
 

1 
 

２０２１年度 事業報告 

事業の概要 

１． 社会福祉事業 
＜１＞ ＮＰＯ基盤強化資金助成（予算：19,000,000 円） 

２０２１年度は、「住民参加型福祉活動資金助成」は募集期間を６月単月とし、コロナ
禍での各団体の活動を支援する目的として、２０２０年度に引き続き募集地域を全国に
拡大し、助成金の総額をさらに増額して募集しました。また、９月から１０月にかけて「組
織および事業活動の強化資金助成」は西日本地区を対象に、「認定ＮＰＯ法人取得資金助
成」は全国で募集しました。 

それぞれの応募数は、「住民参加型福祉活動資金助成」は１０３件、「組織および事業活
動の強化資金助成」は９３件、「認定ＮＰＯ法人取得資金助成」は３３件、合計２２９件
でした。 

「住民参加型福祉活動資金助成」は、２０２１年９月１７日開催の選考委員会にて、 
２６団体に合計６６３万円が選定され、２０２１年１０月７日の理事会にて決定されま
した。 

２０２１年１２月３日開催の選考委員会にて、「組織および事業活動の強化資金助成」
は１８団体に合計１，０５７万円、そして「認定ＮＰＯ法人取得資金助成」は１４団体に
合計４２０万円が選定され、２０２１年１２月２３日の理事会にて決定されました。 
３つの助成を合わせて５８団体に対し合計２，１４０万円の助成を実施しました。 

なお、主に子ども（障害児等）を対象として活動を行っている１６団体（団体名に★）
への助成金には、ＳＯＭＰＯグループの役職員の毎月の給与から集められる「ＳＯＭＰＯ
ちきゅう倶楽部社会貢献ファンド」からの寄付金５０万円を活用させていただきました。 

なお、２０２１年度から他の助成事業と共通で、選考委員会で選定された候補を都度理
事会に諮る運営に変更しました。理事の皆さまのご協力に感謝申し上げます。 



 

2 
 

NPO 基盤強化資金助成 
「住民参加型福祉活動資金助成」助成先一覧 

所在地 団体名 助成する活動の名称 金額 
(万円） 

北海道 特定非営利活動法人 
地域子育てネットすくさぽ 

学習支援事業・地域交流事業(子どもの居
場所づくり) 30 

宮城県 NPO 法人 
那智が丘えにしの会 

高齢化社会、互いに支え合い安心して暮ら
し続ける地域づくり 30 

埼玉県 川越・子育てを応援する会 子どもたちの笑顔輝け子育て講演会 3 

千葉県 NPO 法人 
ほっとすぺーす・つき ｢誰もがほっとする居場所｣総合事業 30 

東京都 きよせネクスト 
(信愛地域２層協議体分科会) 

地域の高齢者の困りごとを地域のみんな
で支えあう仕組みを創る 30 

東京都 特定非営利活動法人 
まちの駅大泉学園 地域の人たちのための居場所づくり 12 

東京都 特定非営利活動法人 
ハッピーひろば 

地域ボランティア(育児経験書)による訪
問型子育て支援 18 

東京都 おむすび倶楽部友の会 地域の居場所づくりで自前の講演会・フレ
イル予防体操・音楽会 26 

東京都 まちナカ・コミュニティ 西荻みなみ 子どもプロジェクト 駄菓子屋屋台の製作 30 

東京都 さきちゃんち運営委員会 多世代がゆるやかにつながる｢さきちゃん
ち｣食堂復活プロジェクト 30 

神奈川県 ぐるーぷ・ちえのわ 地域のひろば事業の為の多目的交流スペ
ース開設準備事業 30 

石川県 なんぶひらがり食堂 誰でも参加できる地域に開かれたオープ
ン型｢なんぶひらがり食堂｣ 14 

長野県 山ノ内町点字パソコングループ 点字プリンターを使用した点字印刷によ
る広報活動 30 

静岡県 特定非営利活動法人 
土肥の暮らしを支え合う会 きずな 

住民主体型のボランティア活動に関する
研修会事業 27 

愛知県 特定非営利活動法人 
ハッピーラボ 

地域で寄付された農家の野菜や日用品を
貧困家庭へ配布 30 

愛知県 特定非営利活動法人 
ノーマ Café 東郷ささえ愛ステーション 30 

愛知県 未来の菱野団地をみんなでつくる会 菱野団地再生活動 30 
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所在地 団体名 助成する活動の名称 金額 
(万円） 

