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ごあいさつ 
 

 本会が設立され３０年以上経過しました。この３０年の間に高齢者の介護保険制

度が設立され、障害者の支援制度は、措置制度から支援費制度、自立支援法、総合

支援法に制度変遷し、さらに生活困窮者の自立支援制度が設立されるなど、社会福

祉を取り巻く状況は、めまぐるしく変化してまいりました。こうした国の社会福祉

制度の改正に伴い、地方自治体が担う福祉施策も大きく変化し、行政から本会に委

託される業務も年々増加している状況にあります。 

 また、今回、社会福祉法等が改正され、平成２９年度から社会福祉法人制度改革

が行われることとなり、すべての社会福祉法人におけるガバナンスの強化が求めら

れ、組織的な改変が予定されています。 

さらに、様々な社会制度の変化に伴い、地域で生活する市民の方々の福祉ニーズ

も大きく変化しており、地域福祉の推進を設立目的とする本会が地域の中で担うべ

き役割や期待も大きく変化しています。これまでどおりの取り組みでは、そうした

役割や期待の変化に充分に応えきれていない面が出ており、時には地域の皆様方よ

り厳しいご意見をいただくことが増えてまいりました。 

 本会の現状としては、これまで新規事業への対応や受託事業の維持・継続に終始

することで、組織的な体制強化が後回しとなり、本会が本来担うべき役割や期待に

充分に応えていくことが難しい状況に至っています。 

今回、そうした状況を改善していくため、本会の発展強化計画を作成し、本会組

織の再構築や職員の処遇改善などを進めていくこととなりました。計画の作成には、

地域の学識経験者や福祉関係者、行政機関等の方々のご理解、ご協力を得て、本会

が進むべき姿や新たな組織体制、職員制度等を取りまとめることができました。こ

の場を借りて、計画作成にご尽力いただいた皆様に厚くお礼を申し上げます。 

今後は、計画事業を推進することで、組織体制の強化に努め、職員の処遇改善等

を進めてまいります。さらに地域に必要とされる組織となれるように職員が一丸と

なり取り組んでまいりますので、よろしくお願いいたします。 

 しかしながら、組織体制の強化や職員の意識向上等は、一朝一夕にできるもので

はございません。今後とも、地域の皆様の本会へのご理解とご協力をお願いし、ご

あいさつとさせていただきます。 

 

平成 29 年３月 

                  社会福祉法人 日進市社会福祉協議会 

                      会長 堀之内 秀紀 
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市町村社会福祉協議会（以下「市町村社協」という。）は社会福祉法第 109 条

に規定され、次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的

とする団体であるとされています。 

１ 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

２ 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

３ 社会福祉を目的とする事業に関する調査､普及､宣伝､連絡､調整及び助成 

４ 前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を

図るために必要な事業 

また、社会福祉法人日進市社会福祉協議会（以下「本会」という。）の定款に

は、団体の目的を『愛知県日進市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的

とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の

推進を図ることを目的とする。』と定めています。 

本会は、こうした法的な位置づけのもとに、地域福祉を推進する団体として、

地域の様々な社会資源とのネットワークを形成し、市民、事業者、行政の協働に

より、誰もが身近な地域で安心して暮らすことができる“ふれあい･助け合い･支

えあい”のまちづくりを推進することを使命としています。  

「日進市社会福祉協議会発展強化計画」（以下「本計画」という。）は、本会の

設立後 30 年が経過し、本会を取り巻く社会状況や求められる役割の変化に対応

し、地域福祉を推進する団体としてこの使命を達成するために、協議会を組織体

制の視点から見つめ直し、本会のあるべき姿を中長期的視点で定めるとともに、

組織改革のための目標と方針を明確にし、発展強化に向けた具体的方策を定めた

計画です。 
 

【社協発展強化計画とは】 

・｢社協発展強化計画｣は、３年～５年程度を期間とする中期計画であり、地域

福祉を推進する中核的な団体として事業運営･経営のビジョンや目標を明確

にし、その実現に向けた組織、事業、財務等に関する具体的な取り組みを示

したものである。 

全国社会福祉協議会 地域福祉推進委員会 ｢市町村社協発展強化計画｣策定の手引き 抜粋 
 

１－１ 計画策定の趣旨 

第１章 計画の概要 
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日進市と本会が協働し、平成 27 年 3 月に｢にっしん幸せまちづくりプラン｣を

策定しています。これは、日進市の総合計画で掲げる｢子育て･健康寿命を支える

まちづくり｣の一環として、｢地域福祉｣に関わる基本計画（理念･方向性）と行動

計画（具体的な取り組み）を定めた計画です。 

社会福祉法第 107 条に規定する市町村地域福祉計画である｢日進市地域福祉計

画（第 2 次）｣が基本計画に相当し、｢日進市地域福祉活動計画（第 4 次）｣が本

会の行動計画に相当します。 

本計画は、地域福祉を推進する団体として、この｢にっしん幸せまちづくりプ

ラン｣の具現化に向けて、法人としてのあるべき姿、組織改革のための目標と方

針、発展強化に向けた具体的方策を明確にするものです。 

なお、本計画は、改正社会福祉法第 55 条の 2 第 1 項に規定される｢社会福祉

充実計画｣の基本的な方針を包含して策定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－２ 計画の位置づけ 

日 進 市 

第 5 次日進市総合計画 

将来都市像 いつまでも暮らしやすい 

みどりの住環境都市 

 

日進市社会福祉協議会 
全社協 福祉ビジョン第２次行動計画 

愛知県社協 第３次中期計画 

 

にっしん幸せまちづくりプラン 

 

 

 

日進市地域福祉計画 日進市地域福祉活動計画 

理念・方向性 具体的な取り組み 

一体的な運営 

その他の関連行政計画 

にっしん高齢者ゆめプラン 

障害者基本計画･障害福祉計画 

子ども･子育て支援事業計画 

ほか多数 
 

社会福祉充実計画 
（年度毎の決算状況による。） 

発展強化計画 

組織のあるべき姿 

目標と方針 

具体的方策 
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本計画は、地域包括ケアシステムの構築が求められる平成 37 年度（2025 年

度）以降の社会状況を展望しつつ、まずは平成 29 年度から平成 33 年度まで

（2017～2021 年度）の５か年を計画期間とします。 

なお、本計画は、｢にっしん幸せまちづくりプラン｣の実現を支える計画としま

す。社会情勢の変化や同プランの見直し、社会福祉充実計画作成等に合わせ、必

要に応じて見直ししていくものとします。 

図表 1-3-1 計画の期間 

  年度（平成）  

計画名 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
37 

以降 

にっしん幸せ 

まちづくりプラン 

 

 

   

  

   

  

社会福祉協議会 

発展強化計画 
  

  

  

   

  

 

 

 
 

本計画は、①理事会、②学識経験者・地域住民・社会福祉法人・行政関係者か

らなる検討委員会、③事務局がそれぞれの役割を担い策定しました。 

図表 1-4-1 計画策定体制 

①理事会 ②検討委員会 ③事務局 

・計画策定の意志決定 

・基本方針の決定 

・計画の決定 

・現状、課題の把握、分析 

・計画素案の検討 

・計画原案の作成 

・基礎調査の実施 

・現状、課題の把握、分析 

・計画素案･原案の作成 

 

１－４ 計画策定体制  

１－３ 計画の期間  

         

第 4 次地域福祉活動計画 

平成 27～31 年度 

第５次地域福祉活動計画 

平成 32～36 年度 

第２次地域福祉計画  計画期間：平成 27～36 年度 

第２次発展強化計画 

（平成 34 年～） 

 

第１次発展強化計画 

平成 29～33 年度 

 

社会福祉充実計画（年度毎の決算状況による。） 
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２－１－１ 社会福祉法人制度改革と本会 

 

