
社会福祉法人東京都社会福祉協議会

第１ 監査対象の概要

１ 事 業 の 内 容

（１）事 業 の 概 要

社会福祉法人東京都社会福祉協議会（以下「東社協」という ）は、昭和２６年１月に設立。

（社会福祉法人の認可は昭和３０年１１月）された団体で、人間性の尊重とノーマライゼーシ

ョンの理念のもとに、東京都における公私の福祉関係者を広く結集し、都民のニーズに基づく

さまざまな活動を展開することにより、福祉サービスを必要とする人に対し、社会のあらゆる

分野の活動に参加する機会が保障され、地域において必要な福祉サービスが総合的に提供され

るよう方策を講ずるとともに、都民の福祉に対する理解と主体的な参加を促進することを目的

として、主として次の事業を行っている。

ア 社会福祉を目的とする事業に関する調査及び研究

イ 社会福祉を目的とする事業に関する総合的企画

ウ 社会福祉を目的とする事業に関する連絡、調整及び助成

エ 社会福祉を目的とする事業に関する普及及び宣伝

オ 区市町村社会福祉協議会（以下「区市町村社協」という ）の相互の連絡及び事業の調整。

カ 生活福祉資金貸付事業

キ 東京ボランティア・市民活動センターの運営

ク 東京知的障害者・痴呆性高齢者・精神障害者権利擁護センターの運営

（２）都 と の 関 係

都は、平成１０年度東京都社会福祉協議会一般事業運営費補助金交付要綱等に基づき、東社

協の事業に必要な資金、事務費等として、表１のとおり、平成１０年度１０億３，４５１万余

円、平成１１年度８億３，３３７万余円の補助金を交付している。



（表１）補助金交付状況一覧

内　　　　容 補　助　率 備　考

平成 千円東社協の一般事業運営に対する補助 人件費     10/10

1 一般事業運営 10年度 189,053 職員人件費（１８名分） 事務事業費  1/2

平成 総合的企画、連絡調整等の事業費 維持管理費 10/10

11年度 173,470 事務室賃借料等 （都単独補助）

平成 ２/３ 平成10年度

2 福祉活動専門員 10年度 102,385 （国1/3 都1/3） 終了

設置費補助 平成

11年度 　　　－

平成 10/10

3 ふれあいの 10年度 69,602 （国1/2　都1/2）

まちづくり事業 平成

11年度 62,480

平成 10/10

4 区市町村社協 10年度 4,234 （国1/2　都1/2）

総合支援事業 平成

11年度 4,124

平成 10/10

5 福祉施設 10年度 11,744 （国1/2　都1/2）

経営指導事業 平成

11年度 11,070

平成 10/10

6 自立援助促進事業 10年度 1,249 （都単独補助）

平成

11年度 1,113

平成 人件費　2/3 平成11年度

7 地区ボランティア 10年度 45,370 （都単独補助） 終了

センター事業 平成 事務費　2/3

11年度 25,932 （国1/3 都1/3）

平成 区市町村社協の登録者

8 ボランティア保険 10年度 23,768 　1/2（都単独補助）

掛金助成 平成 広域活動推進団体の登録者

11年度 13,822 　10/10（都単独補助）

平成 10/10

9 生活福祉資金 10年度 162,350 （国2/3 都1/3）

貸付事業 平成

（貸付資金） 11年度 65,628

平成 10/10

10 生活福祉資金 10年度 69,553 （国1/2 都1/2）

貸付事業 平成 人件費、民生委員実費弁償等

（事務費） 11年度 68,328

平成 10/10 平成10年度

11 権利擁護 10年度 93,375 （都単独補助） 開始

センターの運営 平成 職員人件費（職員、専門相談員等）

11年度 94,485事務所賃借料、普及啓発等

平成 10/10 平成11年度

12 障害者 10年度 　　　－ （国1/2 都1/2） 開始

特別相談事業 平成

11年度 1,100