京都府 特定非営利活動法人 
京都丹波・丹後ネットワーク フードバンクで繋ぐ支援事業 30 

京都府 おたすけ隊  西木津川台 ここに住んで良かったと思える地域づく
り 23 

大阪府 ガーデンハウス藤沢台 
第 2 住宅自主防災会 

Line グループ拡充事業、Line 公式アカウ
ント配信事業 29 

大阪府 一般社団法人 
ぐるり 

風船バレーを活用した共生社会への地域
交流・文化創造事業 30 

大阪府 はぐくみ食堂 はぐくみ食堂(地域・子ども食堂)の実施に
ついての環境整備 13 

兵庫県 D クラブあかずきんちゃん ｢回想サロン｣でつながろう！ 19 

兵庫県 特定非営利活動法人 
健康・生きがい就労ラボ 

高齢者のプチ就労と子育て世代との多世
代交流促進活動 30 

兵庫県 特定非営利活動法人 
きょうどうのわ 

地域参加意識調査～コロナが住民にもた
らした変化を探る～ 30 

鹿児島県 特定非営利活動法人 
いっしょき宮脇 宮脇地区 2021 年包括的福祉課題解決事業 29 

 

「組織および事業活動の強化資金助成」助成先一覧 

所在地 団体名 申請内容 金額 
(万円) 

京都府 特定非営利活動法人 
Joint Joy 

見える化で事業を発信(パンフレットと
HP の改善) 50 

大阪府 特定非営利活動法人 
さをりひろば            

障害があっても社会に作品を発表した
い！さをり織り縫製の基盤強化 60 

大阪府 社会福祉法人 
クリエイティブサポートセンター  

コンテナ導入によるバザー物品管理の合
理化 17 

大阪府 特定非営利活動法人 
小児救急医療サポートネットワーク ★           

子育てを支える医療・保健・福祉の情報提
供に向けたＨＰ刷新 70 

大阪府 NPO 法人 
草の根福祉 

だれもが参加できる子ども食堂（地域食
堂） 62 

大阪府 特定非営利活動法人 
ちゃいるどりいむ ★              

利用者が安全で安心して療育できる環境
強化（座位保持椅子など） 70 

兵庫県 特定非営利活動法人 
コスモス 

設備充実による利用者の工賃アップ（什
器整備） 20 
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所在地 団体名 申請内容 金額 
(万円) 

兵庫県 NPO 法人 
育ちあいサポートブーケ ★ 

法人の持続可能性に資するシステム化に
よる組織基盤強化 70 

奈良県 特定非営利活動法人 
市民活動サークルえん なら NPO よろづ相談所「えんのした」 70 

奈良県 特定非営利活動法人 
おかえり ★         

法人組織体制強化のための、日報管理シ
ステム・WEB システム強化 70 

岡山県 特定非営利活動法人 
じゅーく 

グループホーム「どて」の備品整備（エア
コン購入） 70 

岡山県 特定非営利活動法人 
f.saloon ★ 

組織拡大に伴う事務システムの刷新およ
び、新しい寄付モデルの確立 70 

広島県 特定非営利活動法人 
まなびや 

多機能型事業所まなびキャンパスひろし
まの事業拡大 68 

香川県 特定非営利活動法人 
手と手と手 ★ 

生活介護・就労継続支援 B 型事業所の重
度障害者専用トイレ増設 50 

高知県 特定非営利活動法人 
アテラーノ旭     厨房の排水管の老朽化に伴う改修工事 32 

熊本県 NPO 法人 
熊本福祉会 

就労継続支援 A 型事業所の環境設備（冷
凍冷蔵庫購入） 70 

熊本県 特定非営利活動法人 
優里の会 ★ 

児童虐待防止の広報啓発と支援のあり方
（講演会開催） 68 

大分県 特定非営利活動法人 
まど ★ 

生きる力向上委員会設置によるオリジナ
ル支援ツール・教材開発プロジェクト） 70 

 
「認定 NPO 法人取得資金助成」助成先一覧 

所在地 団体名 団体の主な活動内容 

岩手県 特定非営利活動法人  
盛岡 YMCA ★                          放課後児童クラブ、国際協力などの地域貢献活動 

福島県 特定非営利活動法人 
しんぐるぺあれんとＦ・福島 ★ ひとり親家庭に経済的・精神的自立への支援 

栃木県 特定非営利活動法人 
フードバンクうつのみや フードバンク、県内フードバンク統括、総合相談支援 

埼玉県 特定非営利活動法人 
あいアイ 

就労支援 B 型事業所、障害者アーティストの美術館
運営 

東京都 特定非営利活動法人 
D-SHiPS32 

パラスポーツ体験や講演、障害児の親御さんのサポ
ートなど 

k.one
（）の記載は必要ですか？
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所在地 団体名 団体の主な活動内容 