平成 27 年 4 月 3 日に社会福祉法人制度を大きく変革する「社会福祉法等の一

部を改正する法律案」が国会に提出され、平成 28 年 3 月 31 日に成立し、同日

公布されました。今回の改正内容は、大きくは「社会福祉法人制度の改革（図表

2-1-1）」と「福祉人材の確保の促進」の２つに分けることができます。 

また、そのねらいは、福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図るため、社

会福祉法人制度について経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上

等の改革を進めるとともに、介護人材の確保を推進するための措置、社会福祉施

設職員等退職手当共済制度の見直しの措置を講ずるというものです。 

改正社会福祉法の施行は平成 29 年 4 月 1 日ですが、すでに一部の条文は公布

日又は平成 28 年 4 月 1 日から施行されています。 

今回の法改正と本会の現状から、とくに以下の点で組織や活動内容の見直しを

図る必要があります。 

 ①経営組織のあり方の見直し（ガバナンスの強化） 

・旧法では、評議員会は任意設置であり、かつ諮問機関との位置づけでしたが、

法改正により、評議員会は必ず設置しなければならなくなり、議決機関との

位置づけになりました。評議員の資格、任期、人数、評議員会の設置等につ

いて規定が設けられています。 

・理事･監事についても改正があり、理事会を業務執行に関する意思決定機関と

して位置付け、理事･理事長に対する牽制機能が制度化されました。さらに監

事に加え、会計監査人という機関が新たに設けられました。 

・これにより理事や監事の権限や責任が明確化され、これまでよりも大きな責

任を負うこととなります。今後はさらに社会福祉法人の役員としての職責を

理解し、本会が運営する事業に深い知識や経験のある人材を選定することが

重要となりました。 

②事業運営の透明性の向上 

・改正法では、社会福祉法人の事業運営の透明性を向上させるために、情報公

２－１ 社会福祉法人制度改革 

第２章 本会の現状と課題 
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開の対象が拡大され、そのルールが明確化されました。 

・今後は事業報告書や決算書類のほか、役員報酬基準等の規定等を整備すると

ともに、公表が義務づけられた定款、決算書類、事業報告書、役員報酬基準

等の規定などを公表（インターネット上で公表）する必要があります。また、

保持が義務づけされた書類（閲覧請求可能書類）を整備しておく必要があり

ます。 

 ③社会福祉充実残額の活用（内部留保の明確化と福祉サービスへの再投資） 

・法人は、純資産から事業継続に必要な財産（事業に活用する土地･建物等、建

物の建替･修繕に必要な資金、必要な運転資金、基本金、国庫補助等特別積立

金）の額を引いた額「社会福祉充実残額」を明確化し、これを保有する法人

にあっては、社会福祉事業又は公益事業の新規実施･拡充にかかる計画「社会

福祉充実計画」の作成が義務付けられました。本会においては、社会福祉充

実計画を策定し、所轄庁（市）に提出することが必要となります。 

④地域における公益的な取組の実施 

・改正法では、社会福祉法人の公益性･非営利性を踏まえ、法人の本旨から導か

れる本来の役割を明確化するため、｢地域における公益的な取組｣の実施に関

する責務規定が設けられました。 

・社会福祉事業及び公益事業を行うに当たり、日常生活又は社会生活上の支援

を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で福祉サービスを提供するこ

とが社会福祉法人の責務として規定されたものです。（改正社会福祉法第 24

条②） 

・多様な事業主体が福祉サービスの実施主体として参入する中、社会福祉法人

には税制上の優遇措置などの公的な助成が行われています。そのため、高い

公益性を有する社会福祉法人には、ニーズに応じた｢地域における公益的な取

組｣を実施し、地域社会に積極的に貢献していくこととしたものです。 
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図表 2-1-1 社会福祉法人制度の改革（主な内容） 

○公益性･非営利性を確保する観点から制度を見直し、国民に対する説明責任を果

たし、地域社会に貢献する法人の在り方を徹底する。 

１．経営組織のガバナンスの

強化 

□ 理事･理事長に対する牽制

機能の発揮 

□ 財務会計に係るチェック体

制の整備 

○議決機関としての評議員会を必置 
 ※理事等の選任･解任や役員報酬の決定など重要事項を決議 

 （注）小規模法人について評議員定数に係る経過措置を設ける。 

○役員･理事会･評議員会の権限･責任に係る規定の整備 

○親族等特殊関係者の理事等への選任の制限に係る規定

の整備 

○一定規模以上の法人への会計監査人の導入 等 

２．事業運営の透明性の向上 

□ 財務諸表の公表等について

法律上明記 

○閲覧対象書類の拡大と閲覧請求者の国民一般への拡大 

○財務諸表、現況報告書（役員報酬総額、役員等関係者との取

引内容を含む。）、役員報酬基準の公表に係る規定の整備 

等 

３．財務規律の強化 

① 適正かつ公正な支出管理の

確保 

② いわゆる内部留保の明確化 

③ 社会福祉事業等への計画的

な再投資 

① 役員報酬基準の作成と公表、役員等関係者への特別の

利益供与を禁止 等 

② 純資産から事業継続に必要な財産（※）の額を控除

し、福祉サービスに再投下可能な財産額（「社会福祉

充実残額」）を明確化 
※①事業に活用する土地、建物等 ②建物の建替、修繕に必要な

資金 ③必要な運転資金 ④基本金、国庫補助等特別積立金 

③ 再投下可能な財産額がある社会福祉法人に対して、社

会福祉事業又は公益事業の新規実施･拡充に係る計画

の作成を義務づけ（①社会福祉事業、②地域公益事

業、③その他公益事業の順に検討） 等 

４．地域における公益的な取

組を実施する責務 

□ 社会福祉法人の本旨に従い

他の主体では困難な福祉ニ

ーズへの対応を求める 

○社会福祉事業又は公益事業を行うに当たり、日常生活

又は社会生活上支援を要する者に対する無料又は低額

の料金で福祉サービスを提供することを責務として規

定 
※利用者負担の軽減、無料又は低額による高齢者の生活支援等 

５．行政の関与の在り方 

□ 所轄庁による指導監督の機

能強化 

□ 国･都道府県･市の連携を推

進 

○都道府県の役割として、市による指導監督の支援を位

置づけ 

○経営改善や法令遵守について、柔軟に指導監督する仕

組み（勧告等）に関する規定を整備 

○都道府県による財務諸表等の収集･分析･活用、国によ

る全国的なデータベースの整備 等 

（厚生労働省資料より） 
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２－１－２ 制度改革に対する県内社協の意向 

 

社会福祉法人制度改革に対応するにあたり、その参考とするため、愛知県内各

市の社会福祉協議会（以下「県内社協」という。）を対象に組織運営に関するア

ンケートを実施しました。 

ここでは、その調査結果から、評議員の選定方法及び人数、理事の人数変更の

予定、社会福祉充実残高の利用に係る内容を紹介します。 

【社協組織運営に関するアンケート調査の概要】 

  ・調査対象   37 市の県内社協 

  ・調査方法   調査票の送付は郵送及びメール、返送はメールで受信。 

  ・実施期間   平成 28 年 7 月 29 日～8 月 19 日 

  ・配布回収   配布数 37 票、回収数 31 票（回収率 83.8％） 

※図中の構成比（％）は、小数点第２位を四捨五入して算出しているため、合

計は 100.0％にならないこともあります。 

 

 

 

（１）評議員の選定方法 

○設置が義務化される評議員の選定方法については、県内社協の 77.4％が選任･

解任委員会の設置を予定しています。 

○選任･解任委員会以外の方法を検討しているところは 3.2%（1 社協）でした。 

図表 2-1-2 評議員の選定方法 

 
 

0 20 40 60 80 100

77.4 3.2 19.4

(%)

選任、解任委員会を設置して選任または解任を行う

選定委員会以外の方法を検討している

回答なし

n =31

（日進社協：選任、解任委員会を設置して選任または解任を行う）
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（２）評議員の人数の変更予定 

○74.2％の県内社協が｢評議員人数変更を予定または検討している｣と回答してい

ます。 

図表 2-1-3 評議員人数の変更の予定 

 

 

（３）評議員の定数（変更想定人数） 

○｢評議員人数変更を予定または検討している｣と回答した 23 市の県内社協につ

いて、想定される人数をたずねたところ、｢7～10 人｣は 8.7％、｢11～15

人｣は 39.1％、｢16～20 人｣は 17.4%、｢21～25 人｣は 17.4％、｢回答な

し｣は 26.1％でした。 

○評議員の想定定数は、｢11～15 人｣が最も多くなっています。 

図表 2-1-4 評議員の定数（変更想定人数） 

 

0 20 40 60 80 100

6.5 74.2 19.4

(%)

評議員人数変更は予定していない

評議員人数変更を予定または検討している

回答なし

n =31

（日進社協：評議員人数変更を予定または検討している）

0 10 20 30 40 50 60

７～１０人

１１～１５人

１６～２０人

２１～２５人

２６～３０人

３１人以上

回答なし

8.7

39.1

17.4

17.4

0.0

0.0

26.1

（n=23，日進社協：１１～１５人）
 

（％）

（件）

2

9

4

4

0

0

6

ｎ=23（複数回答） 
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（４）理事の人数の変更予定 

○｢人数変更は予定していない｣が 19.4％、｢人数変更を予定または検討してい

る｣が 58.1％でした。 

○理事の人数の変更を考えている県内社協は、過半数を超えています。 

図表 2-1-5 理事の人数の変更予定 

 
 

