集
−それぞれの法人のアイデアと工夫が地域を活かす−

社会福祉法人の意義
月 日

2

充実残額の有無に関わらず︑全ての
社会福祉法人が対象となっており︑
取り組みの内容については︑他の事
業主体では困難な福祉ニーズに対応

今回の改正に関連して︑
に厚生労働省から発出されている通

いくことが肝要です︒

としての存在意義をしっかり示して

揮する機会と捉えて︑社会福祉法人

今こそ︑社会福祉法人らしさを発

です︒

組﹂に当たるかどうかは精査が必要

いわゆる﹁地域における公益的な取

ますので︑自法人での取り組みが︑

当しないものの考え方が示されてい

れているわけではありませんが︑該

取り組むべき内容が具体的に示さ

することとされています︒

条第２
な取組﹂について︑その趣旨等が示

項のいわゆる﹁地域における公益的

成 年改正で規定された第

６月１日に出された通知では︑平

されています︒

と︑一層の実行力・実践力が必要と

ないニーズにも向き合っていく姿勢

用者の声に耳を傾け︑声になってい

ているのか︑今まで以上に地域や利

存在しているのか︑あるいは潜在し

どのような福祉ニーズが地域には

求められています︒

ビスを積極的に創出していくことが

枠組みの内外を問わず︑新たなサー

る場合には︑既存の社会福祉制度の

もに︑地域の福祉サービスが不足す

するサービスの質を高めていくとと

既存の事業を充実させ︑自ら提供

ことにある︒

積極的に地域社会に貢献していく

福祉ニーズを充足することにより︑

事業主体では対応できない様々な

割を果たすことのみならず︑他の

サービスの供給・確保の中心的役

社会福祉事業や公益事業に係る

意義が次のように示されています︒

知の中で︑社会福祉法人の今日的な

11

されています︵下記参照︶
︒社会福祉

全国社会福祉法人経営者協議会「平成28年度都道府県経営協セミナー」
資料より抜粋

平成28年６月１日社援基発0601第１号厚生労働省社会・援護局福祉基
盤課長通知より抜粋

※費用の有無を問わない ※社会福祉充実残額を充てる

ストック

財 源 の 考 え 方

フロー

社会福祉充実残額

がある法人の一部

すべての社会福祉法人

象

対

公益事業の一部

公益事業の一部

事 業 の 範 囲

社会福祉事業、

第４項）

（第55条の２

（第24条第２項）

地域公益事業

公益的な取組（責務）

11
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特

社会福祉法人らしさを発揮し、発信する機会

平成28年11月11日、改正社会福祉法の施行に伴う関連政省令が公布され、それに伴い、同日、厚生労働
省より関連通知等が発出されました。今回の社会福祉法人制度改革の柱は、①経営組織のガバナンスの強
化、②事業運営の透明性の向上、③財務規律の強化、④地域における公益的な取組を実施する責務、⑤行
政関与の在り方です。既に多くの社会福祉法人が、公布前からさまざまな取り組みを進めています。
今回は去る10月26日に開催された「地域における公益的な取組実践発表会」の様子と併せていくつかの
事例を紹介します。

社会福祉充実残額

有無を問わない

有

所 轄 庁 の 関 与

現況報告書による報告

社会福祉充実計画の承認

関 係 者 の 意 見

不要

（
「事業区域」の住民その他関

要

係者からの意見を聴く）
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日︑新横浜プリンスホ

ンの考え方を社会へ伝えていくこと
くるのではないでしょうか︒

さらなる活動の厚みや展開が見えて

イムに発信しています︒
﹁刻一刻と変

ＳＮＳを使ってその様子をリアルタ

いるうちに︑いつしか自分も参加し

わる様子をたくさんの方と共有して

にもつながると話していました︒
その他にも︑子育て交流広場の運
営 や 地 域 カ フ ェ の 運 営︑ 閉 店 し た

ているような気持ちになる﹂と担当

2016.12.15
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しっかりとし た 取 組 は 発 信
してこそ
去る 月