東京都 特定非営利活動法人 
キープ・ママ・スマイリング ★ 病気の子どもの付き添い家族への支援 

長野県 特定非営利活動法人 
介護屋つむぎ 介護保険事業などで高齢者や障害者の生活支援 

愛知県 特定非営利活動法人 
アスクネット 

学校と地域をつなぐ「キャリア教育コーディネータ
ー」 

大阪府 特定非営利活動法人 
キャップセンター・ジャパン ★               

子どもの人権教育を広め権利擁護と暴力防止に関す
る支援 

兵庫県 特定非営利活動法人 
すまみらい 

精神障害者を対象とした障害福祉サービス事業所の
運営 

山口県 特定非営利活動法人 
もりのこえん ★ 自然体験活動を主とした子育て支援 

愛媛県 NPO 法人 
翼学園 ★ 

学校に行けない子どもの学校・社会復帰までの支援
と指導 

福岡県 特定非営利活動法人 
わたしと僕の夢 ★             貧困の子どもたちの居場所づくり 

熊本県 ＮＰＯ法人  
ポピンズくまもと ★ 

児童家庭支援センター、支援者向け勉強会、子ども食
堂など 

   （助成金額は一律３０万円） 
 

＜２＞ 自動車購入費助成（予算：12,000,000 円） 
２０２１年度は、助成する福祉団体の募集対象を東日本地区として、６月から７月にか

けて公募したところ、７０件の応募があり、２０２１年９月１７日開催の選考委員会にて、
１０団体に対し合計１，２００万円が選定され、２０２１年１０月７日の理事会にて決定
されました。 

「自動車購入費助成助成」助成先一覧 

所在地 団体名 主な事業 
金額 

（万円） 

北海道 特定非営利活動法人 
みなみなプレイス 

発達障害児の放課後等デイサービス事業、障
害者の就労継続支援 B 型事業など 120 

青森県 特定非営利活動法人 
ハッピーエンジェル 

施設内外の作業を通じ働く喜びを学び、社会参
加を通じ自立と自律を目指す事業 120 

宮城県 特定非営利活動法人 
水梨かふぇ 

医療的ケアを必要な子どもに対応する市内唯
一の多機能型事業所、生活介護サービスなど 120 

秋田県 特定非営利活動法人 
かづの活動センター出発の家 

リサイクル分別、地元企業からの教材袋詰め、
刺し子などの就労継続支援 B 型 120 
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所在地 団体名 主な事業 
金額 

（万円） 

山形県 特定非営利活動法人 
はんどめいど糸蔵楽 

パンの製造販売、菜種油の製造販売、せんべい、
クッキーの製造販売など 120 

埼玉県 特定非営利活動法人 
ぶどうの会 

人参皮むき、サンプル袋詰め、アルミ缶回収・
リサイクル、野菜栽培・調整、データ入力 120 

千葉県 特定非営利活動法人  
みんなの広場・風 

障害者の施設外就労、子ども食堂、ひきこもり
者の居場所作り、エコ農産物の普及促進 120 

東京都 特定非営利活動法人 
たしざん 

グルテンフリーのふくしパン工房と住み慣れ
た地域のノウフクたしざんの福祉作業所 120 

新潟県 特定非営利活動法人 
立野福祉会 

農福連携を通し障害者の自律と自立を支援、冬
は除雪ボランティアなど 120 

長野県 NPO 法人 
WHITE CANVAS 

生活支援やレクリエーションの日中活動、芸
術活動を中心とした働く場所・生活の場所 120 

 
＜３＞ 海外助成（予算：4,000,000 円） 

海外における社会福祉の向上を目的に「海外助成」を実施しました。 
２０２１年度は、募集対象国をＡＳＥＡＮ加盟国、インドおよび南アフリカとし、募集

対象国に本部または活動の主要な拠点事業所を置き、社会福祉分野で活動する非営利団
体を対象に９月から１０月にかけて公募したところ、募集対象国に在住する日本企業の
現地駐在員の推薦による７件の応募がありました。 

２０２１年１２月３日開催の選考委員会にて、以下の４団体に対し合計約３８３万円
が選定され、２０２１年１２月２３日の理事会にて決定されました。 

「海外助成」助成先一覧 
国 団体名 助成金の使途 助成金額 

 
インドネシア 
 

 
Perkumpulan Organisasi 
Harapan Nusantara (OHANA) 
 

脊髄損傷を負った障害者が、自
立できるよう、車椅子修理工場
で職業訓練するために必要な車
椅子の支援 

 
USD 8,500 

(約 96 万円) 
 

 
マレーシア 

 

Persatuan Sindrom Down 
Malaysia 

ダウン症の青年たちが、生活施
設でのトレーニングを経て、
日々の生活を独立して送るため
の施設設備の支援 

  
MYR 32,500 

(約 87 万円) 
           

 
フィリピン 
 

Young Focus for Education and 
Development Foundation, Inc. 

