
 

　　平成２８年度 社会福祉法人 立正福祉会事業報告　 
 

　　　　　平成29年4月1日 
　　　 社会福祉法人立正福祉会 

　 　 
　　 　 理事長　渡 部 公 容 

 
第二種社会福祉事業 

　　(1)児童健全育成に関わる相談事業 
子どもの心理相談室 開設地―横浜市鶴見区獅子ヶ谷 橘学苑内相談室 

        東京都港区三田　長久寺内相談室 

室長 
主任相談員 

相談員 

渡部公容 
横畑泰希 

鈴木純子、中西政人、池田和嘉子、新川絢子 

ｽ-ﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ 高橋一公 

【開設現況】 相談室開設日＝28日（土曜日のみ開設） 
延べ相談回数＝25回（電話相談は除く、平成29年2月現在） 

【相談内容】 

不登校、自閉ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ症、注意欠損/多動性障害（AD/HD）、注意欠損障
害（ADD）、発達遅滞児、非行（飲酒）問題、母親の養育不安、対人
関係の問題、家族関係の問題、青年期の進路相談、等（重複回答、継続

相談を含む）　 

【研修業務】 
事例研究会―開設日には、相談室スタッフｶﾞ特に事例研究を中心に研修

活動を行っている。 

　【講演活動】 

室長　渡部公容 (室長のみ記載) 
日蓮宗実践社会活動研修会 
 「グループワーク」 平成28年9月12日 
日蓮宗布教研修所 
 「カウンセリング入門」平成28年9月28日 

【ホームページ】  
昨年4月にリニューアルし､相談窓口や事業紹介等をした。 

　担当責任者―青少年こころの相談室相談員 吉村英樹 

　　　　　　 

(2) 全国管区基幹相談室の相談事業　  

　　平成２８年度より、四半期ごとに業務報告と事業計画並びに、収支会計を報告してもらう
シ　 

　ステムへ移行。実施した結果、業務実態と四半期末の資金収支を把握できるようになった。 
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　【家庭児童相談室の開設現況と業務報告】所管庁への第二種社会福祉事業届け出・変更状況 

№ 管 区 名　　　称 開始/閉室 変更届 
四半期業務 
報告（回
数） 

四半期収支
報告（回
数） 

所管庁 
届け出 

1 群馬県 群馬ふれあい相談室 H19.12.13 ― ３期
（１） 

３期
（１） 

済 

2 神奈川(2) 神奈川県第２部相談室 S58.7.28 ― ３期
（１） 

３期
（１） 

済 

3 宮城県 妙見寺家庭児童相談室 H16.4.4 ― ― ― 済 

4 三重県 三重県家庭児童相談室 H23.5.2 ― ― ― 済 

5 兵庫(西) 妙典寺家庭児童相談室 S59.12.1 ― ３期
（１） 

― 済 

6 栃木県 栃木県家庭児童相談室 H14.4.25 ― ― ― 済 

7 神奈川(3) 西湘家庭児童相談室 H23.9.16 ― １期
（１） 

１期
（１） 

済 

8 兵庫(西) 宝塔寺家庭児童相談室 S59.12.1 28/3/31 
閉室 

有 有 4/11 

9 宮崎県 宮崎家庭児童相談室 S61.5.15 1/31 
閉室 

有 有 2/1  

10 新潟(東) 新潟県東部たちばな 
　　　　　　　相談室 H19.6.6 ― ２・３期

（２） ― 済 

11 愛知(尾) 尾張家庭児童相談室 H16.6.14 ― 
１～３期 
　（3） 

１～３期
（3） 済 

12 
岡山県 
　 

岡山県家庭児童相談室 
　新室長 衣笠通謙　 

H28.6.4～ 移動  ３期
（１） 

有 6/28 

13 沖縄県 蓮華家庭児童相談室 Ｈ28.7.6 6/30 
閉室 

― ― 済 

14 埼玉県 埼玉ふれあい相談室 H5.6.10 ― ― ― 済 

15 山口県 妙法寺家庭児童相談室 H1.5.1 ― 無し 無し 保留 

16 長野県 蓮乗寺家庭児童相談室 H21.6.19 ― ３期
（１） 

― 済 

17 茨城県 はすの実相談室 H16.5.7 ― ３期
（１） 

有 済 

18 秋田県 
秋田県家庭児童相談室 
　新室長 山本善朗 

H28.7.7～ 5/23 
移動 

３期
（１） 

― 7/7 

19 熊本県 はすの実相談室 H25.6.4 ― ― ― 保留 

20 富山県 富山家庭児童相談室 H8.4.10 ― ― ― 済 

21 青森県 青森県家庭児童相談室 H9.4.1 ― １・３期
（２） 

１・３期
（２） 済 

22 北海道
（北) 

