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  平成３０年度事業報告 

 

   

Ⅰ．法人運営事業 

 

 １．監査の実施 

２．理事会の開催 

３．評議員会の開催 

 

 

 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 

 

   １．団体保険料収納事務 

２．会員施設サービス事業 

３．福祉関係者への図書斡旋 

４．その他 

 

 

 Ⅳ. 附属明細について 
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 Ⅰ．法人運営事業 

 

１．監査の実施（平成３０年６月４日） 

     （監査事項） 

・平成２９年度 事業報告（案）について                         

・平成２９年度 決算報告書（案）について 

 

２．理事会の開催 

第２２回理事会（平成３０年６月７日） 

（議案） 

  ・平成２９年度 事業報告（案）について 

・平成２９年度 決算報告書（案）について 

・第７回定時評議員会の招集について 

第２３回理事会（平成３０年６月２５日） 

（議案） 

 ・理事長、常務理事の選定（書面評決） 

第２４回理事会（平成３０年１１月２２日） 

（議案） 

  ・規程の改正（案）について 

・選考委員の選任について 

（報告事項） 

・平成３０年度上期事業報告「４月～１０月」並びに執行報告 

・日社済「主たる事務所」の移転について 

第２５回理事会（平成３１年３月２７日） 

（議案） 

  ・社会福祉関係者に係る研修・研究事業に対する助成の決定について 

・社会福祉に関する諸活動に対する支援及び助成の決定について 

・２０１９年度事業計画（案）について 

・２０１９年度予算（案）について 

（報告事項） 

・平成３０年度下期事業報告「１１月～３月」並びに執行報告 

・日社済「主たる事務所」の移転について（続報） 

・資産の効率的運用について 

・その他 
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３．評議員会の開催 

第７回定時評議員会（平成３０年６月２５日） 

（議案） 

  ・平成２９年度 決算報告書（案）の承認について 

  ・理事の選任について 

  （報告事項） 

         ・平成２９年度事業報告 

          

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）     

①公募方法 

ア、 日社済ホームページに社会福祉助成事業実施要綱を公開（８月） 

イ、 社会福祉助成事業実施要綱の改訂版チラシを作成・配布（8月） 

ウ、 全国社会福祉協議会のホームページへ社会福祉助成事業実施要綱を掲載 

（１０月） 

東京都・大阪府・岩手県社協のホームページへ社会福祉助成事業実施要綱を掲

載（９月～１０月） 

エ、 福祉新聞（１１月５号）に社会福祉助成事業実施要綱を掲載 

オ、 Welfare６４号（１０/１号）に社会福祉助成事業実施要綱を掲載(１０月) 

カ、 広報誌に社会福祉助成事業実施要綱を掲載（東京都＆大阪府社協他） 

（１０月～１１月） 

キ、 助成金応募ガイド（研究者版・ＮＰＯ版）に社会福祉助成事業実施要綱を掲載 

②応募状況 

       ア、応募期間：平成３０年１１月１日～平成３０年１２月１５日 

イ、応募件数：７０件 

ウ、申請総額：２,７１７万円 

    ③選考経過 

       ア、予備選考会 

        ・期  日  平成３１年２月５日（火） 

        ・出 席 者  厚生労働省 

添田正揮 社会福祉専門官・石井康進 障害児支援専門官 

        ・会   場  東海大学校友会館 『有明の間』 

       イ、選考委員会 

        ・期  日  平成３１年３月６日（水） 
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        ・委  員  炭谷 茂氏 大江 尚樹氏 河 幹夫氏 諏訪 徹氏    

加納 高仁氏 （順不同） 

        ・会  場  東海大学校友会館 『諏訪の間』 

    ④選考結果 第２５回理事会（平成３１年３月２７日開催）にて決定 

ア、助成件数：４９件 

  イ、助 成 額：１，７５０万円   

（２）助成先事業等の視察 

 ① 廿日市市市制施行３０周年記念シンポジウム「廿日市市民による福祉活動の現在・ 

過去・未来」（広島県・特定非営利法人ふくし文化塾はつかいち）     ８月１０日 

 ② 車いす修理校訪問他 

  いわて車いすフレンズ「車いす整備技術講習会」               ６月２８日  

  神戸科学技術高校（兵庫県）                           ７月２０日 

 

   ２．社会福祉に関する諸活動に対する支援及び助成 

（１）アジア福祉助成 

  ① 全国社会福祉協議会と連携して、全社協福祉研修の修了生が帰国後実施する福祉

事業へ助成し、日本とアジア諸国の福祉交流の醸成と福祉向上を図る。 

ア、在宅ヘルスケアの推進（タイ）                          ３０万円 

イ、地域における研修・訓練プログラム等による地域開発（フィリピン）    ３０万円 

ウ、高齢者向け地域保健所（インドネシア）                     ３０万円 

エ、知的に障害のある子どもたちのデイ・ケア・センター（スリランカ）      ３０万円 

オ、路上生活青少年に対する教育プログラムならびに居場所の提供（フィリピン）                    

３０万円 

                                                   合計 １５０万円 

② 全社協（国際社会福祉基金委員会）の主催事業対応 

 ・第３５期アジア社会福祉従事者研修生修了式出席（平成３１年 2月 21日） 

     

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）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３０年５月２日～５日 

   ・実 施 神奈川工科大学、新潟医療福祉大学 

   ・協 力 女川町社会福祉協議会、大船渡市社会福祉協議会、 

大船渡市介護老人保健施設・気仙苑、日本社会福祉弘済会他 

         ・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）車いす修理ボランティア活動への支援 
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 ① 車いすタイヤの購入支援 

