公益社団法人東京社会福祉士会
２０２２年度事業計画
Ⅰ．重点課題
本年度は、当会設立３０周年および公益社団法人化１０年という節目を翌年に控え、あらたに５年１０年先を見据えて
準備する年と位置づけ、ますます広がる活動の場や使命に応えられる社会福祉士の、職能団体としての地歩を固める
年とする。具体的には、重点施策の実施状況および現状の課題を踏まえた本会のさらなる発展に向け、以下の取り組み
を行う。

１. 実践研究の推進と体系的な研修の実施
2022 年７月に東京で開催される日本社会福祉士会３０周年記念全国大会に向け、会員・理事・職員が一丸となって
具体的準備を進める。当大会は、当会にとってのゴールではなく、これから実践研究を推進していくスタートであり、実践・
研究・発表・内在化のサイクルを円滑に促進させ、ソーシャルワークのさらなる深化を図っていくための機会として捉えた
い。 また、それらの取り組みや、実践研究から得られた知見を体系的に取りまとめ、効果的な研修として実施する。
２.

組織強化の取り組み
2021 年度から取り組んでいる「組織強化のためのあり方検討会」の提言を受け、組織体制のあり方、各センターの
体制や活動展開のあり方、収支バランス、などの課題を整理検討し、当会の組織強化と活動の活性化を目指す。

３.

会員支援のための取り組みの拡充
会員への情報伝達ツールとして、広報誌の発行、ホームページの開設を行っている。
新たに会員個人に直接連絡できる手段を確立し、オンラインなど様々な手法を取り入れることにより、
会員が気軽に交流できる場を確保するなど会員支援を充実する。また、コロナ禍における会活動への支援体制も強化
していきたい。

Ⅱ．活動内容
１．総会、理事会、業務執行理事会議、センター全体会議ほか
（１）総会
定時総会を毎年６月末に開催し、理事及び監事の選任、貸借対照表・損益計算書の承認、定款・規則類の変更等を
決議し、理事から本会の運営状況と事業概況を説明、報告する。
書面表決による参加も含めて、７割を超える会員が出席している。

（２）理事会
理事会は、臨時招集も含めて年間６～８回開催され、全理事と監事及び相談役の出席のもと、以下の職務を行う。
・本会の業務執行の決定
・理事の職務の執行の監督

・会長、副会長及び業務執行理事、その他主要な職責者の選定及び解職

（３）業務執行理事会議
会長の諮問機関として、業務執行理事会議を設置し、毎月 1 回開催する。本会の重要課題について業務執行理事が
協議し、意見集約と本会運営に関する情報共有を行う。

（４）センター全体会議
２ヶ月に１回、各センターの代表者、調査・研究センターに属する委員会の委員長、事業推進センターの事業部長及び
会長、副会長、理事が出席し、本会運営に関する意見集約、各センター内の活動に関する情報共有を行う。

（５）選挙管理委員会
会員理事選挙に関する下記の一切の業務を行う。
・選挙の公示 ・立候補の届出の受付及び審査 ・投票用紙の作成、配布及び回収
・開票及び投票の有効無効の判定 ・選挙結果の確定 ・総会における報告 ・その他

（６）倫理委員会
本会が委嘱した会員以外を含む委員により、必要の都度、下記の事項について審議を行う。
・会員の倫理及び行動規範に関すること。
・会員の懲罰に関すること。
・会員に対する苦情、中傷等が持ち込まれた時の対処に関すること。
・会員の不服申立てに関すること。
・「倫理委員会規則」、「懲戒基準規則」及び「会員に対する苦情への対応及び会員に対する懲戒手続に関する規則」
の改定に関すること。

（７）個人情報保護管理委員会
個人情報保護管理委員会は、「個人情報保護管理規程」に従い、職員等に対する個人情報保護のための必要な指導
、監督を行う。

（８）組織強化のための在り方検討会
受託事業のあり方、会員が参加しやすい会活動、地区社会福祉士会との連携、事務局体制、収支バランスなどの課題
について、「組織強化のためのあり方検討」で提言をまとめ、組織強化に必要な組織強化を行う。

