大学 

・場 所 ニシコ-ジャパン倉庫 

    ・活 動 車いす点検・修理・整備 （タイへ）  

   ⑦高校生・大学生合同修理会（千葉） 

・日 時 平成２７年３月１日 ９：３０～１６：００ 

・実 施 筑波大学附属聴覚特別支援学校、北豊島工業高校、 

蔵前工業高校、神奈川工科大学、 

  ・場 所 筑波大学附属聴覚特別支援学校 

    ・活 動 車いす点検・修理・整備  

３）海外修理講習会の開催支援 

現地の修理技術向上を目指して、工具・部品などの提供と講習会を開催 

①『スリランカに届け！空飛ぶ車いす』 

   ・期 間 平成２６年８月１７日～２１日 

   ・場 所 スリランカ 

・参 加 神奈川工科大学 KWR、新潟医療福祉大学 FWS他 

        ・協 力 サハナサラサ財団 

   ・活 動 車いすの点検・調整、介助講習、贈呈 

   ・寄贈先 サハナサラサ財団他 

②『空飛ぶ車いす IN韓国・2014』（車いす修理交流会） 

・期 間 平成２６年１２月２６日～３０日 

  ・場 所 釜山 

・参 加 神奈川工科大学、新潟医療福祉大学 

  ・活 動 車いす修理、利用児家庭訪問 

   ③『空飛ぶ車いす INタイ・2014』（車いす修理交流会） 

・期 間 平成２７年１月９日～１６日 

・場 所 バンコク 

・参 加 栃木工業高校 

    ・活 動 車いす修理、Holt Sahathai財団訪問 

 

（２）車いす輸送支援（アジア障害者支援） 

１）車いす輸送実績 

平成２６年４～３月輸送実績 ： ６８０台 

    ・旅行者等のボランティア（航空手荷物） ： ２００台 

・コンテナ船輸送            ： ４８０台 
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２）車いす国内配送・海外輸送支援 

・国内配送費の支援（修理工業学校⇔空港間など） 

      国内配送の協力依頼 ＜日通航空（特別料金の適用）＞ 

       ・海外輸送費の支援 

各航空会社への協力依頼 

３）書損じはがき収集の促進 

    ・専用リーフレット送付による広報展開 

・都道府県・指定都市・市区町村社協への広報展開 

   ・本会ホームページによる広報展開 

 

４．広報事業 

（１）ホームページによる情報公開、更新 

１）平成２６年度 事業計画の更新（４月） 

２）平成２６年度 助成団体専用ページ作成（４月） 

３）空飛ぶ車いす 修理ボランティア校更新(５月) 

４）ウェルフェア５３号（日社済ニュース）掲載（６月） 

５）平成２５年度 決算関係資料、事業報告、役員名簿等の更新（７月） 

６）平成２７年度 社会福祉助成事業実施要綱の公開（７月） 

７）平成２６年度 介護福祉士資格取得支援事業の公開（７月） 

   ８）ウェルフェア５４号（日社済ニュース）掲載（８月） 

９）理事長交代のお知らせ（９月） 

10）個人情報保護方針等の掲示（９月） 

11）ウェルフェア５５号（日社済ニュース）掲載（１０月） 

12）平成２５年度 助成事業の成果報告書の掲載（１０月） 

13）ウェルフェア５６号（日社済ニュース）掲載（１月） 

14）トップページお知らせ欄の更新（１月） 

15）平成２７年度 助成団体専用ページ作成（２月） 

 16）平成２７年度 社会福祉助成事業（公募助成）の決定告知（３月） 

 

    （２）広報誌の発行 

１）ウェルフェア５３号（日社済ニュース） 

 ①平成２６年度 社会福祉助成事業の助成先決定 

②『福祉最前線』（日社済事業成果報告集より） 

   ・社会福祉法人 足羽福祉会 

   ・社会福祉法人 徳心会 

 ③アジア社会福祉事業視察報告(台湾) 
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 ④空飛ぶ車いすプロジェクト・韓国レポート 他 

２）ウェルフェア５４号（日社済ニュース） 

 ①平成２７年度 社会福祉助成事業実施要綱の告知 

②『福祉最前線』（社会福祉事業視察他より） 

   ・歌体操介護予防市民塾 

  ・仏ジャルダン・ド・コカーニュに学ぶ就労支援シンポジウム 

 ③空飛ぶ車いす、今年も東北に行く！ 

         ④『空飛ぶ車いす』青少年の活動レポート 

     ⑤平成２６年度 チャレンジ‼介護福祉士の告知 

３）ウェルフェア５５号（日社済ニュース） 

  ①新理事長就任挨拶（日社済の事業と沿革） 

②『福祉最前線』（日社済事業成果報告集より） 

    ・アトピッ子地球の子ネットワーク 

  ③『平成２７年度 社会福祉助成事業実施要綱』の告知 

  ④『チャレンジ‼介護福祉士』の告知 他 

４）ウェルフェア５６号（日社済ニュース） 

①『福祉最前線』（日社済事業成果報告集より） 

・社会福祉法人 兵庫県盲導犬協会 

・特定非営利活動法人 阿賀野児童福祉会 

  ②『空飛ぶ車いす』青少年の活動レポート 

・アジアに届け！ 空飛ぶ車いすプロジェクト in Sri Lanka 

  ③支援と記録 

   ・「サポート３」から「でんでん記録」へ 他 

 ５）ウェルフェア各号（日社済ニュース）の配布 

   ①県・指定都市社会福祉協議会、市区町村社会福祉協議会 

  ②本会会員施設、助成金交付施設 他 

 

（３）日社済設立４０周年記念事業 

 １）『日社済４０年のあゆみ』作成 

 ２）設立４０周年記念品の作成･配布 

 

（４）日社済広報用資料の製作 

１）ロゴマークシールの製作 

２）日社済社章の製作 

３）日社済事業案内(平成２６年度版)の作成 
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Ⅲ．社会福祉関係者の共済に係る事業 

１．団体保険料収納事業 

   ジブラルタ生命保険株式会社と提携して社会福祉法人などの福祉関係法人、社会

福祉施設及び関係団体（以下『会員』という）に勤務する役職員、構成員及びその 

 家族を対象に『団体扱個人保険』を取扱い、日社済『福祉の共済事業』として位置 

 づけ保険料収納事業を実施した。 

 

  ２．「福祉の共済事業」の推進事業 

    平成２６年１０月２２日 ジブラルタ生命東京第２エリア研修会に参加し、実際

の推進にあたる営業社員の研修を実施した。（出席者：４２名） 

 

３．会員施設サービス事業 

   （１）ライフサポートクラブ 

    会員施設の役職員とその家族向けに福利厚生サービスを会員価格で利用でき  

る制度を提供した。 

 

   （２）福祉図書などの割引 

     会員施設の役職員への福祉図書などの割引斡旋制度を実施。 
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