情報発信は人材確保にもつ
ながる

スーパーを官民一体の取り組みで復

ら話しかけられるようになったり︑

テルにて︑全国社会福祉法人経営者

施設とは関係性のなかった子どもや

者は話していました︒今まであまり

し︑県内の大学を訪問する活動を続

お年寄りが︑気軽にその庭で休憩し

今年度︑本会経営者部会主催の研

けています︒その中で︑多くの大学

活させた事例などが発表されていま
とおりです︒発表事例は今後︑全国

側の担当者から聞かれる声は︑どの

協議会の主催により︑第１回﹁地域

社会福祉法人経営者協議会のホーム

話すことのなかった︑近隣の店員か

ページにも掲載されます︒

修を受講した社会福祉法人が協力

の実践

ていたりするそうです︒

また︑そうした情報発信が地域の

ていることが見て取れます︒

と︑その多くが丁寧な情報発信をし

している法人のホームページを見る

厳しいながらも着実に人材を確保

などの理由をあげています︒

を表現できる場所だと感じたから﹂

会の役に立ちたいから﹂
﹁自分の考え

しながらも︑志望動機の上位には﹁社

学生は︑給料などの条件面を重視

判断しづらいということです︒

た就職先なのかが︑求人票だけでは

施設・法人がそれぞれの学生に適し

した︒発表事例の主なテーマは次の

が開催されました︒
４６４名の方が参加し︑
発表と 点のポスター発表がされま
した︒本県は実践発表が２法人︑そ
して︑ポスター発表が５点と他県に
比べて多くの発信がなされました︒
発表者は５分という短い時間の中
で︑スライドや写真を駆使して説明
していたのが印象的でした︒
発表事例に出てくる対象となる方
は︑子どもから高齢者まで多様です︒
運転手付きで送迎車両を提供し︑
一人暮らしの高齢者の﹁ショッピン
グツアー﹂を実践する法人では︑買
い物が一次的な目的ですが︑地区の
民生委員や町内会の役員が添乗員に

ボランティアを呼び込むことにつな
がったり︑企業や支援者との出会い
を生み︑思わぬ展望が拓けることも
あります︒取り組んでいることの情
報発信の工夫もこれからの大きなポ

（上）参加法人の一体感を高めるために
作成したロゴマーク
（右）本会経営者部会「福祉の魅力発信
ＰＲ力アップセミナー」の１コマ

なることにより︑一人暮らしの方の
状況把握や孤立予防につながる二次
的効果を発表していました︒
また︑別の法人の発表では︑地元
の建築会社と連携して建築角材を提
このように︑多くの社会福祉法人