学校を中退した貧困の子どもた
ちに、正規の学校に再入学する
ための個別の教育と食事の支援 

PHP445,000 
(約 100 万円) 
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国 団体名 助成金の使途 助成金額 

シンガポール Home Nursing Foundation 
(HNF) 

在宅介護を必要とする貧困な高
齢者を対象に包括的な在宅介護
やヘルスケアのサービスを支援 

 
SGD12,000 
(約 100 万円) 

 

 
＜４＞ 会議会合・国際交流費等助成、地域災害等緊急対策助成（予算：合算で 2,000,000 円） 
（１） 会議会合・国際交流費等助成 

２０２１年度は、以下のとおり、１団体１００万円の助成を実施しました。 

 
詳細は以下のとおりです。 

① 日本障害フォーラム（ＪＤＦ） 
日本障害フォーラム（ＪＤＦ）は、２００４年の設立当初から障害者権利条約の批

准に取り組んでいます。 
２０２１年度に予定されていた国連障害者権利委員会における日本の初審査は、

新型コロナウイルスの感染拡大により延期となっています。ＪＤＦでは建設的対話
に向けた「総括所見用パラレルレポート」を完成させ、２０２１年３月末に国連に提
出しました。 

パラレルレポート作成のために設置した「ＪＤＦ障害者権利条約パラレルレポ
ート特別委員会」において幅広い関係団体との協議を重ねながら、パラレルレポ
ートの提出を通じた国連障害者権利委員会における「建設的対話」と「総括所見
（勧告）」採択への対応、委員会委員への意見陳述、また国内での地域フォーラ
ムの開催等を行います。 

これらの活動を支援するために、キリン福祉財団、住友財団、ヤマト福祉財団
と協調し、当財団として１件１００万円の助成を２０２１年９月１７日開催の選
考委員会にて選定され、２０２１年１０月７日の理事会にて決定されました。 

 
（２） 地域災害等緊急対策助成 

２０２１年度は、「地域災害等緊急対策助成」はありません。 
 
＜５＞ 在宅で高齢者を介護する家族の交流および研修資金助成（予算：5,000,000 円） 

２０２１年度は、公益社団法人認知症の人と家族の会の２５支部７５９名（認知症高齢

助成先団体名 助成する事業名
助成金額
（万円）

①
日本障害フォーラム（ＪＤＦ）
代表　阿部　一彦

障害者権利条約のパラレルレポートと
日本審査への対応に関する事業

１００
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者、医師・福祉関係者等を含む）に、合計４８０万円の助成を実施することを２０２１年
３月１７日の選考委員会にて選定しました。新型コロナウイルス感染症の影響により、最
終的に実施できた支部は８支部２２５名に止まり、実際の助成額は約１１２万円となり
ました。 

 
＜６＞ 介護福祉士養成のための奨学金の給付（予算：7,440,000 円） 

２０２１年度は、２年制専修学校および福祉系高等学校を対象とし、４月から５月にか
けて募集しました。専修学校については、指定校２５校に対し学生の推薦を依頼するとと
もに、財団ホームページに募集要項を掲示することで指定校以外からの応募も可能とし
ました。また、福祉系高等学校については、全国福祉高等学校長会を通じて募集しました。
その結果、専修学校生については指定校から１５名、指定校以外から 2 名の推薦を、高校
生については２名の推薦を受け付けました。 

２０２１年５月２７日開催の選考委員会にて選考を行い、専修学校１年生１０名と高
校２年生２名が選定され、２０２１年６月２５日の理事会にて決定されました。 

昨年度採用の専修学校２年生７名、高校 3 年生５名を含め２４名に奨学金総額７８０
万円（専修学校生：１カ月３万円、高校生：１カ月２万円）を支給しました。 

２０２２年２月末現在在籍の奨学生は下表のとおりです。 
奨学生一覧 

学年 都道府県 専修学校 学年 都道府県 高等学校 

1 年生 

北海道 北海道介護福祉学校 
２年生 

兵庫県 兵庫県立武庫荘総合高等学校 

宮城県 仙台医療福祉専門学校 香川県 香川県立高松南高等学校 

福島県 ｉキャリア医療福祉専門学校 

３年生 

秋田県 六郷高等学校 

愛知県 日本福祉大学中央福祉専門学校 静岡県 静岡県立磐田北高等学校 

愛知県 田原福祉グローバル専門学校 長崎県 長崎玉成高等学校  

三重県 四日市福祉専門学校 鹿児島県 加世田常潤高等学校 

岡山県 旭川荘厚生専門学院 沖縄県 真和志高等学校 

広島県 ＩＧＬ医療福祉専門学校   

  高知県 高知福祉専門学校 

宮崎県 宮崎医療管理専門学校 

2 年生 

北海道 北海道介護福祉学校 

新潟県 北陸福祉・保育専門学院 

栃木県 栃木介護福祉士専門学校 

千葉県 江戸川学園おおたかの森専門学校  

和歌山県 和歌山社会福祉専門学校 

岡山県 旭川荘厚生専門学院 

高知県 高知福祉専門学校 
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２．福祉諸科学事業 
＜1＞ 研究助成 
（１） 研究助成一般（予算：1,000,000 円） 