（５）理事の定数（変更想定人数） 

○｢理事の人数変更を予定または検討している｣と回答した 18 市の県内社協につ

いて、想定される人数をたずねたところ、｢6～10 人｣は 33.3％、｢11～15

人｣が 38.9％、｢16～20 人｣が 5.6%、｢回答なし｣が 27.8％でした。 

○評議員と同様に、｢11～15 人｣が最も多くなっています。 

図表 2-1-6 理事の定数（変更想定人数） 

 
 

0 20 40 60 80 100

19.4 58.1 22.6

(%)

理事の人数変更は予定していない

理事の人数変更を予定または検討している

回答なし

n =31

（日進社協：理事の人数変更を予定または検討している）

0 10 20 30 40 50 60

６～１０人

１１～１５人

１６～２０人

２１人以上

回答なし

33.3

38.9

5.6

0.0

27.8

（n=18，日進社協：６～１０人）
 

（％）

（件）

6

7

1

0

5

ｎ=18（複数回答） 
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（６）社会福祉充実資金の有無 

○社会福祉充実資金に該当する基金等が｢ある｣という県内社協が 71.0％を占め

ています。 

図表 2-1-7 社会福祉充実資金に該当する基金等の積立の有無 

 
 

（７）社会福祉充実資金の利用目的 

○基金等の利用目的は、｢地域福祉基金｣の 50.0％が最も多く、次いで、｢介護保

険事業調整基金｣の 45.5％、｢ボランティア基金｣の 36.4％となっています。 

○社会福祉充実計画の策定については、保留している回答が多く、対応が定まっ

ていない状況にあります。 

図表 2-1-8 社会福祉充実資金に該当する基金等の利用目的 

 

 

 

0 20 40 60 80 100

19.4 71.0 9.7

(%)

該当する基金等はない 該当する基金等がある

回答なし

n =31

（日進社協：該当する基金等がある）

0 10 20 30 40 50 60

ボランティア基金

地域福祉基金

施設等整備基金

設備備品購入基金

介護保険事業調整基金

その他

回答なし

36.4

50.0

9.1

18.2

45.5

36.4

0.0

（n=22，日進社協：地域福祉基金，介護保険事業調整基金）
 

（％）

（件）

8

11

2

4

10

8

0

ｎ=22（複数回答） 
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２－２－１ 全社協が行動方針で求める役割 

 

全国社会福祉協議会（以下「全社協」という。）では、平成 27 年（2015

年）を起点とした｢第 2 次行動方針｣を定めています。この行動方針では、市町村

社協に求められる役割を次のように整理しています。 

『社会福祉協議会もそのほとんどが社会福祉法人ですが、制度内の福祉サービ

スを実施するほか、｢社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助｣｢社会

福祉を目的とする事業に関する調査､普及､宣伝､連絡､調整及び助成｣※1 等の事業

を行う組織として、また、社会福祉関係者と福祉活動を担う住民･ボランティア

等により構成される組織※2 として、社会福祉法に定められており、他の社会福祉

法人とは異なった機能も持っています。 

社会福祉協議会についても、制度内の福祉サービスの実施、あるいは当該地方

公共団体からの委託事業等の実施に力点が置かれ過ぎているのではないか、とい

う指摘がされています。さらに社会福祉協議会は、事業の規定が幅広いものにな

っていること、地域の社会福祉関係者や住民･ボランティアの参加を得る組織で

あることから、他の社会福祉法人以上に、制度では対応しにくいニーズに積極的

に対応することが求められています。 

この役割を担う職員は、福祉活動専門員※3 として位置づけられていますが、近

年は地方公共団体の財政難からその確保が難しい状況にあります。あらためて、

その役割の意味を関係者で確認し、市町村は基盤整備の一環として、福祉活動専

門員を配置する必要があります。 

近年は、権利擁護の取り組み（日常生活自立支援事業※4、成年後見人の受任）

や、生活福祉資金貸付事業※5 等を通して、要援助者に対する総合的な相談支援機

能を発揮することへの期待が高まっており、この強化を図っていく必要がありま

す。 

最近の新しい福祉課題･生活課題は、複合的な要因を持つことが多く、これに

対応するためには、社会福祉協議会が上述のような組織の特性を生かしながら、

地域内の社会福祉関係者、住民･ボランティアの協働体制をつくり、地域福祉を

推進する要の役割を果たし、解決にあたっていくという手法を確立していくこと

が必要です。』 

 

『全社協 福祉ビジョン 2011 第 2 次行動方針（2015（平成 27）年 3 月）』より抜粋 

２－２ 社会福祉協議会の役割の変化 
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※1 社会福祉法第 109 条の規定。 

※2 同じく、社会福祉法第 109 条に「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であって、その

区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参

加」と定められています。 

※3 福祉活動専門員とは、市町村社協に設置されている職員で、民間社会福祉の推進調査、企画、連

絡･調整、広報、その他の実践活動を職務内容としています。地方自治体が設置のための予算化を

するもので、1966 年度からの国庫補助の後 1999 年度以降は地方交付税の積算根拠に「福祉活

動専門員設置事業費」が計上されています。 

※4 日常生活自立支援事業とは、社会福祉協議会が認知症高齢者、精神障害者、知的障害者等に福祉

サービスの利用手続、日常の金銭管理、書類等の保管、日常生活上の変化の察知等を支援する福祉

サービス（社会福祉法の「福祉サービス利用援助事業」）です。 

※5 生活福祉資金貸付制度とは、社会福祉協議会が低所得者世帯、障害者世帯、高齢者世帯等失業等

により生活に困窮している人に生活費及び一時的な資金の貸付を行う制度です。 

 

 

２－２－２ 本会に期待される役割 

 

【地域の福祉事業者をサポートする中間支援組織としての役割】 

平成 12 年４月に介護保険制度がスタートした頃は、市内及び周辺地域の福祉

サービス事業者が限られていたこともあり、本会が介護保険事業者の一つとして、

その役割を果たしてきました。しかし、今では民間の福祉サービス事業者が充実

してきており、本会が介護保険事業のサービス提供主体として担う役割は相対的

に大きく低下しました。 

また、障害者に対するサービスについても同様に、「措置制度」から「支援費

制度」へ移行し、平成 18 年４月の「障害者自立支援法」の施行や平成 25 年４

月の「障害者総合支援法」の施行を経て、サービス体系を変えながらその供給主

体である事業者も本市及び周辺地域で徐々に充実してきています。これに伴い、

障害福祉サービス提供主体としての本会の役割も以前に比べて低くなりました。 

一方、全社協が行動方針に記しているように、市町村社協には、地域の福祉サ

ービス基盤の整備を担う｢行政｣と地域の｢住民｣や｢福祉事業者｣、その他｢福祉活

動団体｣をつなぐ、地域のかなめ役が求められています。 

本会においても、全社協が指摘するように、既存制度のサービス提供や行政の

受託事業の実施に偏りすぎている面があることから、今後は、制度では対応しに

くいニーズに積極的に対応していくことが求められていると考えています。さら

に、地域の福祉事業者と競合する事業については、なるべく市場原理に委ねるこ

ととし、むしろ、地域の福祉事業者をサポートする中間支援組織へと転換を図っ

ていくことが求められています。 

こうした状況を受け、本会としては、要支援者に対する総合的な相談支援、地
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域の社会資源づくりを行う市民活動･ボランティアの育成･支援、複合的な地域課

題に対応する地域協働体制の整備、つどいの場づくりをはじめとする地域福祉活

動の支援などの取り組みを重点的に実施していくことが必要と考えます。 

より具体的に記せば、｢にっしん幸せまちづくりプラン｣に位置づけられる、

１）地域たすけあい相談員（CSW＝コミュニティ・ソーシャルワーカー）の配置、

２）つどいの場の開設支援、３）人材養成の推進、といった事業に大きな期待が

寄せられています。 

 

地域たすけあい相談員（ＣＳＷ）とは… 

地域の中には様々な問題を抱えた人がいます。個人の抱える困りごとをみんなで考

えて、市民・コミュニティや行政と協働し、解決をめざしていくための個別支援活動

を行います。また、個別支援から浮かび上がった課題を共有していく地域支援活動と

して、自治組織や関係者のみなさんを横につなぎ、地域の力を大きくしていく専門職

です。【にっしん幸せまちづくりプランより抜粋】 

 