平成10年度
までは地域
福祉総合推
進事業

区市町村社協が実施するふれあいのま
ちづくり事業に係る事業費に対する補
助

区市町村社協の運営基盤の強化及びふ
れあいのまちづくり事業の効果的実施
の確保を図るため、東社協が実施する
総合支援事業に対する補助

社会福祉施設の安定的な経営と入所者
処遇の向上等のために行う、専門家に
よる指導・援助事業の人件費、事務費
に対する補助

区市町村社協が、地域住民のボラン
ティア活動への参加促進と活動の活性
化のために実施するボランティア活動
基盤整備にかかる補助

障害者の人権や権利の擁護を図るため
に実施する電話相談窓口の設置、弁護
士等による専門的な相談に係る経費に
対する補助

事　業　名 補 助 金 額

ボランティア活動中の事故に対して補
償を行うためのボランティア保険掛金
の助成

生活福祉資金貸付事業に係る事務費に
対する補助

低所得者等の経済的自立、生活意欲の
助長促進、在宅福祉、社会参加の促進
を図るために実施する資金貸付事業の
原資に対する補助

児童福祉施設等退所児童の就職、進
学、住居入居に伴う身元保証及び連帯
保証制度の運営実施に係る経費に対す
る補助

住民参加による地域福祉活動の促進、
地域社会の福祉水準向上のために、区
市町村社協が実施する福祉活動専門員
設置事業に対する補助

知的障害者･痴呆性高齢者･精神障害者
権利擁護センターの運営経費補助



２ 組 織

東社協は、事務所を新宿区神楽河岸１番１号に置き、役員４５名（会長１名、副会長４名、

常務理事（副会長が兼任 、理事３７名、監事３名（うち非常勤役員４４名 、評議員８５名、） ））

参与９名及び職員１５０名で、事務局は、３部（総務部ほか 、３センター（東京ボランティア）

・市民活動センターほか）をもって構成されている。

第２ 監査の範囲及び実地監査期間

１ 監 査 の 範 囲

平成１０年度及び平成１１年度の補助対象事業について実施した。

２ 実地監査期間

（１）福 祉 局 平成１２年１１月２１日

（２）東 社 協 平成１２年１１月２２日から同年１２月１日まで

第３ 監 査 の 結 果

１ 事業実績について

（１）補助事業

平成１０年度及び平成１１年度における補助事業の主な実績は、表２のとおりであり、事業

は補助目的に沿って適正に執行されている。

内　　　　容 補　助　率 備　考

平成 千円 10/10 平成11年度

13 地域福祉 10年度 　　　－ （国1/2 都1/2） 開始

権利擁護事業 平成

11年度 82,363

平成 ボランティアセンター事業費補助 10/10

14 東京ボランティア 10年度 159,492職員人件費（常勤７名、非常勤８名）（国1/2 都1/2）

・市民活動 平成

センター事業 11年度 139,441

平成 (1)10/10

15 ボランティア活動 10年度 102,339  (国1/2 都1/2）

推進事業 平成 (2)～(4)10/10

11年度 90,018 （都単独補助）

平成

10年度 1,034,515

平成

11年度 833,374

知的障害者、痴呆性高齢者・精神障害
者のための福祉サービス利用援助事業
等に係る人件費、事務事業費、委託費
に対する補助

(1)児童・生徒(2)青年(3)企業等(4)シ
ルバー、各対象別のﾎ゙ ﾗﾝﾃｨｱ養成・活
動推進を目的とした事業に係る人件
費、事務事業費の補助

合     計

事　業　名

事務室使用料等、各種事業費に対する
補助

補 助 金 額



（表２）補助事業実績一覧

主  な  事  業  執  行  状  況

　　　　　　　　人件費（１８名分）　　　　事業費（事務費、事務室賃借料等）
1 一般事業運営 平成１０年度　　１５１，０１７千円　　　　　　３８，０３６千円

平成１１年度　　１４０，１６２千円　　　　　　３３，３０８千円

2 福祉活動専門員 平成１０年度　　６１区市町村社協
設置費補助 平成１１年度　　終了