２０２１年度は、「研究助成」はありません。 
 
（２） ジェロントロジー研究助成（予算：4.000,000 円） 

本助成は隔年に募集しており、２０２１年度の募集は行わず、２０２０年度に選考され
た１６案件の内１５案件に対し、後期の助成金３７４．５万円を支給しました。（コロナ
禍、研究の継続が困難となり、１名が後半分の助成金を辞退。） 

 
＜２＞研究会 

以下の３つの研究会の内、（２）（３）の研究会を開催しました。 
（１） 保険業法に関する研究会 

主査：山下 友信氏（同志社大学教授） 
損害保険ジャパン株式会社法務部と連携し、「保険業法」に関わるテーマごとに不定期

に開催していますが、２０２１年度は開催されませんでした。 
 

（２） ジェロントロジー研究会 
主査：秋山 弘子氏（東京大学名誉教授、東京大学未来ビジョン研究センター客員教授） 
ＳＯＭＰＯ未来研究所株式会社と連携し、ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社シニ

アマーケット事業部にオブザーブ参加いただき、高齢者や高齢社会をめぐる諸問題を明
確にし、その解決に向けての研究を通じて、豊かな長寿社会の発展に貢献することを目的
としています。 

２０２１年度は、「シニアのセカンドキャリアとしての介護分野の可能性」をテーマに
研究を行っており、高齢者福祉施設を対象としたシニア就労についてのアンケート調査
を実施しているところです。 

第６回研究会 ２０２１年１１月４日（オンライン） 
 

（３） 健康保険・介護保険システム研究会 
主査：田中 滋氏（慶應義塾大学名誉教授、公立大学法人埼玉県立大学理事長） 
ＳＯＭＰＯ未来研究所株式会社と連携して、オンラインで研究会を４回開催しました。

また、ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社、損害保険ジャパン株式会社、ＳＯＭＰＯひ
まわり生命保険株式会社、ＳＯＭＰＯヘルスサポート株式会社にオブザーブ参加いただ
きました。 

先進諸国の健康保険・介護保険システムを、公的制度・民間を合わせて包括的に把握・
理解し、各国の抱える課題について討議しています。各国の実務家、有識者への取材も踏
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まえ、制度、保険商品の表面的な理解に止まらず、運用面等実態を見据えた把握・理解を
行っています。 

第７回研究会 ２０２１年７月１６日（オンライン） 
 オランダ編－オランダにおける健康保険 
第８回研究会 ２０２１年１０月１４日（オンライン) 
 オランダ編－オランダの介護保険 
第９回研究会 ２０２１年１２月７日（オンライン) 
 ドイツ編－ドイツの健康保険 
第１０回研究会 ２０２２年２月１日（オンライン) 
 フランス編－フランスの健康保険 
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３．社会福祉学術文献表彰事業 
＜１＞ 「第２２回ＳＯＭＰＯ福祉財団賞」贈呈式の開催 

第２２回ＳＯＭＰＯ福祉財団賞贈呈式を２０２１年６月１４日（月）に、出席者を限定
のうえオンラインにて開催しました。また、審査講評、文献要旨、当日の様子を冊子にま
とめ発行しました。 

 
＜２＞ 「第２２回ＳＯＭＰＯ福祉財団賞」講演会・シンポジウムの開催中止 

第２２回ＳＯＭＰＯ福祉財団賞受賞記念講演会・シンポジウムを２０２１年７月１０
日（土）にグランドアーク半蔵門にて開催を予定していましたが、新型コロナウイルス感
染拡大の状況に鑑み中止といたしました。 

 
＜３＞ ２０２１年度「第２３回ＳＯＭＰＯ福祉財団賞」の実施 

２０２１年度のＳＯＭＰＯ福祉財団賞には、指定推薦者から２６編が推薦されました。
審査委員会は２０２１年９月１日、１０月１５日、１２月１０日の３回にわたり開催され
ました。 