【地域包括ケアシステム構築に向けた中心的組織としての役割】 

平成 37 年（2025 年）には団塊の世代が 75 歳以上の後期高齢者になり、全

人口に対する割合が 18％を超え、65 歳以上（前期高齢者）を含めた高齢者の割

合は 30％を超えることが予想されています。これにより、医療費や介護費用の

増大に伴う財源確保の問題、介護を必要とする高齢者の増大に対する介護医療従

事者の人手不足などが問題となる、いわゆる｢2025 年問題｣が顕在化することが

懸念されています。 

こうした中、国では、平成 37 年を目途に高齢者の尊厳の保持と自立生活の支

援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最

期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援･サービス提供体制、すな

わち“地域包括ケアシステム”の構築を推進しています。 

日進市にあっても、地域包括ケアシステムの構築が大きな課題となっており、

本会に対しては、地域包括ケアシステムを構築していく上で不可欠な支えあいの

仕組みづくりを着実に推進していくため、地域づくりの中心的組織としての役割

が期待されています。 

 

 

http://www.weblio.jp/content/2025%E5%B9%B4
http://www.weblio.jp/content/%E5%85%A8%E4%BA%BA
http://www.weblio.jp/content/%E5%85%A8%E4%BA%BA
http://www.weblio.jp/content/%E5%AF%BE%E3%81%99
http://www.weblio.jp/content/%E5%89%B2%E5%90%88
http://www.weblio.jp/content/18
http://www.weblio.jp/content/65
http://www.weblio.jp/content/%E5%89%8D%E6%9C%9F%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85
http://www.weblio.jp/content/%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85
http://www.weblio.jp/content/%E5%89%B2%E5%90%88
http://www.weblio.jp/content/%E5%89%B2%E5%90%88
http://www.weblio.jp/content/30
http://www.weblio.jp/content/%E8%B6%85%E3%81%88%E3%82%8B
http://www.weblio.jp/content/%E5%8C%BB%E7%99%82%E8%B2%BB
http://www.weblio.jp/content/%E5%A2%97%E5%A4%A7
http://www.weblio.jp/content/%E8%B2%A1%E6%BA%90
http://www.weblio.jp/content/%E8%B2%A1%E6%BA%90
http://www.weblio.jp/content/%E5%95%8F%E9%A1%8C
http://www.weblio.jp/content/%E4%BB%8B%E8%AD%B7
http://www.weblio.jp/content/%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85
http://www.weblio.jp/content/%E5%A2%97%E5%A4%A7
http://www.weblio.jp/content/%E5%AF%BE%E3%81%99
http://www.weblio.jp/content/%E4%BB%8B%E8%AD%B7
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http://www.weblio.jp/content/%E4%BA%BA%E6%89%8B%E4%B8%8D%E8%B6%B3
http://www.weblio.jp/content/%E5%95%8F%E9%A1%8C
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２－３－１ 本会が実施する事業 

 

本会では、昭和 61 年（1986 年）の設立以降、ボランティアセンターの運営

や活動団体への支援などの取り組みに加え、中央福祉センター等の管理業務、ホ

ームヘルパー派遣事業、老人デイサービスセンターや障害者デイサービスセンタ

ーの経営などの業務を実施してきました。平成 22 年度以降では、障害者相談支

援センター事業や障害者福祉センターの指定管理業務、生活困窮者自立相談支援

事業、生活支援コーディネーター事業など、市からの受託業務が増大しています。 

全社協の行動指針の中で、市町村社協の活動が既存制度に則ったサービス提供

ならびに行政の受託事業の実施に偏りすぎているといった指摘がなされています

が、本会についても同様のことが指摘できます。本来の業務とされる新たな地域

福祉ニーズの掘り起こしと、地域住民の自主的な地域福祉活動を支援し、制度で

は対応しにくいニーズに積極的に取り組んでいくことが大きな課題です。 

図表 2-3-1 本会が実施する主な福祉サービス事業の開始年度 

年度 事業名称（旧名称等） 

平成３年度 （1991） ・居宅介護等（ホームヘルパー派遣）事業 

平成 11年度 （1999） 
・通所介護（老人デイサービスセンター）事業 

・基準該当生活介護（障害者デイサービスセンター）事業 

平成 18年度 （2006） ・中部地域包括支援センター事業 

平成 22年度 （2010） 
・障害者相談支援センター事業 

（障害者福祉センター指定管理事業：H24～） 

平成 24年度 （2012） 
・子ども発達支援センター事業 

（障害者福祉センター指定管理事業） 

平成 27年度 （2015） 
・生活困窮者自立相談支援事業 

・親子通園事業 

平成 28年度 （2016） ・生活支援体制整備事業（生活支援コーディネーター事業） 

 

 

２－３ 本会が抱える課題 
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２－３－２ 職員体制の現状 

 

本会の常勤職員数は 44 名（平成 28 年 10 月現在）で、その内訳は理事 1 名、

市派遣職員 3 名、正職員 9 名、非正規職員 31 名となっています。 

県内各市の社協を対象に行ったアンケート調査から、正職員配置状況（図表

2-3-3）をみてあきらかなように、本会は正職員数が非常に少なく、逆に非正規

職員の数が多い状況にあります。10 年前には正職員は 15 名でしたが、人員減

による補充を非正規職員で対応してきた結果、現在のような職員体制となってい

ます。 

図表 2-3-2 本会の常勤職員の体制（平成 28年 10月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-3-3 県内社協の正職員配置状況 

社協組織区分 県内平均 類似市平均 日進市 

全体の正職員数 39.6 人 31.5 人 ９人 

法人運営部門 3.9 人 2.7 人 1 人 

地域福祉部門 4.8 人 2.6 人 1 人 

ボランティア･市民活動部門 1.9 人 1.7 人 0 人 

福祉サービス利用支援部門 7.4 人 4.2 人 2 人 

その他部門 21.6 人 20.3 人 5 人 

全体の非正規職員数 25.9 人 23.0 人 31 人 

資料：社協組織運営に関するアンケート調査 ※類似市：人口 7～10 万人規模の市 

 
 

【常勤職員構成】 

理事     1 名 

市派遣職員  3 名 

正職員    9 名 

非正規職員  31 名 

  計   44 名 

法人運営係 

（2名） 

地域福祉係 

（4名） 

福祉サービス 

支援係(5名) 

センター長 

在宅福祉係 

（9名） 

総務係 

（1名） 

相談支援係 

（7名） 

療育係 

（11名） 

地域福祉課長 
地域生活支援 

センター長 

子ども発達支援 

センター長 

事務局長 

会長（非常勤） 

障害者福祉 

センター施設長 
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２－３－３ 組織運営上の課題 

 