たちばな相談室 H10.5.30 ― ― ― 済 

23 福岡県 大法山家庭児童相談室 H11.6.8 ― ― ― 済 
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24 岐阜県 光明家庭児童相談室 Ｈ28.10.20 10/12 
閉室　 

― ― 済 

25 愛知(名) 名古屋家庭児童相談室 H13.6.11 ― ― ― 保留 

26 千葉(南) すこやか相談室 H15.1.23 ― ― ― 済 

27 新潟(西) 
新潟県西部相談室 

　　新室長 宮澤順亮 
Ｈ28.5.23～ 4/25 

交代 
― ― 6/28 

28 大阪(市) 心のきずな相談室 H19.7.23 ― 1・３期
（２） 

1・３期
（２） 

 

29 香川県 まるがめ相談室 H25.5.16 ― ― ― 済 

30 高知県 たむら家庭児童相談室 H27.3.25 ― ― ― 済 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（名称―家庭児童相談室を相談室と一部略記） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　 
　　【全国家庭児童相談室室長会議】 
 

日　時 平成28年6月24日（金） 
午前12時30分～午後2時30分 

開催地 日蓮宗宗務院４階 第４研修室 

出席者 基幹相談室長 15名（代理１名） 
渡部公容理事長、楠山泰道理事 
全国社会教化事業協会連合会長　山本貫恭 
全国家庭児童相談室連絡協議会　電 貫省副会長、高橋龍弘事務局長 
本部 増田顕親事務局長、末盛幸子事務員　合計22名　他連協事務局員 

議　題 (1)理事会並びに法人現況報告 
(2)管区相談室運営現況について 
(3)相談室会計処理の変更について 
(4)相談業務等についての質疑応答 
(5)その他の協議事項遵守について 

　 
 
　【基幹相談室所属相談員の登録・更新に関する事業】 

　　　相談員登録―平成29年3月31日現在（登録数163名） 
　　　　　登録料 1万円・登録期間5年。（但し、本部相談員は除く） 

　(3) 事業所「たちばな子どもの発達教室 たっち」の経営 

開設地 横浜市鶴見区獅子ヶ谷1-10-35橘学苑内 ｴﾙｱﾝﾄﾞｲｰｻﾎﾟｰﾄ2Ｆ 

事業開始日 平成28年6月1日 
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職　員 

管理責任者、兼児童発達支援管理責任者　教室長　鈴木純子 

指導員（療育スタッフ）―新川絢子、村田温子 
　　　　　　　　　　　　パート職員５名 

1日定員 10名 

営業日時 土・日・祝日を除く、8:30～17:30 
支援内容 　児童福祉法に基づく、児童発達支援事業として、発達に心配のあるお子様や

支援を必要としているお子さまの、発達段階や状況に合わせ、オーダーメイド
のマンツーマン療育を行っています。 
　個別療育ではお子さまの成長・発達、興味関心に合わせた課題に取り組みな
がら、ことば、認知コミュニケーションの能力を伸ばしていきます。 
　集団療育ではお子さまたちの発達段階に応じたグループの中で、お友達を一
緒に課題に取り組むことで社会の中で安心して生きる力を育みます。 

月別実績 利用者契約件数　　　サービス提供回数　 

6月期 　　０件　　　　　　　　　　　0回 

7月期 　１０件　   　　　　 　　　１５回 　 

8月期 　　４件　　　　　　　　　　４０回 

9月期 　　２件　　　　　　　　　　６６回 

10月期 　　６件　　　　　　　　　　６６回 

11月期 　　２件　　　　　　　　　　９５回 

12月期 　　０件　　　　　　　　　　８８回 

1月期 　　１件　　　　　　　　　　８９回 

２月期   　１件　　　　　　  　　１０５回 

3月期 　　９件　　　　　　　　　　９３回 

合 計 　 35件　（28年度末　契約件数 22件） 
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運営報告 