審査委員会において厳正な審査の結果、以下記載の著書１編が授賞に相応しい候補文
献として選定され、２０２２年１月２６日の理事会にて決定されました。 

・受賞著書： 障害基礎年金と当事者運動－新たな障害者所得保障の確立と政治力学 

（株式会社明石書店 ２０２０年８月発行） 

・受 賞 者： 髙
た か

阪
さ か

 悌
や す

雄
お

氏（名寄市立大学保健福祉学部社会福祉学科教授） 

・表彰内容： 賞状、記念品、研究・出版助成金 １００万円 
新型コロナウイルスの感染状況に鑑み、贈呈式は出席者を限定のうえ、オンラインで 

２０２２年３月１６日（水）に開催しました。 
例年７月に行っています受賞記念講演会・シンポジウムについては７月９日（土）を予

定しておりましたが、コロナ感染状況に鑑み中止といたしました。 
 
＜４＞ ２０２１年度「ＳＯＭＰＯ福祉財団奨励賞」の実施 

ＳＯＭＰＯ福祉財団賞の審査過程で、財団賞には及ばないものの優れた著作（佳作）で
あると評価された特に若手の著者を対象に、ＳＯＭＰＯ福祉財団奨励賞を贈呈します。 

２０２１年１２月１０日開催の審査委員会において、以下記載の著書１編が授賞に相
応しい候補文献として選定され、２０２２年１月２６日の理事会にて決定されました。 

・受賞著書：独居高齢者のセルフ・ネグレクト研究－当事者の語り 

（株式会社法律文化社 ２０２０年７月発行） 

・受 賞 者： 鄭
ちょん

 煕
ひ

聖
そ ん

氏（関東学院大学社会学部現代社会学科准教授） 

・表彰内容： 賞状 記念品 研究・出版助成金 ５０万円 
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４．資金運用状況 
財団の基本財産については、資金運用規程に則り、投資有価証券の継続保有および銀行預

金で運用しました。なお、財団が保有している債券は基本財産で、全て満期保有を目的とし
ています。 

２０２１年度には、以下の１件の債券が満期償還を迎えました。 
マイナス金利導入（２０１６年２月）以降、満期を迎えた債券の償還金の一部は、決済用

普通預金（無利息型）にて保有しています。資金運用規程に従い、安全性・確実性を考慮し、
以下の債券の購入を行いました。 

 
また、運用財産（基本財産以外の財産）は、安全性と流動性を考慮した銀行預金（定期預

金、普通預金）で運用しました。 
 

５．その他の特記事項 
内閣府への届出等 

２０２１年６月２５日 事業報告等の提出 
２０２１年７月２０日 変更の届出（定款の変更、評議員の変更） 
２０２２年３月２５日 事業計画等の提出 
 

  

満期償還債券等 運用先（新規購入債券等）
大和ネクスト銀行定期預金（１年、利率：０．２％）
　１億円

三菱ＨＣキャピタル第４回無担保社債
　・額　面：１億円
　・利　率：０．３３％
　・発行日：２０２２年１月３１日
　・購入日：２０２２年１月３１日
　・償還日：２０２９年１月３１日

利付国債（１０年）第３１７回
　・額　　面：１億円
　・利　　率：１．１０％
　・償還期限：２０２１年９月２０日

決済用普通預金（無利息型普通預金）
　１億円
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庶務の概要 

１． 役員等に関する事項 
役員等の氏名は次のとおり。（常勤者に＜常勤＞表示） 

（五十音順、２０２２年３月３１日現在） 

 

 

職名 氏名 摘要
理事長 二宮　雅也 損害保険ジャパン株式会社取締役会長
専務理事 松林　宏 ＜常勤＞公益財団法人ＳＯＭＰＯ福祉財団
理事 秋山　弘子 東京大学名誉教授、東京大学未来ビジョン研究センター客員教授

大橋　謙策 公益財団法人テクノエイド協会理事長
小林　光俊 学校法人敬心学園理事長
冷水　豊 元上智大学教授
竹内　孝仁 日本自立支援介護パワーリハ学会会長、ケア科学研究所主席研究員
田中　滋 公立大学法人埼玉県立大学理事長
長嶋　紀一 日本大学名誉教授
古川　貞二郎 社会福祉法人恩賜財団母子愛育会会長、元内閣官房副長官
森嶌　昭夫 名古屋大学名誉教授、弁護士

監事 内田　満雄 公認会計士
新里　智弘 公認会計士

評議員 池田　輝彦 元みずほ信託銀行株式会社代表取締役社長
大塚　義治 日本赤十字社社長
京極　髙宣 社会福祉法人浴風会理事長、国立社会保障・人口問題研究所名誉所長
酒井　香世子 損害保険ジャパン株式会社取締役執行役員
柴田　博 桜美林大学名誉教授
清水　重夫 元株式会社資生堂代表取締役執行役員副社長
白澤　政和 国際医療福祉大学大学院教授
杉崎　重光 元ゴールドマン・サックス証券株式会社副会長
炭谷　茂 社会福祉法人恩賜財団済生会理事長
直井　道子 東京学芸大学名誉教授
西浦　英次 元社団法人日本損害保険協会専務理事
橋本　和生 元日本興亜損害保険株式会社代表取締役副社長執行役員
弘中　徹 弁護士法人弘中総合法律事務所代表社員弁護士
藤川　久昭 クラウンズ法律事務所代表弁護士
宮武　剛 学校法人日本リハビリテーション学舎理事長
山下　友信 同志社大学教授
涌井　洋治 公益財団法人アフィニス文化財団理事長
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職名 氏名 摘要
選考委員 和田　敏明 ルーテル学院大学名誉教授
（社会福祉） 安藤　雄太 東京ボランティア・市民活動センターアドバイザー