現在、本会が組織運営の面で抱える問題点･課題を要点整理すると次のような

諸点を指摘することができます。 

①  組織体制の見直し 

・本会は、自主財源が乏しく、日進市から支援を得ている組織であるために、

正職員の採用や経営方針について、法人としての独自の判断を下すことが

難しいという特殊性があります。 

・また、介護保険事業等の報酬算定の見直しなどがあり、想定していた収益

確保が難しくなったことで正職員の補充や強化が後回しになり、結果的に

非正規職員の採用増という結果を招いています。 

・さらに、そのことにより、限られた正職員が、直面する既存事業の維持･継

続に投入され、新規事業への取組をますます困難なものにしています。現

在の組織体制では、組織を改革していこうとする職員のモチベーションが

生まれにくい状況となっています。 

・こうした組織体制を改め、地域の福祉事業者の支援強化、ならびに地域包

括ケアシステム構築に向けた支えあいの仕組みづくりなどを推進していく

にふさわしい組織体制を構築していく必要があります。 

② 責任体制の明確化 

・本会では、｢正職員｣、｢契約社員（常勤）｣、｢嘱託職員（常勤）｣、｢パート

タイマー職員｣といった複数の職種により人員が配置されています。同じ職

務の中に複数の職種が混在している状況のため、相互の責務の違いを明確

化することが難しい状況にあります。 

・また、正職員が補充されずにきたことから、非正規職員が正規職員に代わ

って業務を担当せざるを得ない状況も散見されます。 

・正職員が少なく、管理職員の育成･配置が十分に行われていないことで、一

人の職員が複数の職務を兼務せざるを得ない状況や、組織的な指揮命令系

統を明確化できない状況を招いています。その結果、職員間の職務範囲、

責任所在があいまいなものとなっています。 

・責任体制が明確でないと言うことは、業務の質を向上させていく上で大き

な弊害となっていることは否めません。組織的な指揮命令の系統をしっか

りしたものへと改め、職務範囲や責任所在を明確化していくことが不可欠

となっています。 
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③ 処遇改善と業務の安定性確保 

・ここ数年、正職員を含む職員の退職が続いてきました。職員の退職と採用

が頻繁に行われたことで、業務の混乱や非効率な業務状況を招いています。

さらに組織としてノウハウが蓄積されず、スキルをもった人材の確保に課

題を残すこととなり、業務の安定性を欠いている部分があります。 

・また、事業の拡大を重ねた一方で、業務の質的転換等に応じて、職員の増

員、処遇改善、職務環境の改善などが十分に行われていないとの反省点が

あります。 

・職員の増員、処遇改善、職務環境の改善などにしっかりと取り組み、業務

の安定性を確保していくことが求められています。 

④ 職務に対する目的意識の徹底 

・職員に求められる業務は高度化していますが、職員の流動性が高いことや、

職員の能力開発を下支えする組織基盤（総務機能・企画調整機能）が脆弱

なことから、職員能力の開発、活用が十分に行われている状況とは言い難

い状況にあります。 

・加えて、組織的な指揮命令系統を明確化できない状況を招いた結果、職員

が担当するそれぞれの職務に対して、組織として明確なミッションを提示

できない状況にあります。 

・職員の職務目的意識の向上を図ることが必要であり、そのためには事業目

的の明確化を図る必要があります。 

総じて、日常の業務の遂行に多くの時間、労力が注がれ、職員意識や組織運営を

改革する機会を持つことができずにいる状況です。 
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第２章で示したような社会福祉法人制度改革や 2025 年問題などの大きな変化

に的確に対応しながら、本会の抱えている課題の解決を進めていくためには、社

協設置の根拠法である社会福祉法（109 条）で示されている「地域福祉の推進」

という社協が本来担うべき目的に立ち返っていく必要があります。 

このため、本会では「すべての人が加齢や障害、その他様々な事情から福祉サ

ービスや支援を必要とするようになっても、地域の一員として、家族、友人、知

人との関係を保ち、地域で日常生活を営み、文化や趣味、スポーツなどの社会的

な活動に参加することができる地域社会（＝支え合い・助け合いの地域社会）」

と「2025 年問題に対応した地域包括ケアシステムが構築された地域社会」を目

指します。 

そして、こうした地域社会の姿を実現していくために、本会は、福祉事業者や

ＮＰＯ、市民活動団体や地縁組織など、様々な社会福祉サービスを提供する主体

を相互につなぐ「中間支援組織」、すなわち、“地域のかなめ役”としての役割を

発揮する組織への転換を目指します。 

以上の背景や考え方を踏まえ、本会が目指すべき姿（組織の将来像）を次のよ

うに定めます。併せて、「目指すべき地域社会の姿」とその実現のために「本会

が発揮すべき『かなめ役』」を以下に提示します。 

■本会が目指す姿（組織の将来像） 

 

 

 

 
 

 目指すべき地域社会の姿 本会が発揮すべき『かなめ役』 
 

１ 
支え合い・助け合いの地域福祉活動が

展開されている地域社会 

小地域における支え合い・助け合いの福祉

活動と専門機関をつなぐ仕組みづくりを支

援する役割を発揮します。 
 

２ 

要支援・要介護になっても慣れ親しん

だ地域で安心して暮らせる地域包括ケ

アシステムが構築されている地域社会 

高齢者をはじめ、障害者や子ども等も包含

した地域包括ケアシステムの中核機能（総

合的な相談支援機能など）を発揮します 
 

 

３ 

多様な主体による地域協働体制が形成

されている地域社会 

多様な地域資源（区や自治会、地域住民、

民生委員、ＮＰＯ、福祉事業者など）の連

携・協働のための調整機能を強化します。 
 

３－１ 本会のあるべき姿 

第３章 発展強化に向けた基本的方向 

地域福祉活動の推進と地域包括ケアシステム構築に向けた 

『地域のかなめ役』 
～事業型社協から地域福祉に貢献する中間支援型社協への転換～ 
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地域福祉に貢献する中間支援型社協へ転換を図り、本会が目指す姿（組織の将

来像）を実現するため、以下に示す４つの転換方針に基づき、施策や事業展開、

組織改革を進めていきます。 

 

転換方針１ 総合的な相談支援機能の充実 

 

高齢者をはじめ、障害者や子ども、生活困窮者など、すべての人が加齢や障

害、その他の様々な事情から福祉サービスや支援を必要とするようになっても、

地域の一員として安心して社会生活が営めるようにするため、支援やサービス

とそれを必要としている市民との接点となる総合的な相談支援機能を充実しま

す。 

 

転換方針２ 地域福祉部門の強化と地域福祉活動実践体制の構築支援 

 

誰もが住み慣れた地域や家庭で、いつまでも安心して暮らし続けることがで

きる支え合い・助け合いの福祉活動の活性化と、支援や福祉サービスが必要な

方を専門機関へ的確につなげていけるような地域社会づくりを進めていくため、

それを応援していく人材確保及び組織体制の構築と関係専門機関等との連携強

化を図ります。 
 

転換方針３ 既存の福祉サービス事業の見直し 

 

本会が中間支援型社協としての役割を果たしていくためには、人材や財源な

どの限られた経営資源を地域福祉部門の強化などに集中していく必要がありま

す。そこで、介護保険サービス事業や障害福祉サービス事業といった既存のサ

ービス事業の見直しと、本会が拠点を構える中央福祉センターの今後の活用の

あり方について協議・検討を進めます。 
 

転換方針４ 
中間支援型社協への転換を下支えする役割を果たす本部
機能（総務機能・企画調整機能）の強化と必要な人員配置 

 

本会が中間支援型社協としての役割を果たしていくためには、転換方針３で

示したように地域福祉部門を強化していくことと同時に、それがしっかりと機

能していく下支えの役割を果たす本部機能（総務機能・企画調整機能）を強化

していく必要があります。そこで、必要な人員の確保と組織改革を進めます。 

３－２ 中間支援型社協への転換に向けた方針 
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図表 3-2-1 計画の体制図  

 

 

 

 

 

 

転換方針

1 
総合的な相談支援機能の充実 

 
（１）地域包括ケアシステム構築への協力 

 
（２）各種相談支援機能・組織の連携強化 

 
（３）障害者計画相談支援の充実 

 
転換方針

２ 
地域福祉部門の強化と地域福祉活動実践体制の構築支援 

 
（１）地域福祉事業の見直し 

 
（２）地域たすけあい相談員（ＣＳＷ）の配置 

 
（３）地域福祉活動推進のための資金的支援の充実 

 
（４）市民活動やボランティアの育成・活動支援体制の強化 

 
（５）地域協議会の設置 

 
転換方針

３ 
既存の福祉サービス事業の見直し 

 
（１）介護保険サービスや障害福祉サービス等の民間事業者への移管 

 

（２）中央福祉センター等の公共施設のあり方の協議・検討 
 

転換方針

４ 

中間支援型社協への転換を下支えする役割を果たす本部機能（総

務機能・企画調整機能）の強化と必要な人員配置 
 

４－４－１ 制度改革に基づく組織改善の推進 
 

（１）評議員組織の見直し 
 

（２）理事体制の見直し 
 

４－４－２ 中間支援型社協を実現するための組織改革と体制構築 
 

（１）職員体制の見直し 
 

（２）職種に応じた処遇改善等の実施 
 

（３）事務局体制（法人運営部門）の充実 
 

（４）職員研修の充実 
 

（５）各種規程等の整備 
 

（６）ＩＣＴ環境や情報提供の充実 

 

地域福祉活動の推進と地域包括ケアシステム構築に向けた 

『地域のかなめ役」』 
～事業型社協から地域福祉に貢献する中間支援型社協への転換～ 

 

本会が目指す姿（組織の将来像） 
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社協本来の役割である要援助者に対する総合的な相談支援体制を構築するため、

次の事項を推進します。 

 

（１）地域包括ケアシステム構築への協力 

現在、本会が受託している中部地域包括支援センターを含む３つの地域包括

支援センター同士の連携の強化に努めます。また、日進市が目指す地域包括ケ

アシステムの構築に必要な支援体制づくりを進めます。 

 

（２）各種相談支援機能・組織の連携強化 

地域包括支援センター同士の連携の強化のみならず、本会が受託して障害者

福祉センターで開設している基幹型障害者相談支援センター、生活困窮者自立

相談支援事業、本会やＮＰＯ法人尾張東部成年後見センターが実施している権

利擁護事業など、本会が実施している事業を含めた各種相談支援事業の密接な

連携によって、高齢者はもとより、障害者、生活困窮者を含めた総合的な相談

支援体制づくりを進めます。 

 