県内の法人の中には︑施設の敷地

イントです︒

供してもらい︑それを加工して積み

では︑地域に根ざした︑福祉ニーズ

○地域の高齢者世帯への除雪支援

木を作り︑地元の保育園に届け︑交

時支援

の境であった壁を撤去して︑地域の

○災害時における地域の高齢者の一

に対応する取り組みを既に実践して

○地域の高齢者への買い物支援

流を図る取り組みを話していまし

○転居を希望する高齢者への支援

庭のような空間づくりを手がけてい

○生計困難者へ現物支給による支援

るところがあります︒その法人では︑

○ユニバーサル就労支援

いますが︑それを積極的に発信し︑

○大学との連携による地域活動

より多くの方に知ってもらうことで︑

○空き家を利用した居場所づくり

た︒一つひとつ手作りのため形は違

○生活困窮者への一時宿泊所の提供

29

における公益的な取組実践発表会﹂

26

いますが︑それがノーマライゼーショ

〈発表事例の主なテーマ〉

第781号

3

10

26

SPECIAL EDITION

公益的な取組 の 一 つ の 形
かながわライフサポート事業

り組む中で︑定年退職をしたが年金
が少なく︑出来る範囲で働きたいと

先に触れたように今回の社会福祉

それぞれの法人のアイデア
と工夫が地域を活かす

定した仕事を探したいが新しい事に

法改正で︑
﹁地域における公益的な取

いう高齢者や︑不安定収入のため安
挑戦する勇気がない若者︑派遣の技

平成 年８月に開始した本事業は
４年目を迎えました︒福祉現場の最

県金沢市︶による﹁シェア金沢﹂と

いう取り組みのコンセプトは︑〝私が

つくる街〟です︒人が直につながり︑

支え合い︑ともに暮らす街を目指し

ています︒

また︑社会福祉充実残額があり︑

いろな人とのつながりを大切にしな

コミュニティを再生させる街︒いろ

献できる街︒かつてあった良き地域

高齢者︑大学生︑病気の人︑障害

公益事業を行おうとする法人は地域

のある人︑分け隔てなく誰もがとも

組﹂について︑具体的な内容が示さ

代になり世代交代で派遣先が見つか
就労時間を短くしたり︑働く日数

協議会から意見を聞くこととされて

がら︑主体性をもって地域社会づく

れていないのは︑法人ごとの創意工

歳代・ 歳

ティソーシャルワーカーの数は２百

を限定したり︑ほんの少し仕事内容

います︒さらに加えるならば︑法人

りに参加する︒まさに﹁地域ぐるみ﹂

に手を携え︑家族や仲間︑社会に貢

に工夫があれば︑十分に活躍できる

の基本となる定款についても︑準則

を地で行く街です︒全国の優れた取

らない方などに出会います︒

ぜひ︑就労に関する困難を持つ人

ではなく定款例として示されるよう

り組みは︑本県の実践において非常

名を超え︑支援件数も３８５件︵

たちのチャレンジを支える﹁かなが

になり︑全ての法人が同じ内容には

わジョブサポート﹂を積極的に推進

た︑いわゆる中間的就労の﹁かなが

多様な就労機会の創出・確保に向け

現在は︑生活困窮の解消に向け︑

しています︒本会経営者部会の﹁社

わジョブサポート﹂を法人の公益的

ことが多いと感じています︒

会福祉法人改革対応セミナー﹂でも︑

にあるとも言えます︒また︑法人内

デアと工夫を柔軟に発想できる状況

り組み︑多様な組織形成がされると

所の運営に携わってこそ︑多様な取

多様な人が法人の経営や施設・事業

よく福祉は﹁人﹂と言われますが︑

に参考になります︒

その取り組みを紹介しました︒
かながわライフサポート事業に取

だけの議論にとどまらない︑多くの

も言えます︒
これまで取り組んできたことを検

の地域らしいアイデアと工夫が生ま

いながら考えていく︑そこには︑そ

地域のことを︑地域の人と話し合
証して︑法人内で完結していたもの

来年度も﹁地域における公益的な

れることでしょう︒

う視点が必要とされます︒そして︑

考えていくことができるか︑そうい

けるよう︑地域での社会福祉法人ら

的な活動を多くの方に知っていただ

と思います︒その時に︑本県の先駆

取組実践発表会﹂が開催されること

それを実践した結果を︑地域の活性

しさを発揮した取り組みの情報発信

︵ライフサポート担当︶

化につなげていくことが求められて

います︒

を引き続き進めていきたいと考えて
全国的に有名な︵福︶佛子園︵石川

います︒

り組みについて︑多くの人と一緒に

ができるか︑また︑地域に必要な取

を地域の皆さんにも広げていくこと

も捉えられます︒

方の参加を得ることができる機会と

これらは︑それぞれの法人のアイ

ならない状況となりました︒

夫を損なわないためです︒

術職で働いてきたが︑

かながわジョブサポートへの参加よびかけチラシ

前線で相談支援にあたるコミュニ

11
な取組の一つとして検討ください︒

月末現在︶となりました︒
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