大塚　晃 専門学校高崎福祉医療カレッジ専任教員
内藤　佳津雄 日本大学教授
中島　謙次 社会福祉法人黎明会常務理事
丸木　崇秀 損害保険ジャパン株式会社サステナビリティ推進部長

選考委員 竹内　孝仁 日本自立支援介護パワーリハ学会会長、ケア科学研究所主席研究員
（奨学金） 上野谷　加代子 同志社大学名誉教授･大阪市ボランティア市民活動センター所長

冷水　豊 元上智大学教授
丸木　崇秀 損害保険ジャパン株式会社サステナビリティ推進部長

選考委員 京極　髙宣 社会福祉法人浴風会理事長、国立社会保障・人口問題研究所名誉所長
（福祉諸科学） 司波　卓 ＳＯＭＰＯ未来研究所株式会社取締役社長

高橋　紘士 東京通信大学教授
広井　良典 京都大学教授
山下　友信 同志社大学教授

選考委員 長嶋　紀一 日本大学名誉教授
（ジェロン 今井　幸充 医療法人社団翠会和光病院院長
 トロジー研究） 上野谷　加代子 同志社大学名誉教授･大阪市ボランティア市民活動センター所長

佐藤　宏子 和洋女子大学教授、兵庫県立大学名誉教授
冷水　豊 元上智大学教授
竹内　孝仁 日本自立支援介護パワーリハ学会会長、ケア科学研究所主席研究員
内藤　佳津雄 日本大学教授

審査委員 秋元　美世 東洋大学大学院特任教授
（社会福祉学術 大島　巌 東北福祉大学副学長・教授
　　 文献表彰） 後藤　玲子 帝京大学教授、一橋大学名誉教授

平岡　公一 東京通信大学教授
山縣　文治 関西大学教授
和気　純子 東京都立大学教授

職名 氏名 摘要
顧問 岩崎　晋也 法政大学常務理事・副学長

岩田　正美 日本女子大学名誉教授
右田　紀久恵 大阪府立大学名誉教授
岡林　秀樹 元公益財団法人損保ジャパン日本興亜福祉財団専務理事
黒田　研二 関西大学名誉教授･西九州大学看護学部教授
小林　良二 東京都立大学名誉教授
芝野　松次郎 関西学院大学名誉教授
菅沼　隆 立教大学教授
高野　茂 損保ジャパン社友会常任幹事兼事務局長
髙宮　洋一 城西国際大学講師
田中　皓 公益財団法人助成財団センター理事
田端　光美 日本女子大学名誉教授
花崎　和彦 公益財団法人助成財団センター専務理事
福山　和女 ルーテル学院大学名誉教授･社会福祉学博士
古川　孝順 長野大学大学院教授
水巻　中正 国際医療福祉大学大学院教授
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２． 職員等に関する事項 
職員は次のとおり。                 （２０２２年３月３１日現在） 

 

 
  

区分 氏名 就業年月日 備考
事務局長 澤　雅弘 ２０１８年４月１日 損害保険ジャパン㈱から出向
副長 前田　晶子 ２０１８年４月１日 損害保険ジャパン㈱から出向
副長 渡部　由里 ２００８年９月１日
主任 尾根　桂子 ２０１３年８月１日
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３． 役員会等に関する事項 
＜１＞ 理事会の開催 

 

開催日 会議事項 結果
２０２１年６月４日
２０２１年度
第１回通常理事会

第１号議案　２０２０年度の事業報告および決算承認の件
第２号議案　定款等の改定の件
第３号議案　定時評議員会開催の件
報告事項１　理事長・専務理事の職務執行状況の件

全員一致で承認可決
全員一致で承認可決
全員一致で承認可決
全員了承

２０２１年６月２５日
２０２１年度
第１回臨時理事会
（定款第４３条に定める理事
会の決議の省略の方法によ
る）

第１号議案　２０２１年度「介護福祉士養成のための奨学金
　　　　　　の給付」選考の件

決議に参加できる理事
全員の同意が得られ、
かつ監事の承認が得ら
れた

２０２１年１０月７日
２０２１年度
第２回臨時理事会
（定款第４３条に定める理事
会の決議の省略の方法によ
る）

第１号議案　ＮＰＯ基盤強化資金助成（住民参加型福祉活動
　　　　　　資金助成）の選考の件
第２号議案　自動車購入費助成の選考の件
第３号議案　会議会合・国際交流費等助成の選考の件