（３）障害者計画相談支援の充実 

障害者のサービス等利用計画作成を行う計画相談支援（特定相談支援及び障害

児相談支援）事業所は、本会を含み市内に３事業所しかなく、市内のケアマネ事

業所（21 か所）と比較しても少なく、障害福祉における地域課題となっている

ことから、その充実を図ります。 

このため、本会としては、社会福祉充実基金（仮称）を利用し、期間を限定し

て計画相談支援に取り組むことで、行政における市内相談支援事業所の立ち上げ

支援を後押しします。また、これによって本会が受託している基幹型相談支援セ

ンターは、本来担うべき地域相談支援を中心とした支援体制に段階的に移行して

いきます。 

 

４－１ 総合的な相談支援機能の充実のための方策 

第４章 発展強化に向けた具体的方策 
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地域福祉活動計画に基づき、多様な思いやり・助け合いの地域福祉活動が市内

各地で活発に展開される地域社会の実現と地域における地域福祉推進体制の構築

を図るため、次の事項を推進します。 

 

（１）地域福祉事業の見直し 

地域福祉活動の支援を進めるため、社協の本来機能として実施している事業

について、以下のように適宜見直しを進めていきます。 

また、本会の目的や取り組みなどが地域の方々に理解していただけるように、

広報紙やホームページの充実を図るなど、事業や活動等の周知に取り組んでい

きます。 

 

既存事業の名称 見直しの方向性 

① ボランティア養成講座 ボランティア養成講座は、「市民活動・福祉支援者養

成講座」に改めていきます。 

障害者福祉センターの人材育成機能と連携し、ボラ

ンティアだけでなく、必要な福祉サービスを提供する

支援者など、養成対象を拡大することで、様々な支援

者の養成に取り組んでいきます。 

② 傾聴ボランティア派遣事業 傾聴ボランティアだけでなく、段階的に様々なボラ

ンティアの派遣をコーディネートする「ボランティア

派遣事業」の機能強化を図っていきます。 

③ ボランティア活動補助金事業

／ボランティア活動拠点利用

料助成金事業／地域活動助成

事業／地域活動推進運営助成

金事業／つどいの場づくり助

成金事業／地域敬老事業助成

金事業 

現在、様々な助成金や補助金を設けていますが、見

直しが適宜行れておらず、社会状況の変化に応じた対

応ができていないため、目的や役割があいまいな状況

にあります。 

地域福祉の推進を図るため、現在の地域ニーズや社

協本来の役割を踏まえた支援とするため、既存の助成

事業について総合的な見直しを図っていきます。 

④ 福祉協力校事業、福祉実践教

室事業 

 

福祉理解の浸透のため事業内容の強化・充実を図っ

ていきます。また、福祉実践教室は、長年、障害者福

祉が主体となったままになっているため、様々な視点

からの福祉教育が提供されるよう、適宜可能な改善を

図っていきます。 

⑤ 災害ボランティア支援事業・

復興支援ボランティアバス運

行事業 

 甚大な災害が発生した場合、社協が災害ボランティ

アセンターを設置・運営する必要がありますが、災害

発生時の役割が不明確なままであり、運営マニュアル

等を大至急整備していく必要があります。 

 また、災害ボランティアへの支援の取り組みも社協

職員による主体的な取り組みが進められていないた

め、取り組みの改善を図っていきます。 

４－２ 地域福祉部門の強化と地域福祉活動実践体制

の構築支援のための方策 
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（２）地域たすけあい相談員（ＣＳＷ）の配置 

地域包括ケアシステムの構築や地域の支え合いによるつどいの場づくり等を

進めていくためには、地域住民や地域にある様々な社会資源との協働をベース

とした地域福祉活動の推進体制づくりが必要不可欠となります。 

そのため、こうした地域活動やその体制づくりをコーディネート支援する

「地域たすけあい相談員（CSW）」を配置します。 

具体的には、本会の社会福祉充実基金（仮称）を活用し、段階的に３つの旧

中学校区（地域包括支援センターが配置されている日常生活圏域）担当のＣＳ

Ｗ計３名と、それを統括・支援する統括ＣＳＷを１名配置していきます。 

また、ＣＳＷを配置することによって、ＣＳＷが地域の課題を聞き、課題解

決方法を提示していく中で、地域福祉活動計画に盛り込まれた地域の協働組織

の設置を促していくとともに、介護保険事業において配置された生活支援コー

ディネーターとの連携を図っていきます。 

 

（３）地域福祉活動推進のための資金的支援の充実 

地域福祉活動やボランティア活動に対して実施している本会の助成事業につ

いては、全体的な見直しを進めていきます。 

また、つどいの場等の地域活動や地域活動の立ち上げなどの助成を充実する

ため、社会福祉充実基金（仮称）を活用して「地域福祉活動組織の立ち上げ支

援助成制度」を設置します。 

また、共同募金や社協会費等については、募金等の使い道がわかりづらいと

の指摘もあることから、募金額に応じて地域の助成額を配分するなど、地域の

取り組みが直接反映される仕組みに改めます。 

 

（４）市民活動やボランティアの育成・活動支援体制の強化 

地域の市民活動や新たなボランティア活動への市民ニーズに応えていくため、

既存のボランティアセンターの支援対象を大幅に拡大することで、「市民活動・

ボランティアセンター」としての機能強化を図っていきます。 

支援内容については、市民活動の支援やボランティアの育成のほか、中間支

援、団体同士等のマッチング等、センター機能の見直しや組織体制のあり方を

検討し、機能の充実を図っていきます。 

また、市民活動の支援をより効果的・効率的に進めるため、地域の市民活動

を支援している「にぎわい交流館」との一体的な支援体制の構築を目指します。 
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（５）地域協議会の設置 

社会福祉法人制度改革により、社会福祉充実残額を保有する社会福祉法人は、

社会福祉充実計画を策定し、社会福祉事業又は地域公益事業等の実施に再投下す

ることが求められています。さらに地域公益事業を行うにあたっては、地域の住

民等の意見を聴いていくため、「地域協議会」等による意見聴取が求められてい

ます。 

そこで、本会が市と連携し、「地域協議会」の設置・運営を検討していくこと

で、地域の社会福祉法人が円滑かつ公正中立な意見聴取が行える機会を確保しま

す。 

また、地域における関係者のネットワークを強化し、関係者間での地域課題の

共有、各種事業の役割分担の整理など、地域福祉の推進体制の強化を図ります。 
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図表 4-2-1 目指すべき地域包括ケアシステムと地域及び社会福祉協議会の姿のイメージ 
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本会が事業型社協から地域福祉に貢献する中間支援型社協へ大きく転換を図っ

ていくため、４－１や４－２の（１）で示したように相談支援機能や地域福祉事

業を充実するとともに、次の事項を推進します。 

 

（１）介護保険サービスや障害福祉サービス等の民間事業者への移管 

民間事業者の福祉サービス基盤の充実に伴い、本会が担うべき役割が低下して

きている以下の事業については、十分な精査をしたうえ、他の事業者への事業移

管等を適宜進めていきます。これによって、本会の限られた人的資源等の経営資

源を今後充実するべき地域福祉部門等に集中していくなど組織構造の見直しを進

めます。 

実施にあたっては、現在のサービス利用者の環境変化に対して十分な配慮を行

うものとします。 

図表 4-3-1 本会が担うべき役割が低下している福祉サービス 

【介護保険（高齢者福祉）サービス】 

①通所介護事業 

②訪問介護事業 

【障害者福祉サービス】 

③基準該当生活介護事業及び地域活動支援センター事業 

④居宅介護事業、同行援護事業、行動援護事業、移動支援事業 

【その他事業】 

⑤他の事業者で提供できる受託事業 

 
 

（２）中央福祉センター等の公共施設のあり方の協議・検討 

日進市では、様々な相談支援が「中央福祉センター」（地域包括支援センターや

ボランティアセンター）、「障害者福祉センター」（障害者相談支援センター、成年

後見事業）、「市役所」（生活困窮者自立支援相談事業）、「にぎわい交流館」（市民

活動の支援）など、市内各所の公共施設に分散している状況です。 

４－1 の「（２）各種相談支援機能・組織の連携強化」をより一層充実し、効率

的・効果的に総合的な相談支援事業を進めていくためには、相談支援のワンスト

ップ化を図っていく必要があります。そのため、相談支援を行う公共施設のあり

方について、施設の所有者である市と協議・調整を進めます。 

また、４－３の「（１）介護保険サービスや障害福祉サービス等の民間事業者へ

の移管」を進めることにより、中央福祉センターに余剰スペース等が発生する場

合は、その有効活用の方策について市と協議・調整していきます。 

４－３ 既存の福祉サービス事業の見直しのための方策 
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社会福祉法人制度改革を念頭におきつつ、本会が中間支援型社協としての役割