【職員育成】 
　NPO法人発達わんぱく会より療育スタッフ育成のために、研修を20回実施し
た。 
　OJTでは、教室長とのロールプレイを繰り返し、実践にむけてスキルアップ
をしている。 
　SV研修では、実際の療育場面を見て指導育成してもらった。 
【広報宣伝】 
　開室準備期間に「子育て講座」を3回実施して、地域に開室を広報した。ま
た地域説明会を実施して、地域への広報宣伝も行った。 
　パンフレットを作成して、近隣の地域ケアプラザに配布し、区役所、療育セ
ンターへ挨拶まわりを行った。 
　橘幼稚園の「ひなたぼっこ」の会に参加して、事業内容の説明会を行った後
に、「ひなたぼっこ」の会の保護者と茶話会を実施しました。 
　6月には見学会を3回実施して、療育に興味のある母子に参加してもらった。 
【業務報告】 
　平成2８年6月に見学会を実施して、橘幼稚園の保護者や近隣に住む保護者よ
り問い合わせがあり、7、8月で14件の契約となり5名のスタッフで療育対応を
してきた。しかし、スタッフの育成が追い付かず、体調不良等で療育を行うこ
とが難しい状態となるスタッフが出るなど、その後の契約を増やすことが難し
い状況となった。 
　現在スタッフ採用時に試験的な採用を行い、スタッフの適正について熟考し
て採用しているが、スタッフ育成に時間を要するため療育ケースの増加が難し
い。4月より新年度として、新しい時間割で療育を行っている。 

 

【職員の研修】 

　①神奈川県・横浜市主催の研修会 

日　時 内　容 場　所 主催者 

平成28年4月27日～ 
5月27日 

療育スタッフ研修 
(全20回) 

たっち教室内 ＮＰＯ法人発達
わんぱく会 

平成28年7月5日 
9:40～17:30 

児童発達支援管理責任
者研修　共通講義 

サンピアかわさき　
ホール 

神奈川県 

平成28年9月29日 
10:00～12:00 

障害児通所支援事業所 
指導員研修 鶴見公会堂 横浜市 

　平成28年11月29日 
　　10:00～17:30 

児童発達支援管理責任
者研修 (1)共通講義 

サンピアかわさき　
ホール 神奈川県 
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　平成28年12月21日 
　　  9:30～17:30 
　平成28年12月22日 
　　  9:00～17:00 

児童発達支援管理責任
者研修　 
(2)分野別研修児童分野 

ヴェルクよこすか 
ホール 神奈川県 

対象者―児童発達支援管理責任者に配置予定者 鈴木純子教室長 

　平成29年3月24日 
　　  9:00～12:00 

 

障害児通所支援事業所　 
集団指導 

 
南公会堂 横浜市 

　対象者―障害児通所支援事業所管理者 鈴木純子教室長 

　 
　　②ＮＰＯ法人発達わんぱく会による運営支援（ＳＶ） 
　　　　契約期間：（平成28年8月～12月） 
　　　　実施時間：9:00～17:00（休憩1時間）　＊11/9のみ　13：00～17：00 
　　　　主な内容：療育（個別・グループ）プログラムのレビュー 
　　　　　　　　　療育（個別・グループ）の観察 