２. 生涯研修センター

2022 年度
重点課題

事
業
計
画

1．センター・部会の運営構築
2．コロナ禍に左右されない研修機会の提供と円滑な運営
3．研修に関する情報提供

１．センター運営

・センター会議の開催（毎月 1 回）
・部会運営（基礎研修部会、認証研修部会、独自研修部会、ス
ーパービジョン部会）の確立

２．基礎研修の実施

研修の企画・運営
・基礎研修Ⅰ（２日×２コース実施）
・基礎研修Ⅱ（９日×２コース実施）
・基礎研修Ⅲ（９日×２コース実施）

３．認証研修の企画・運営

①研修の企画・運営
・ソーシャルワークの基盤と倫理（２日）
②認証研修の更新手続き、準備

４．独自研修の企画・運営

研修の企画・運営
・ファシリテーター研修（全３回）
・社会福祉士実習指導者講習会（２日）
・実習指導者フォローアップ研修（１日）

①研修の企画・運営
・第 30 回スーパービジョン研修（10 日）
５．スーパービジョンの研修
・実践スーパービジョン研修（７日）
企画・運営、促進
②スーパービジョンコーディネート
③スーパーバイザー登録説明会及び研修の開催
６．研修運営の体制構築

７．研修開催の支援

８．日本社会福祉士会
との連携

①スタッフ・ファシリテーターの増員と育成
②研修運営マニュアル等の作成
③規程類の整備と運営方法の検討
①研修開催の支援
センター・委員会が主催する研修のサポート
②独自研修の承認と修了情報の管理
③研修開催に関する情報提供・調整
①全国生涯研修委員会議への出席
②日本社会福祉士会主催研修への受講者推薦
③認定社会福祉士の取得促進、取得者の活用
④実践研究の促進

３.