を果たしていくために必要な人員の確保や組織改革を進めるなど、次の事項を推

進します。 

 

４－４－１ 制度改革に基づく組織改善の推進 

 

（１）評議員組織の見直し 

【評議員構成の見直し】 

これまでは理事会と評議員会の構成が類似していましたが、今回の社会福祉

法人制度改革において、評議員会は議決機関となり、理事・理事会に対する牽

制機能を果たすこととなります。このため、次の図に示すとおり地域における

様々な意見を反映できる構成に改めます。 

図表 4-4-1 評議員体制の見直しの方針 

現在  改正後 構成理由 

1. 地域代表 

2. 民生委員・児童委員協議

会代表 

3. ボランティア団体代表 

4. 福祉施設代表 

5. 更生保護女性会代表 

6. 各種団体（人権擁護委

員）代表 

7. 行政代表 

 
地域住民代表 地域住民の意見反映 

 市民活動・ボランティ
ア団体代表 

市民活動・ボランティア団体
の意見反映 

 
福祉事業者代表 市内事業者の意見反映 

 
障害者団体代表 障害福祉に関する意見反映 

 
高齢者団体代表 高齢者福祉に関する意見反映 

 
こども会代表 児童福祉に関する意見反映 

 
地域福祉関係団体代表 

上記のほか福祉に関連する活
動団体等の意見反映 

 
行政代表 行政に関する意見反映 

３２名  １５名  

【第３者機関となる評議員選任・解任委員会の設置】 

また、法人の理念や経営状況を理解し、中立的な立場から審議できる者を評

議員として選任する必要があることから、理事会で評議員を選任するのではな

４－４ 中間支援型社協への転換を下支えする役割を

果たす本部機能（総務機能・企画調整機能）の

強化と必要な人員配置のための方策 
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く、第３者機関となる評議員選任・解任委員会を設けて選任を行います。 

【評議員の人数構成の見直し】 

評議員の人数は、これまで法律において理事定数の倍を超える数（13 名以

上）であったものが、理事定数を超える数（7 名以上）に変更になったことと、

アンケート調査の結果を踏まえ、本会の評議員の人数構成は、１5 名を上限と

した構成に見直します。 

 

（２）理事体制の見直し 

【理事構成の見直し】 

これまでの理事構成は、地域の意見反映を想定し、地域代表や関係団体等を

中心としていましたが、今回の制度改革において、理事はその義務と責任が法

定化され、より経営責任を問われる立場となります。そのため、次の図に示す

とおり、より事業の経営や運営を担う者を中心とした構成に見直します。 

さらに、事務局長と障害者福祉センター施設長を常勤の業務執行理事（常務

理事）とすることで運営実態の反映に努めていきます。 

図表 4-4-2 理事体制の見直しの方針 

現在  改正後 構成理由 

1. 地域代表 

2. 民生委員・児童委員協議

会代表 

3. 福祉事業経営団体代表 

4. ボランティア団体代表 

5. 身体障害者当事者団体代

表 

6. 各種団体(高齢者団体･こ

ども会) 

7. 経済団体代表 

8. 学識経験者 

9. 保護司会代表 

10. 教育委員会代表 

11. 行政代表 

 
学識経験者 

法人運営に必要な知識・経験
の反映 

 
地域福祉関係団体代表 

福祉関係団体や地域協働組織
等の意見反映 

 
社会福祉法人代表 

同じ社会福祉法で規定された
法人との連携強化 

 
共同募金会代表 

事業を担う運営委員会の意見
反映 

 ボランティアセンター
代表 

事業を担う運営委員会の意見
反映 

 行政代表（教育・福
祉） 

行政意見の反映 

 
事務局長 

常務理事。事業の運営実態の
反映 

 障害者福祉センター 
施設長 

常務理事。事業の運営実態の
反映 

１３名  １０名  

 

【理事の人数構成の見直し】 

アンケート調査の結果と本会の組織規模等を勘案し、理事の人数は 10 名を

上限とした構成に見直します。 
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なお、監事については、従来どおり２名とし、社会福祉事業について識見を

有する者、財務管理について識見を有する者を選任します。 

 

 

４－４－２ 中間支援型社協を実現するための組織改革と体制構築 

 

（１）職員体制の見直し 

本会が抱えている課題を職員体制や組織体制の面から解決するため、人的集

約による業務効率の向上だけでなく、職員処遇や勤務環境の改善を図ることに

よって、人的資源の流出を防ぎ、雇用の安定化を図ります。 

また、県内社協における職員配置状況を鑑みても、本会の正職員比率は著し

く低い状況にあることから、今後は、正職員を中心とした配置構成に段階的に

改めていくため、以下のような職員体制に抜本的に改めます。 

さらに、職員配置計画を作成することで、計画的かつ戦略的な職員採用を進

めます。 

図表 4-4-3 新制度の移行イメージ 

現 状 順次移行 平成 30年度までに移行完了 

正職員（無期雇用）  
正職員 

（無期雇用） 

総合職（行１相当） 

  一般職（行２相当） 

契約職員（有期雇用）  
臨時職員 

（年契約） 

月給制 
嘱託職員（有期雇用）  

パートタイマー職員（有期雇用） 
 

時給制  

図表 4-4-4 今後の職員採用方針 

①組織の新陳代謝のため、定期的に新卒者の採用を進めます。 

②組織全体の年齢構成に配慮し、豊かな経験と高いスキルをもつ職員の登用又は中途採

用を進めます。 

 

 



第４章 発展強化計画に向けた具体的方策 

 

 

31 

（２）職種に応じた処遇改善等の実施 

職員がそれぞれの職種に応じて、モチベーションをもって職責を果たしてい

けるようにするため、下表のとおり処遇改善等を進めます。 

 

図表 4-4-5 職種に応じた処遇改善等の考え方 

職種 主な役割と処遇等 

総合職 法人全体の運営を考え、総合的に業務を進めていく法人組織の幹部候補

職員。定期的に人事異動を行い、経験年数等に応じて、課長、課長補佐、

係長などの管理的な役職を担う。 

給与等の処遇は、日進市（行政職（一））、県内社会福祉協議会、シルバ

ー人材センター等の職員を参考とした処遇を新たに構築する。 

一般職 総合職を補佐し、地域において支援を要する人等に直接的な支援業務を

担う職員。総合職が行う組織的な統括業務は含まれず、役職は副主任まで

とする。定期的に人事異動は行うが、取得資格等により勤務地等を考慮す

る。 

給与等の処遇は、行政の現業職に相当する行政職（二）や任期付職員を

参考とした処遇を新たに構築する。 

臨時職員 正職員の補助や定型業務を担う非正規職員とし、１年毎に労働契約を更

新する。また、期間は限定しない。正職員の産休代替や臨時的・簡易的な

業務が発生した場合等に、正職員の補助や定型業務を担う役割となる。 

給与等は、所有資格等の区分に応じた月給制と時給制を設ける。高年齢

者雇用安定法の改正に対応し、継続勤務を希望する職員に対して、退職後

６５歳まで継続雇用を確保する。 
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（３）事務局体制（法人運営部門）の充実 

今後の本会の事業展開に対して、必要とされる組織体制の充実・強化を図る

ため、まずは組織の根幹である企画・総務機能の強化を図り、組織の指揮命令

系統を確立します。 

このため、法人の企画・総務機能や社協根幹業務を担う「地域福祉課」と、

市からの受託事業や法定事業を担う「包括支援課」の２課体制とします。 

特に地域福祉課の職員体制は、県内類似社協と同程度となるよう、法人運営

部門に３名程度、地域福祉部門に３名程度、ボランティア･市民活動部門に２名

程度の職員が配置される体制を目指していきます。 

また、より業務実態を反映した法人運営体制を構築するため、会長、事務局

長、障害者福祉センター施設長の３人を理事とします。 

一方、障害者福祉センターの体制については大きな見直しはしないものの、

本部機能との役割や業務内容の整理を図り、効率的な業務体制の構築を進めま

す。 

図表 4-4-6 今後の本会の組織体制のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）職員研修の充実 

本会の目指す姿を見据えた場合、今後はより高度なスキルや質の高い支援が

求められ、他の事業者の模範となる組織づくりが必要です。 

そこで、職員研修制度を充実させ、職員の積極的な参加を促進します。特に

総合職は、組織経営に必要な知識や技能等の取得から最新の福祉動向等を得る

ための研修に、一般職は福祉的業務の技能向上等を図れるような実習や新たな

資格取得講座等に積極的に参加できる環境づくりを進めます。 

理事 

法人運営係 

 