   　　    ふりかえり・ケースカンファレンスへの参加 
　　　　　　　　  個別支援計画のレビュー 
 

回 　 日　付 発達わんぱく会
　担当者 内　　容  職員参加者 

1  7月26日 井上、長谷川 個別療育 新川、田島、江塚 

2  8月29日 井上、長谷川 グループ療育 
個別支援計画レビュー 

新川、田島、江塚、福
島、高梨 

3  9月13日 井上、長谷川 個別療育 鈴木、江塚、福島 

4  9月30日 井上、長谷川 個人面談 新川、田島、江塚、福
島、高梨、浦邊、村田 

5 10月13日 井上 個別療育 新川、田島、村田、高
梨 

6 10月17日 井上 グループ療育 新川、田島、福島、高
梨 

7 10月27日 井上 個別療育 鈴木、新川、村田、高
梨 

8  11月9日 染谷、吉田 大田ステージについての解
説とケースカンファレンス  

9 11月22日 井上 個別療育 新川、村田 

10  12月7日 井上 個別療育 
グループ療育 

新川、高梨 
浦邊 

 
 (4) 相談員並びに相談室運営等に関する研修会への講師派遣事業 

日　時 内　容 （会　場） 主 催 者 講　師 

平成28年5月27日（金） 

世代間連鎖を断ち切るため
にー親子関係・家庭環境・調
整　　と支援―（池上朗峰会
館） 

日蓮宗保護司会 本部相談員 
　池田和嘉子 
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平成28年10月17日(月) 第3回 ロールプレイ研修会 
（水戸市　ﾎﾃﾙ･ｻﾞ･ｳｴｽﾄ水戸） はすの実相談室 

本部相談員 
　高橋一公 
　横畑泰希 
　池田和嘉子 

 
 
 
　公益事業部門 

 
(1) 青少年健全育成に関わる相談事業 

青少年こころの相談室 開設地―横須賀市衣笠　大明寺内 

室長 
主任相談員 

相談員 

楠山泰道 
貫名英瞬 
遠藤みゆき・広瀬太介・馬場健一・大埜　慈誠・吉村　英樹 
石井隆介 

【開設現況】 相談室開設日＝３６日（土曜日・日曜日　その他予約にて開設）  
延べ相談回数＝９２回（電話相談含む、平成2９年3月現在） 

【相談内容】 
不登校、アスペルガー障害、多動性障害、親子関係の問題、母親の養育
不安、友人関係の問題、対人関係の問題、青年期の家族間の問題、不安
障害、宗教問題　その他（継続相談を含む） 

【研修業務】 
事例研究会―開設日には、相談室スタッフ及び臨床心理士を交えて、特
に事例研究を中心に研修活動を行っている。 
基幹相談室相談員を含め年1回事例研究等の研修を行っている。 

 
　【非公開講習会】 
～なすびの会～ 

カルト問題を中心に講師（弁護士・心理学者・宗教学者等）をお願いし
て研修会・講演会を開催。 （毎月・登録会員のみ） 

主に楠山・貫名が担当　（毎月 ３０名～６０名参加） 
講師 西田公昭先生、弁護士山口貴先生　 
平成２８年度 神奈川第２部基幹相談室楠山泰延 

【スタッフの出講】 平成2８年度　 

室　長　楠山　泰道 弁護士会　学校関係　宗門関係　相談員基礎講座他 

相談員　貫名　英舜 宗門関係研修会 

　　　　大埜　慈誠 宗門関係研修会 

　　　　遠藤みゆき 相談員基礎講座。基幹相談室関係 
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　　　　馬場　健一 基幹相談室依頼により 

【ホームページ】 事業紹介を平成２８年４月公開。担当―吉村英樹相談員 

 

第
１ 
回 

4月25日(月） 
　午後1時 

相談の基礎と心構え 子どもの心理相談室室長　 
　渡　部　公　容　 

 
5 
名 
 

子どもの発達と相談 
～子育て支援の視点から～ 

子どもの心理相談室相談員 
　横　畑　泰　希　 

第
２
回 

6月3日（金） 
　午後1時 カウンセリングの基礎 子どもの心理相談室相談員 

　高　橋　一　公　 
8 
名 

第
３ 
回 

9月5日（月） 
　午後1時 ロールプレイの基礎と実習 

子どもの心理相談室相談員 
　高　橋　一　公 

　　　　及び、本部相談員 
9 
名 

第
４
回 

11月20日（月） 
　午後1時 

青少年の問題と相談Ⅰ 青少年こころの相談室相談員 
　遠　藤　み ゆ き  

8 
名 青少年の問題と相談Ⅱ 青少年こころの相談室室長 

　楠　山　泰　道　 

第
５ 
回 

平成2９年 
2月20日（月） 

　午後1時 

家族の問題と相談Ⅰ 子どもの心理相談室相談員　 
　池　田　和 嘉 子　  

11 
名 家族の問題と相談Ⅱ 

～福祉の視点から～ 
子どもの心理相談室相談員　 
　鈴　木　純　子 

  (2) 相談事業の円滑な運営のため相談員養成の事業　「相談活動の基礎と実践」講座 
　 
　【会　議】 

会 議 名 開催日時 場所 議　題 出席 

監事会 平成28年5月12日 
10:00～12:00 

宗務院 平成27年度会計・運営状況 
4名 

第1回評議員会 平成28年5月23日 
14:00～16:00 

宗務院 事業報告・決算・監査報告・定款変
更・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ契約・相談室会計処理・
各種申請・資金融資 