調査研究センター
1．委員会間の連携を促進する
2022 年度
重点課題

2．委員会の構成員拡大の為の支援
3．WEB を活用した委員会による研修会や講演会の実施

事
業
計
画

１．連絡調整会議の実施

年４回実施予定 【目的】センター全体会議の効率化を図る
参加者 各委員会 委員長

２．全国大会に向け連携を
図る

7 月の全国大会運営への協力依頼
各委員会からスタッフを招集し全国大会開催実施に向けて準
備及び当日の協力を進める

３．WEB の利用による活動
を広げる

委員会相互の交流や研修、勉強会への相互参加に活用する
メーリングリストを活用し、情報共有を図る

４．会長声明などの原案
作成に寄与する

原案作成に寄与できる人材の育成し、その専門の委員会で原
案が作成できるような教育体制の構築を検討していく

５．人材の育成

自治体や研修、講演などの講師派遣要請に答えられる人材の
育成に必要な体制を構築する

６．大会に向けた研究への
取り組み

各委員会での実践研究への取り組みの強化をはかる

①権利擁護委員会
1．定例会における研究報告・発表
2022 年度
重点課題

2．権利擁護にかかる実践上の課題等の研究
3．権利擁護支援の関係者とのネットワーク構築

事
業
計
画

１．定例会

回 数： 年６回（２か月に１回）
参加者： 委員、会員・会員外の参加希望者

２．研究会

回 数： 年１、２回
参加者： 委員、会員・会員外の参加希望者

３．交流会

回

数： 年１回

参加者： 委員、会員・会員外の参加希望者

※今後の新型コロナウィルスの感染状況を鑑みて、定例会・研究会ともに開催方法を判断。
現時点では、基本的に Zoom 開催。

②子ども家庭支援委員会
1．子ども庁、新資格（児童虐待）の動向を注視する
2022 年度
重点課題

2．児童、子どもの課題と問題点の現実的な解決策を目指す
3．国、自治体へ提言できる能力を目指す

１．定例会の開催

２ヶ月に１回の開催をする
対面と ZOOM の併用により各委員の参加を促す

２．国、自治体動向の
把握

2023 年度内閣府設置見込み「子ども庁」の動向把握と「新資
格」の展開を注視する
広報との連携により一層の精緻な理解を行う

３．提言能力の向上

事
業
計
画

国、自治体などへの提言能力向上のため、統計や数値による
発表能力を養う

４．児童、子どもの課題
問題点の精緻な整理

児童虐待の実情を深く把握とする共に、子どもの貧困、いじ
め、不登校、自殺などの内容、件数や特徴を一目で理解でき
る現状把握を目指す

５．現実的な解決策

雇用・労働と福祉・福利の向上の関係を分析し、マクロとミクロ
の視点から、児童・子ども福祉の現実的な解決策を目指す

６．法的な思考

児童福祉法の改正、児童や子どもに関する法律などの法的な
ポイントを整理理解する

７．国、自治体への提言
能力の向上

国の社会保障制度審議会児童部会の審議動向と知見を共有
する各委員の総意をまとめる

８．児童、子どもの将来展
望

児童、子どもの将来の姿を描きながら、1990 年代から発展し
た共働きと家庭のあるべき姿を描く。一方、ヤングケアラー、特
別養子縁組,里親、未成年後見人などの具体的展開を深堀り
する

９．スクールソーシャルワー スクールソーシャルワーク委員会から申出のあった当委員会
カーとの合流
との合流、統合の結論を出す

③司法福祉委員会
1．委員会活動と組織の整備
2021 年度
重点課題

事
業
計
画

１．委員会活動（月例会、勉強
会、幹事会の開催）
２．メーリングリストでの情報・
意見の交換
３．刑事司法ソーシャルワーク
入門研修１
（基礎研修）の開催
４．刑事司法ソーシャルワーク
入門研修２（個別分野研
修）の開催
５．公開講座の開催（啓発市
民講座）
６．刑事司法への関与事業の
実施／刑事司法ソーシャル
ワーカー養成講座開催
７．刑事司法への関与事業の
実施／名簿登載・コーディ
ネート・推薦・リスク管理等
８．刑事司法への関与事業の
実施／継続（スキルアップ）
講座開催

2．司法福祉研修の充実 – 基礎から専門まで
3．刑事司法への関与事業
「刑事司法ソーシャルワーカー」の養成とスキルアップ
回数：12 回（毎月定期開催）
対象：司法福祉委員会委員 約 200 名
不定期
回数：年１回
対象：社会福祉士（会員・他県会員・その他）100 名
回数：年１回
対象：社会福祉士（会員・他県会員・その他）60 名
回数：年１回
対象：社会福祉士･保護司･学生･般市民、他 300 人
回数：年１回
対象：会員 20 名
対象：東京社会福祉士会
刑事司法ソーシャルワーカー登録者 80 名

回数：１回
対象：東京社会福祉士会
刑事司法ソーシャルワーカー登録者 80 名
交通費：約 20 回
９．刑事司法への関与事業の 切手代（文通転送代＋身分証明書送料）：
実施／判決後支援事業
対象：東京社会福祉士会
刑事司法ソーシャルワーカー登録者
回数：８回
１０．東京司法・福祉連絡協議
対象：東京社会福祉士会
会の実施
刑事司法ソーシャルワーカー登録者 70 名
１１．東京都再販防止推進計
不定期
画への関与
１２．関係機関・団体及び地区
不定期
会への委員・講師の派遣
１３．保護司就任への協力事
不定期
業の実施
回数：年１回
１４．施設等の見学会の実施
対象：司法福祉委員会委員