     ノーパンクタイヤの一括購入（台湾：優台有限公司、日本：曽我商会） 

         ② 国内修理講習会の開催支援 

         修理技術の向上と修理活動の促進のための支援 

         ア、岩手県 車いすフレンズ整備技術講習会 

・日 時 平成３０年６月２８日 

・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、千厩高校、水沢工業高校、一関工業高校 

宮古工業高校、黑沢尻工業高校、北上市社会福祉協議会 

神奈川工科大学、新潟医療福祉大学 OB、東日本福祉機器商会 

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） 

イ、高校生・大学生合同修理会（千葉） 

・日 時 平成３１年２月９日 

・参 加 筑波大学附属聴覚特別支援学校、神奈川工科大学 

    ・活 動 車いす点検・修理・整備 

        ③ 海外修理講習会の開催支援 

現地での活動体験及び現地の修理技術向上を目指した講習会の側面援助 

ア、『タイ出張修理』 神戸科学技術高校 空飛ぶ車いす研究会 

 ・期 間 平成３０年８月２７日～８月３１日 

 ・場 所 タイ王国 

・参 加 神戸科学技術高校、神奈川工科大学KWR、新潟医療福祉大学FWS・OB 

日本社会福祉弘済会 

          ・協 力 ホルトサハタイ財団 

 ・活 動 ア）国内作業 ⇒車いすの点検、梱包の徹底実施 

        イ）現地作業 ⇒車いすの点検、調整・介助講習、贈呈 

・寄贈先 個人宅とサコンナコン病院 

イ、『空飛ぶ車いす INタイ・2018』（車いす修理交流会） 

・期 間 平成３０年１２月９日～１７日 

  ・場 所 スパンブリー 

・参 加 栃木工業高校 

  ・活 動 タイ王国高校生との修理講習会 

（３）車いす輸送支援 

① 車いすの海外輸送実績 

平成３０年４月～平成３１年３月輸送実績合計  ７２０台 
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―輸送実績の内訳概要―       

 旅行者等のボランティア（各国）     １１９台 

 コンテナ船輸送(スリランカ)        ３２５台 

 コンテナ船輸送(タイ)           １２５台 

 コンテナ船輸送(韓国)           １００台 

 ＫＷＲ、ＦＷＳ（台湾）            ３１台 

 神戸科学技術高校（タイ）         １０台 

 外務省依頼（マーシャル諸島）      １０台   

② 車いすの国内配送・海外輸送支援 

ア、国内配送費の支援（修理学校⇔空港間など） 

       国内配送の協力依頼 ⇒ 日通航空へ特別料金の適用 

         イ、海外輸送費の支援 

各航空会社へ ⇒車いす（機内持込み荷物）の重量制限基準緩和の協力依頼 

(４)書損じはがき収集の促進 

  ① 都道府県・指定都市・市区町村社協への広報（ウェルフェア６４号に掲載） 

  ② 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３０年度 公募助成団体一覧掲載（4月） 

② 平成２９年度 決算公告用資料の公開（６月） 

③ 平成２９年度 助成事業成果レポートの公開（９月） 

④ ２０１９年度社会福祉助成事業・実施要綱の公開（８月） 

⑤ ホームページＵＲＬ変更・httpから httpsへ（１０月） 

⑥ 車いす修理マニュアルの公開（２月） 

     （２）広報誌の発行 

① ウェルフェア６３号（日社済ニュース 平成３０年４月 1日号） 

 「２０１８年度 社会福祉助成事業助成先」決定 

   ア、２０１８年度 助成金交付団体決定（社会福祉助成・アジア福祉助成） 

イ、『福祉最前線』（日社済事業成果報告集より） 

    ・一般社団法人 静岡県社会福祉士会 

   ・NPO法人 元気・百歳 

  ウ、『空飛ぶ車いす』 

・SRILANKAに届け！空飛ぶ車いす２０１７ 

・車いす修理ボランティア活動に新規挑戦した学校の取り組み 

・年末のネパールツアー 

  エ、福祉の共済コーナー 
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   ・拡がる・引き継がれる「空飛ぶ車いす」ボランティア活動 

② ウェルフェア６４号（日社済ニュース 平成３０年１０月 1日号） 

 「２０１９年度 社会福祉助成事業実施要綱」決定 

   ア、２０１９年度 社会福祉助成事業実施要綱 

イ、『福祉最前線』（日社済事業成果報告集より） 

   ・公益財団法人 広島県社会福祉士会 

   ・一般社団法人 札幌市手をつなぐ育成会 

   ・NPO法人 若年認知症サポートセンター 

 ウ、『空飛ぶ車いす』 

・東北活動レポート  

・岩手車いすフレンズの紹介 

・インドネシア・バリ島の受取ボランティア紹介 

  エ、福祉の共済コーナー 

   ・未来を担う子どもたちの夢と希望を応援する 

＊ウェルフェア（日社済ニュース）の配布先 

  ア、県・指定都市社会福祉協議会、市区町村社会福祉協議会（約 1,820か所） 

 イ、車いす修理ボランティア工業高校 他（約 60か所） 

 

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。   

２．会員施設サービス事業 

    ライフサポートクラブ 

     会員施設の役職員とその家族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。  

３．福祉関係者への図書斡旋 

   新日本法規出版と提携して、福祉関連施設等へ「わかりやすい社会福祉法の手引」 

ほかの図書斡旋（定価の９０％）。実績：９２冊（上半期５３冊・下半期３９冊） 

  ４．その他 

４５周年感謝の集い開催 （平成３０年９月１８日） 

共済事業に携わった関係者への感謝と更なる共済事業の広報と協力要請。 

 

Ⅳ．付属明細について 

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第３４条第３項に規定する付属 

明細書は「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作成しない。 