11名 

第１回理事会 平成28年5月24日 
10:00～12:00 

宗務院 事業報告・決算・基本財産処分・定款
変更・新事業予算・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ契約・相
談室各種申請・相談室運営 

6名 

第2回評議員会 平成28年11月14日 
11:00～12:00 

宗務院 定款一部変更・評議員選任・解任委員
の選定 13名 

第２回理事会 平成28年11月27日 
13:00～14:30 

宗務院 業定款変更・計画・28/29年度予算承
認 9名 

第3回評議員会 平成29年2月27日 
14:00～17:00 

宗務院 定款変更事項説明・事業計画・予算・
定款施行細則・就業規則・給与規程改
正案 

10名 

第３回理事会 平成29年3月27日 
1３:３0～16:00 

宗務院 たっち現況報告・定款変更事項説明・
事業計画・予算・評議員選任・解任委

７名 

8 10 - 
 



 

員会細則・評議員候補者選任・定款施
行細則・就業規則・給与規程改正案・
相談室各種申請 

　　 
 
　【本部役職員の研修・関連団体説明会】 

日　時 内　容 場　所 主催者 
平成28年8月４日 
　13:30～15:30 

第1回大田区社会福祉法人
協議会「社会福祉法人改
正について」地域公益活
動・情報交換会 

大田区社会福祉協議
会４階会議室 

社会福祉法人大田区
社会福祉協議会 

　　対象者―大田区内社会福祉法人の職員 出席者―事務主任 末盛幸子 

平成28年8月9日 
　13:30～16:00 

社会福祉法人制度の施行
に係る留意事項の説明会 

小平市小平文化会館
　ルネこだいら 

東京都福祉保健局指
導監査部 

　　対象者―社会福祉法人の代表者 出席者―事務局長 増田顕親 

平成28年9月16日 
　13:30～16:45 

改正社会福祉法セミナー 
～今のうちにうごいてお
くべき実務のポイント 

豊島区立舞台芸術交
流センター　あうる
すぽっと会議室３階 

税理士法人ＴＭＳ 

　　対象者―東京都内社会福祉法人 出席者―事務局長 増田顕親 

平成28年12月8日 
　15:30～17:00 

第２回大田区社会福祉法
人協議会「地域における
公益的取組について」 

大田区社会福祉協議
会４階会議室 

社会福祉法人大田区
社会福祉協議会 

　　対象者―大田区内社会福祉法人の職員 出席者―増田顕親、末盛幸子 

平成28年12月16日 
　13:30～16:00 

社会福祉法人制度の施行
に係る留意事項の説明会 

小平市小平文化会館
　ルネこだいら 

東京都福祉保健局指
導監査部 

　　対象者―社会福祉法人の代表者 出席者―事務局長 増田顕親 

平成29年1月19日 
　13:30～16:00 

社会福祉法人制度の施行
に係る監事説明会 

小平市小平文化会館
　ルネこだいら 

東京都福祉保健局指
導監査部 

　対象者―社会福祉法人の監事 出席者―監事 並河顕周 

平成29年2月9日 
　13:30～16:00 

社会福祉法人制度の施行
に係る留意事項の説明会 

小平市小平文化会館
　ルネこだいら 

東京都福祉保健局指
導監査部 

　対象者―社会福祉法人の代表者 出席者―事務局長 増田顕親 

平成29年2月22日 
　10：00～12：00 

　東京子育て応援事業 
平成29年度公募説明会 

ベルサール新宿セン
トラルパーク 

（公財）東京都福祉
保健財団 

　対象者―東京都内社会福祉法人、ＮＰＯ法人、 
　　　　 　 関連会社 出席者―増田顕親、末盛幸子 

平成29年2月20日 
14：00～16：30 

第3回大田区社会福祉法人
協議会「社会福祉充実財
産の算定と社会福祉法充

大田区山王 
社会福祉法人
婦人の園 

大田区社会福祉法人
協議会 
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実計画の作成について」 

　対象者―大田区内社会福祉法人 出席者―事務員 末盛幸子 

 
　以上 
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