④就労支援委員会

2022 年度
重点課題

事
業
実
施
計
画

1．社会福祉士として就労支援の知見を深める
2．ステップアップ講座、定例委員会の開催
3．アウトリーチや情報発信を行う

１． ステップアップ講座の
開催

就労支援および就労支援に必要な知識とスキルの向上を目
指し開催する。新型コロナウイルスの感染状況を鑑みて、対面
およびオンラインで行う
回数：年４回 参加者：就労支援委員会および関心のある方

２．定例委員会の開催

委員会ではタイムリーなテーマの情報共有やステップアップ講
座の企画運営等を行う
回数：年５回

３．日本社士会全国大会

2022 年７月の東京大会では、就労支援委員会として分科会発

（東京大会）での発表
４．先進事例の見学

表を企画し、情報発信・連携を深める
就労支援にかかわる先進事例の見学を企画し、知見を深める
回数：年２回

⑤電話相談事業研究開発

2022 年度
重点課題

事
業
計
画

1．コロナ禍での相談活動の継続
2．相談員の確保
3．相談活動の質の向上

１．電話相談事業の実施

年末年始を含む 365 日、２人態勢で 19：30～22：30 の３時間、
電話相談を行う （現在は 19：30～21：30、一人体制）

２．相談員カンファレンスの
開催

毎月１回、相談員の資質の向上と情報共有を目的に、カンファ
レンスを行う （コロナ感染状況によっては zｏｏｍにて開催）

３．コーディネーター会議の 毎月１回、委員会の活動方針の提案・検討や事務作業の円滑
開催
化のために、コーディネーター会議を行う（同上）
４．オープン研修の実施

新型コロナウイルスの感染状況により、zoom での代替開催も
検討する

５．全国大会（東京大会）で

安心電話の取り組みを、全国大会（東京大会）の分科会にて

の分科会発表

発表する

⑥地域包括支援センター委員会

2021 年度重点課題

1．定例委員会開催による実践・研究報告、各委員の取り組み
の情報交換、活動地域の課題や取組みの情報交換(新型コ
ロナ感染防止に努めながらの企画・実施のためオンラインと
リアルの併用）
2．ソーシャルワーク実践に関する実務研修会の開催
3．関係団体（行政、社協等）との連携（委員派遣、情報交換
等）

１．定例委員会

・毎月第３火曜日夜間
・年間 12 回開催予定（新型コロナの状況によりオンライン開催
含む。臨時開催もあり）
・所属委員による実践・研究報告、各委員の活動や活動地域
の情報交換等

事
業
計
画

２．ソーシャルワーク実践
研修の実施

２． 権利擁護実践研修の
実施

内容：学識者、所属委員によるソーシャルワーク実践の基礎と
なる相談援助面接、総合的・多面的なアセスメント等に
関する研修会の実施
回数： ３回
参加予定人数： 40 人
その他： 研修時に社会福祉士会への加入促進
内容：学識者、所属委員による権利擁護実践に関する研修会
の実施
回数： １回
参加予定人数： 50 人
その他： 研修時に社会福祉士会への加入促進

⑦障害者支援委員会
1．委員会活動の安定を図り、新たなメンバー確保のための環
境を整える

2022 年度
重点課題

2．オープンな研修会を開催し、知識を深めると共にネットワー
クの構築を図る
3. 委員会メンバーによる実践報告を行い、相互の情報交換や
学習の機会を増やす

１．幹事会の開催

事
業
計
画

回数： 12 回(毎月第２火曜日)
内容： 研修会・勉強会の企画など
対象： 障害者支援委員会幹事
回数： 年２回

２．研修会の開催

３．勉強会の開催

対象： 障害者支援委員会メンバー、社会福祉士、障害福祉に
興味のある方。
回数： 年 10 回(研修会開催月を除く第２火曜日）
対象： 主に障害者支援委員会メンバー