地域福祉係 

 

生活支援係 包括支援係 総務係 

 

相談支援係 

 

療育係 

 

地域生活支援 

センター 

子ども発達支援 

センター 

事務局長 

会長（非常勤） 

障害者福祉 

センター施設長 

地域福祉課 包括支援課 
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このため、社会福祉充実基金（仮称）等を活用した職員育成事業を推進しま

す。具体的には、職員の資質向上や必要なスキルの向上のため、全社協等が提

供する様々な研修事業に要する費用を助成します。また、事業見直しに伴う職

種転換を支援するため、必要な資格取得費用等の助成を行います。 

さらに、新規採用時や勤務年数、業務経験年数等に応じて、定期的な研修を

義務化するなど、適切に職員が研修を受けられるような体制づくりを進めてい

きます。 

 

（５）各種規程等の整備 

公開対象となる役員報酬基準等の規程を始め、新たな定款や定款細則、就業

規則等の整備を図ります。 

さらに組織として統一的な運用が必要な事項や口伝的に引き継がれている事

業等については、組織的な対応が図れるようにマニュアルの整備等を進めてい

きます。 

また、個々の事業においても実施要綱等を整備することで、公平公正な事業

運営に努めていきます。 

 

（６）ＩＣＴ環境や情報提供の充実 

今後は、法人の情報公開の重要性が高まるとともに、本会が地域の「かなめ

役」としての役割を果たしていくため、本会の様々な活動に関する情報を地域

において支援を要する人をはじめ、地域住民や関係機関等に積極的に提供して

いく必要があります。 

このため、社会福祉充実基金（仮称）等を活用し、まずは本会のホームペー

ジをリニューアルし、ＩＣＴ環境の充実を図ります。また、ＩＣＴの専門知識

のある職員の配置を検討するなど、職員による情報提供や情報更新等を容易と

することで、市民が情報を入手しやすい環境づくりを進めます。 

これらにより、地域の市民活動団体や小規模事業者等に対するＩＣＴに関す

る相談や支援を進め、様々な福祉情報を集積し、分析・系統立てて提供する体

制づくりを図ることで、地域福祉活動計画にある様々な事業の具現化に努めて

いきます。 

＊情報通信技術の意を示す、Information and Communication Technology（インフォメーション・

アンド・コミュニケーション・テクノロジー）の略。 
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平成 29 年度以降は、会計年度毎の状況により、社会福祉充実残額が発生した

場合に社会福祉法第 55 条の 2 に規定する社会福祉充実計画を作成する必要があ

ります。その計画に位置づける事業については、原則として本計画の第 4 章に記

載する事業から優先的に実施することで本計画の推進を図っていきます。 

 

 
 

社会福祉法人制度改革や全社協の行動方針等の主旨から内部留保の効果的な活

用が求められています。そのため、既存の「日進市社会福祉協議会運営基金」や

「介護保険事業安定化基金」等を見直し、地域福祉事業や本計画の推進に活用で

きる「社会福祉充実基金（仮称）」を創設することで、本会の組織体制の強化を

図っていきます。 

 

 
 

計画の適切な進行管理を進めるために、本会の法人運営部門において段階的に

毎年度施策の進捗状況及び達成状況を調査し、把握していきます。そして、理事

会等において、その進捗状況等を点検、評価し、この結果を公表するとともに、

これに基づき、必要に応じて方策を見直し、改善を行った上で、次年度以降の事

業計画に反映し、各種方策（施

策・事業）を実施するものとしま

す。 

なお、社会福祉充実計画を策定

する必要性が生じた場合は、その

計画内容について、理事会・評議

員会の議決を経た上で、所轄庁で

ある日進市に提出し、計画承認を

得るものとします。 

 

 

５－３ 計画の進行管理 

５－２ 社会福祉充実基金（仮称）の創設 

５－１ 社会福祉充実残額の活用（社会福祉充実計画） 

第５章 計画の推進に向けて 

ＰＬＡＮ 

年度の事業計画 

ＤＯ 
年度の事業計画に基
づく方策（施策・事
業）の実施 

ＣＨＥＣＫ 
各年度の事業計画の
進捗状況・達成状況
の点検・評価 

ＡＣＴＩＯＮ 

方策（施策・事業）
の見直し、改善 

理事会 
評価の実施 

実績の報告 
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１．日進市社会福祉協議会発展強化計画等検討委員会設置要綱 

平成２８年１０月１３日決裁 

（設置） 

第１条 日進市社会福祉協議会における地域での役割を整理するとともに、役割に応じた

組織体制等を定めていく発展強化計画及び社会福祉法（昭和２６年法律第４５号。以下

「法」という。）第５５条の２第１項に基づく社会福祉充実計画（以下「計画等」とい

う。）を策定するにあたり、法第５５条の２第６項の規定に基づき、事業区域の住民その

他の関係者の意見を聴く組織として日進市社会福祉協議会発展強化計画等検討委員会

（以下「委員会」という。）を設置する。 

（設置期間） 

第２条 委員会の設置期間は、平成２９年２月２８日までとする。 

（委員会の任務） 

第３条 委員会は、次に掲げる事項について意見の提供を行うものとする。 

（１）日進市社会福祉協議会発展強化計画に関すること。 

（２）法第５５条の２第１項に基づく社会福祉充実計画に関すること。 

（３）その他必要な事項 

（組織） 

第４条 委員会は、委員９人以内で組織し、次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。 

（１）学識経験を有する者 

（２）事業区域の住民その他の関係者 

（３）地域の社会福祉法人 

（４）行政関係者 

（５）その他会長が必要と認める者 

２ 委員の任期は、前条の任務が終了するまでとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会の会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことはできない。 

参考資料 
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３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

４ 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くこと

ができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、日進市社会福祉協議会地域福祉課において処理する。 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会

に諮って定める。 

 

附 則 

この告示は、平成２８年１０月１８日から施行する。 

 

 

２．日進市社会福祉協議会発展強化計画等検討委員会委員名簿 

（敬称略） 

No 選出区分 所属団体等 委員名 備考 

1 学識経験者 名古屋学芸大学 

管理栄養学部教授 
五十里 明 委員長 

2 地域住民 日進団地ふれあいサロン 杉山 健三  

3 地域住民 民生委員・児童委員協議会 伴 律子 副委員長 

4 地域住民 市内福祉事業者 

（ＮＰＯ法人介護サービスさくら） 
村居 多美子  

5 社会福祉法人 日東保育園（児童） 成田 ゆき江  

6 社会福祉法人 あかいけ寿老会（高齢者） 山田 幹雄  

7 社会福祉法人 きまもり会（障害者） 興梠 精視  

8 行政関係者 地域福祉課長 水野 隆史  

9 行政関係者 子育て支援課長 伊東 幸仁  
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３．日進市社会福祉協議会発展強化計画等検討委員会開催経緯 

 

区分 開催日時・場所・議事内容 出席委員 

第１回 １．日時：平成 28年 10 月 18 日（火） 

午後１時 30分～15 時 30 分 

２．場所：日進市中央福祉センター 集会室 

３．議事内容 

（１）現在求められている地域包括ケアシステムの構

築について 

（２）日進市社会福祉協議会の現状と課題について 

８名 

第２回 １．日時：平成 28年 11 月 14 日（月） 

午後１時 30分～15 時 30 分 

２．場所：日進市中央福祉センター 多機能室北 

３．議事内容 

（１）目指す姿及び目標と転換のための方針 

（２）職員体制や法人組織の見直し 

（３）社会福祉充実計画（案） 

９名 

第３回 １．日時：平成 29年 2 月 1 日（水） 

午後１時 30分～15 時 30 分 

２．場所：日進市中央福祉センター多機能室北 

３．議事内容 

（１）委員からの意見と対応方針について 

（２）社会福祉協議会発展強化計画（素案）について 

９名 
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４．日進市の地域包括ケアシステムの考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日進市社会福祉協議会 発展強化計画 

（平成２９～３３年度） 

平成２９年３月 

社会福祉法人 日進市社会福祉協議会 

［住所］ 愛知県日進市蟹甲町中島 22（〒470-0122） 

［TEL］ 0561-73-4885 ［FAX］ 0561-73-4954 

［E-mail］info@nisshin-shakyo.or.jp 

［URL］ http://www.mb.ccnw.ne.jp/n-shakyo/ 

 

 