平成１０年度　　９地区（港区、新宿区、板橋区、足立区、立川市、日野市、狛江市、
3 ふれあいの 　　　　　　　　　　　　東大和市、稲城市各社協）

まちづくり事業 平成１１年度　　９地区（同上）

　　　　　　　　事業型社協　　　　　区市町村社協　　　　ふれあいのまちづくり
4 区市町村社協 　　　　　　　　推進事業　　　　　　強化推進事業　　　　推進指導事業

総合支援事業 平成１０年度　　２，７４８千円　　　　　　－　　　　　　１，４８６千円
平成１１年度　　　　　－　　　　　　２，４６２千円　　　１，６６２千円
　　　　　　　　一般相談　　　　　　　　　特別相談

5 福祉施設 　　　　　　　　専任相談員（常勤１名）　　専門相談員（非常勤２名）
経営指導事業 平成１０年度　　　１６８件　　　　　　　　　　９４件

平成１１年度　　　３７３件　　　　　　　　　１００件
　　　　　　　　就職時の身元保証　　進学時の身元保証　　住居入居の連帯保証

6 自立援助促進事業 平成１０年度　　　　２３件　　　　　　　　３件　　　　　　　　１６件
平成１１年度　　　　２２件　　　　　　　　２件　　　　　　　　　７件

平成１０年度　　１０地区（中野区、練馬区、世田谷区、墨田区、国立市、東村山市、
7 地区ボランティア 　　　　　　　　　　　　　あきる野市、日の出町、檜原村、八丈町各社協）

センター事業 平成１１年度　　　６地区（練馬区、墨田区、東村山市、あきる野市、檜原村、八丈町各社協)

　　　　　　　　区市町村社協登録ボランティア　　　広域活動推進団体登録ボランティア
8 ボランティア保険 平成１０年度　　　　　７８，１０９人　　　　　　　　　　１０，５８５人

掛金助成 平成１１年度　　　　　７５，５１７人　　　　　　　　　　　８，３１６人

　　　　　　　　貸　付
9 生活福祉資金 平成１０年度　　１，２９４件（１，２６１，６８０千円）

貸付事業 平成１１年度　　１，２６６件（１，０９１，９４１千円）
（貸付資金）

　　　　　　　　貸付事務費　　　　　　区市町村社協事務費　　民生委員実費弁償等　
10 生活福祉資金 平成１０年度　　３８，９４１千円　　　３，４６５千円　　　　２７，１４７千円

貸付事業 平成１１年度　　３７，２３６千円　　　３，４６５千円　　　　２７，６２７千円
（事務費）

　　　　　　　　知的障害者　痴呆性高齢者　精神障害者　その他　　計
11 権利擁護 平成１０年度　　３２２件　　４２０件　　　６６７件　　２０７件　１，６１６件

センターの運営 平成１１年度　　３５４件　　４４０件　　　８９１件　　１５５件　１，８４０件

　
12 障害者 平成１１年度　　１４２件

特別相談事業

13 地域福祉 　　　　　　　　知的障害者　痴呆性高齢者　精神障害者　その他　　計
権利擁護事業 平成１１年度　　８５件　　　４９５件　　　４６５件　　５０８件　１，５５３件

　　　　　　　　人件費（１５名分）　　事務費
14 東京ボランティア 平成１０年度　　３９，６９０千円　　　１１９，８０２千円

・市民活動 平成１１年度　　４０，０９８千円　　　　９９，３４３千円
センター事業

　　　　　　 　 ｼﾙﾊﾞｰﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ　 企業ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ　　　 児童・生徒ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ　青年ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
15 ボランティア活動 平成１０年度 　 講座開催７回　 講座ｾﾐﾅｰ等　７回　新規協力校71校     体験学習5,563名

推進事業 平成１１年度 　 講座開催６回 　講座ｾﾐﾅｰ等１３回  新規協力校20校     体験学習5,330名

事　業　名