⑧国際委員会
１. 多文化共生社会における、幅広い知識と支援技術の修得
を目指す

2022 年度
重点課題

３． 滞日外国人とその支援に関する知識を深め、ネットワーク
を形成する
４． 幅広い視点で国際的な社会福祉実践を展開するための
調査、研究事業を行う

事
業
計
画

１．学習会の実施

滞日外国人と支援の現状について、理解を深める
（年 1 回）

２．委員会の開催

滞日外国人支援にかかわる社会福祉士および他専門職との
ネットワークを形成する（年 4 回）

⑨災害福祉委員会

2022 年度
重点課題

事
業
計
画

1．認証研修の災害支援活動者養成研修の実施
2．石巻・女川視察
3．災害支援に関する学習会の開催

１．定例会の実施

毎月１回
概ね第２木曜または金曜日 19 時より開催
参加者：各委員

２．学習会の実施

年３回
講師を呼び防災の学習会を開催する
または防災に関する施設等の見学会を実施する
参加者：会員

年１回
３．災害支援活動者養成研 災害支援活動者の養成研修を行い、災害時の支援活動者の
修の実施
増加と質の担保を図る
参加者：災害支援に関心のある社会福祉士
４．石巻・女川視察

2020 年度から延期している石巻・女川を視察し、被災から 11
年後の復興状況を確認する

５．出前講座の講師派遣

防災についての講座の講師派遣の依頼があれば、講師派遣
をする

７月実施
６．災害まちづくり支援機構
毎年開催されるシンポジウムの今年度の担当会となっており、
の支援
その運営の支援をする

⑩低所得者支援委員会

2022 年度
重点課題

事
業
計
画

1．委員会活動
2． 研修活動
3． 研究活動

１．委員会活動

毎月の定例会を開催し、各委員の活動及び、最新の関連制度
を学ぶ(対面実施可能性あり)

２．研修活動

年間 3 回の研修を開催

３．研究活動

・新型コロナウィルスが現場にどの程度影響を与えているか、
明らかにする
・状況を見つつフィールドスタディを開催する

⑪独立・開業型委員会
1．独立型社会福祉士と開業している社会福祉士の資質向上
2022 年度重点課題

事
業
計
画

2．独立型社会福祉士及び開業している社会福祉士の
相互交流

１．定例会・情報交換会

回数： ６回（２か月に１回）
参加： 委員

２．実践報告会
（更新研修）

回数： １回（６月頃を予定）
参加： 会員

３．研修・交流会
（カフェテリア）

海外や先進的な活動をされている独立型ソーシャルワーカー
の活動を学び交流する
回数： １回 参加： 会員等

４．調査・研究

・実践報告会（更新研修）の内容を元に実践研究大会等での
ポスター発表等
・独立・開業している社会福祉士の調査

⑫自殺予防ソーシャルワーク
１． 自殺予防に対する前向きな態度の構築と自殺に関する
正しい知識の普及啓発
2022 年度
重点課題

2．自殺のリスクが疑われるクライエントに対する支援スキルの
向上とリスクを抱える人々の早期発見につながる方法論の
構築、支援に資する方法論の構築
3．自殺に対するスティグマの低減に資する方法論の構築

事
業
計
画

１． 定例会の開催

回数： 12 回
参加者：委員会メンバー

２． オープン研修

回数： １回
参加者：社会福祉士会会員、学生など

３． 他委員会等との
合同カンファレンス

回数：１回
自殺予防と関連のある委員会とのカンファレンス等を開催する

４． 調査研究

自殺が起きてしまった後の事後対応にかかわる調査研究

５． 研修の効果に関わる

研修参加による参加者の知識やスキルの改善を検討するた

調査

め、研修の前後に調査等を実施する

６．勉強会開催

回数：１回
自殺に関する正しい知識の習得や支援スキルの向上などの
ため、委員を含めてオープンに募集する

７．大綱改定に関して

自殺総合対策大綱の改定に当たり、適宜パブリックコメントを
出す

８．全国大会に関して

他の県士会と合同でシンポジウム等を開催する

⑬こども学校包括支援委員会

2022 年度
重点課題

事
業
計
画

1．委員会運営の安定性の確保と運用の定着
2．都内スクールソーシャルワーカーのバックアップ
3．教育委員会との連携方法の検討

１．三役会

回数： 年１０回程度（オンライン等）
対象： 三役

２．運営検討会

回数： 年５回程度（オンライン等）
対象： 三役会に合わせて実施、各部会又はチームの活動の
ある委員およびそれに参加可能な委員

３．スクールソーシャル
ワーク関連事項に関わ
る情報提供および教育
委員会バックアップ

回数： 三役会に合わせて実施（オンライン等）但し、第三者委
員や事例検討依頼等の対応は随時
対象： 委員会委員および都内スクールソーシャルワーカー等

４．初任者研修

回数： 年２回（オンライン等）
対象： 都内スクールソーシャルワーカー等

５．東京社会福祉士会
各委員会との情報交換
や学習会

回数： 年５回（オンライン等）
対象： 委員会会員、都内スクールソーシャルワーカー等

６． 他県のスクールソーシ
ャルワーカーとの情報
交換や学習会

回数： 年２回（オンライン等）
対象： 委員、都内スクールソーシャル等

４． 権利擁護センターぱあとなあ東京
1．第二期成年後見制度利用促進基本計画で求められている
職能団体としての役割を果たすための事業展開を行う
2022 年度
重点課題

2．中長期的な運営を見据え、2023 年 7 月改正に向けた準備
を行う
3．地域の機能強化と会員支援のためブロック活動を中心とし
た活動に重点を置く

１． センター会議・部会長
会議の開催
２．各部会の運営

３．研修の開催 （認証）

回数：12 回（月１回）※必要時、臨時開催
対象：センター委員、部会長
※構成メンバーは中長期を見据えて選定する。
回数：12 回（月１回）※部会毎に設定
対象：所属部会員
①支援者のための活用講座（認証）
回数： 1 回（４日間）
対象： 会員、社会福祉士、都民
②後見制度の基礎（認証）
回数： ２回（４日間）上半期１回、下半期１回
対象： 会員、社会福祉士
① 名簿登録研修（独自）
回数： ２回（３日間）上半期１回、下半期１回
対象： 会員（予定も含む）

事
業
計
画

４．研修の開催 （独自）

② 継続研修（12 回）
対象：ぱあとなあ会員、会員、社会福祉士
③ 倫理研修（10 回） 対象：ぱあとなあ会員
④ 事例検討会（12 回）対象：ぱあとなあ会員
※③④に関してはブロックでの開催も一部行う。

５．ブロックの運営

①ブロック定例会
回数：各ブロックで設定
対象：全ぱあとなあ会員
内容：事例報告、学習会等
②モデル事業として候補者選定を実施
対象：多摩西、区部西

６．部会ごとの研修

①相談員向け研修（相談）
②成年後見監督に関する研修（法人後見監督）
③養成研修、フォローアップ研修（未成年後見）
④利用促進に関する研修、情報交換会（利用促進）

７． 会員支援

①電話等相談、初任者面談（相談）
②サポーター同行（ブロック）
③受任後１年間後見事務サポート事業（ブロック）

④会員同士の積極的な交流を実施（ブロック）
⑤SD の会（リスク対応支援部）
①相談部会 WEB 業務システムの開始
８．ＩＴ化

９．利用促進に関すること

10.健全な運営

②活動報告書デジタル化の構築
③情報一元化の構築
④事務局業務の効率化
①家庭裁判所、三士会、東京都・東京都社会福祉協議会など
との協議への参加
②地域の検討委員会や協議会等への会員派遣
③会員への情報の伝達、必要な研修・情報交換会を実施
①事務局・東京社会福祉士会会計担当と共有しながら毎月の
予算執行を把握
②研修費用など現状分析と負担額の検討
③組織改正に向けての規程改訂の準備
④ 会員参画型の組織運営を実施

５． ソーシャルワーク協働事業センタ－

2022 年度
重点課題

１．新宿区拠点相談事業
（とまりぎ）

1．安定した人員構成と信頼される応対力の強化
2．各事業と事務局の連携強化による業務効率化
3．依頼元との連携、情報共有による体制強化
(1) 新宿区内の公園や路上等で起居するホームレス状態にあ
る生活困窮者に対し、路上生活からの脱出に対する相談
支援を行う
(2) 衣類、乾パン等の提供及び健康・衛生面からシャワーと洗
濯機利用の機会を提供する
(3) 新宿からの要請を受け、東京都等と連携し巡回相談を実
施する
(4) 必要に応じて医療機関や宿泊施設の同行を行う
（救急搬送も含む）
(5)路上生活を脱した利用者が再度路上生活に戻らないため
にアフターフォローを行う

２．新宿区自立支援事業

事
業
計
画

(1) 自立相談支援事業
(2) 住居確保給付金事業
(3) 就労支援事業
(4) 家計支援事業
上記各事業に対し、関係機関と連携を図り、事業が有機的に
展開できるよう、更なる支援を強化し充実させる
(1) 自立相談支援事業

３．狛江市自立支援事業
（こま YELL）

４．厚生施設退所者
支援事業

(2) 住宅確保給付事業
(3) 就労準備支援事業
(4) 子どもの学習・生活支援事業
(5) 家計改善支援事業
(6) 自立相談支援機能強化事業
上記各事業に対し、関係機関と連携を図り、事業が有機的に
展開できるよう、更なる支援活動を強化し、充実させる
厚生施設利用者への地域以降支援の一環として、施設退所
後の２年間、アパート等賃貸契約時の緊急連絡先を引き受
け、定期的な訪問や電話相談を行う事で、安定した地域生活
が送れる支援強化を行う

５．福島県復興
支援員設置業務

東北大震災により、福島県から東京へ避難した方々に対し、
福島県駐在員とともに、戸別訪問や電話相談により、心のケア
や安定した生活が行える相談支援を行う。また、当会の専門
性を生かし他県や各市町村の復興支援員との連携及びサポ
ートを行う

６．事業推進センター
①養成支援事業部
2022 年度
重点課題

1．効果的な受講生の募集告知
2．講師人材の確保
3．運営の在り方検討

事
業
計
画

１．受験学習会実施

９月～10 月にかけて合計５回講座

２．運営会議の開催

回数：年 10 回 事業部員

３．事業部会議開催

回数：年５回 事業部員

②福祉サービス第三者評価事業部

2022 年度
重点課題

事
業
計
画

1．質の高い評価を行う
2．コーディネーターを養成する
3．新しい分野の開拓を行う

１．評価事業の実施

評価件数： 18 事業所
評価分野： 障害・高齢・社会的養護・生活保護等
生活保護施設等の新規開拓

２．運営会議の開催

回 数： 年３回
参加者： 運営部員

３．コーディネーター会議の
開催

回 数： 年３回
参加者： コーディネーター

４．評価者への周知とスキ
ルアップ

評価者会議 回数： 年１回
内 部 研 修 回数： 年１回
対象:評価者全員（オンラインにて実施予定）

５．コーディネーターの育成

コーディネーター：６人（内１名統括コーディネーター、２名育成
中）

６．効率の良い評価プロセ
スの追求

評価の実践を通してより良い方法を試行し、必要に応じて当
評価機関の方法として周知する

７．評価者への情報提供

評価者メーリングリストを活用して情報提供を行う

７． 地区支援センター

2022 年度
重点課題

事
業
計
画

1．全国大会に向け地区会との協力体制を築く
2．地区会活動の平衡化を図る
3．総会開催・会計処理の方法等適正運営の為の支援を行う

１． 活動助成金の支給

年に１回、所属人数に応じた助成金の申請・受付及び審査・支
給を行う

２．全体会議の開催

ブロック同士の情報共有を目的として年２回開催の予定（WEB
利用開催を含む）参加者：41 地区会 41 名想定（島しょ部含
む）

３．地区ブロック長会開催

地区会全体の円滑な運営と情報共有、連携を目的として年に
２回開催予定（WEB 開催含む）参加者：７ブロック、７名程度

４．全国大会に向けた
協力体制の構築

夏の全国大会に向け、地区会の役割の確認・情報の共有・
役割の分担等を行う実行委員会への参加を依頼する

５．都民への福祉の向上を

各地域において、都民の社会福祉の向上に寄与し、情報を共

図る。
６．WEB の活用による会議
の円滑化

有することで、都民全体の福祉の向上に寄与する
コロナ禍のリスク回避、及び島しょ部などの遠隔地の会員も
参加しやすいように、WEB での会議の開催及び、ハイブリッド
開催を含めた会議の開催方法に柔軟に対応する

８． 本部、事務局
①災害対策本部

2022 年度
重点課題

2.関連機関、諸団体との連携強化
3.災害支援協力等への参加促進

１．災害時のマニュアル等
の整備

事務局と協力して、災害時の対応マニュアル等の整備を行う
（重点 1）

２．災害に備えての
体制の構築

平時・災害時における当会内や地区会との連携体制の構築
（重点１）

３．災害に備えての

災害に備えての安否確認や被災情報の収集と訓練を計画す

訓練を計画
事
業
計
画

1.災害時に対応できる体制の整備と訓練

る（重点１）

４．関東甲信越ブロック
県士会災害連携会議

関東甲信越ブロックの県士会とで年２回（７月、11 月）の会議
に出席し災害時の連携体制構築を図る（重点２）

５．東京都災害福祉広域ネ
ットワーク推進委員会

推進委員会開催の会議と訓練に参加、都内での災害発生時
の福祉職能団体と関係機関の連携の在り方について協議す
る（重点２）

2022 年７月の災害復興シンポジウムの企画・開催を日本技術
６．災害復興まちづくり支援 士会とで進める。このほか、運営委員会（年４回）やよろず相談
機構の活動参加
会（９月）等へ参加する
（重点２）
７． 会員への災害対策の
周知

広報誌、各種研修や地区会等で会員に対して災害対策の周
知を図り、支援活動への協力を呼びかける（重点３）

②広報推進本部

2022 年度
重点課題

事
業
計
画

1．広報活動の堅牢性を確立する
2．全国大会の準備・開催協力
3．ＩＣＴを活用した広報活動の実施

１．広報誌の発行

・年６回の広報誌（ニュース）を発行する
・編集体制の強化

２．Web.による活動

・会からの情報提供を行う
・会員からの声を集める

３．Zoom 茶話会

・Zoom を使用した茶話会等の適時開催

４．Web サイト SSL 化

・Web サイトの信頼性向上

③事務局
2022 年度
重点課題

1.職員の安定化と信頼性の向上
2.職務ローテーションと多機能化の推進
3.個人の能力と全体総合力の底上げ

事
業
計
画

１．働き方改革の推進

新型コロナ感染症対策及び働き方改革の一環として、在宅勤
務の推進を図るための環境整備を行う。業務と勤務の運用
を、技術面とセキュリテイ面から検討し確立する。

２．職員の定着化と
業務の安定化

職員の大半が当会での職歴が浅いため、まずは自身の分担
業務を早く覚えて、円滑な運営体制を目指す。将来的に個々
の業務を平準化し、残業の削減を図りたい。
① 勤怠システムを抜本的に改善し、給与計算と連動した効率

３．事務局内業務の
システム化の推進

的な就業管理システムを構築する。
② 予算執行管理をシステム化し、予算・実施計画・支出に
いたるプロセスの透明化と効率化を確立する。
③ Beat-box のサポート終了に伴い、会全体の重要文書と業
務資料の管理を設計し直し、新しい管理方法を計画する。

４．全国大会の推進と
サポート

これまでプロジェクトにより検討してきた実施要項に従い、万全
な準備と円滑な実行を実施する。