決議に参加できる理事
全員の同意が得られ、
かつ監事の承認が得ら
れた

２０２１年１２月２３日
２０２１年度
第３回臨時理事会
（定款第４３条に定める理事
会の決議の省略の方法によ
る）

第１号議案　ＮＰＯ基盤強化資金助成（組織および事業活動
　　　　　　の強化資金助成）の選考の件
第２号議案　ＮＰＯ基盤強化資金助成（認定ＮＰＯ法人取得
　　　　　　資金助成）の選考の件
第３号議案　海外助成の選考の件
第４号議案　福祉諸科学事業選考委員の選任の件

決議に参加できる理事
全員の同意が得られ、
かつ監事の承認が得ら
れた

２０２２年１月２６日
２０２１年度
第４回臨時理事会
（定款第４３条に定める理事
会の決議の省略の方法によ
る）

第１号議案　「ＳＯＭＰＯ福祉財団賞」および「ＳＯＭＰＯ
　　　　　　福祉財団奨励賞」の選考の件

決議に参加できる理事
全員の同意が得られ、
かつ監事の承認が得ら
れた

２０２２年３月１６日
２０２１年度
第５回臨時理事会
（定款第４３条に定める理事
会の決議の省略の方法によ
る）

第１号議案　在宅で高齢者を介護する家族の交流および研修
　　　　　　資金助成の選考の件

決議に参加できる理事
全員の同意が得られ、
かつ監事の承認が得ら
れた

２０２２年３月１６日
２０２１年度
第２回通常理事会

第１号議案　２０２２年度の事業計画および収支予算等の件
第２号議案　奨学金助成事業選考委員の選任の件
第３号議案　役員等賠償責任保険契約の締結の件
報告事項１　２０２１年度の事業経過報告の件
報告事項２　理事長・専務理事の職務執行状況の件

全員一致で承認可決
全員一致で承認可決
全員一致で承認可決
全員了承
全員了承



 

17 
 

＜２＞ 評議員会の開催 

 

 

＜３＞ 選考委員会・審査委員会の開催 

 

 

  

開催日 会議事項 結果
２０２１年６月２５日
２０２１年度
定時評議員会
（定款第２５・２６条に
定める評議員会の決議の
省略・報告の省略の方法
による）

第１号議案　２０２０年度の決算承認の件
第２号議案　評議員の選任の件
第３号議案　定款等の改定の件
報告事項１　２０２０年度の事業報告の件
報告事項２　２０２１年度の事業計画および収支予算等の件
報告事項３　評議員の退任の件

決議に参加できる評議
員全員の同意が得られ
た

開催日 委員会の内容
２０２１年５月２７日
奨学金助成事業選考委員会

２０２１年度奨学生の選考（１２名）

２０２１年９月１日
第１回社会福祉学術文献表彰事業
審査委員会

第２３回「ＳＯＭＰＯ福祉財団賞」の選考（第１次審査）

２０２１年９月１７日
第１回社会福祉事業選考委員会

１．ＮＰＯ基盤強化資金助成の選考
＜１＞住民参加型福祉活動資金助成（２６件）
２．自動車購入費助成の選考（１０件）
３．会議会合・国際交流費等助成の選考（１件）

２０２１年１０月１５日
第２回社会福祉学術文献表彰事業
審査委員会

第２３回「ＳＯＭＰＯ福祉財団賞」の選考（第２次審査）

２０２１年１２月３日
第２回社会福祉事業選考委員会

１．ＮＰＯ基盤強化資金助成の選考
＜１＞組織および事業活動の強化資金助成（１８件）
＜２＞認定ＮＰＯ法人取得資金助成（１４件）
２．海外助成の選考（４件）

２０２１年１２月１０日
第３回社会福祉学術文献表彰事業
審査委員会

第２３回「ＳＯＭＰＯ福祉財団賞」および「ＳＯＭＰＯ福祉財団奨励賞」
の選考（第３次審査）
（推薦文献　財団賞１件、奨励賞１件）

２０２２年３月１６日
第３回社会福祉事業選考委員会

在宅で高齢者を介護する家族の交流および研修資金助成の選考
（１件）
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４．許可、認可および承認に関する事項 
該当はありません。 

 
５．寄付金に関する事項 

損害保険ジャパン株式会社から88,000,000円の寄付を受けました。 
このほか法人23件3,420,000円、損保ジャパン役職員団体（ＳＯＭＰＯちきゅう倶楽部）

500,000円、個人2,103,000円の寄付を受けた結果、本年度の寄付金の合計は、94,023,000
円となりました。 

  

寄付者名 寄付金額
（千円）

損害保険ジャパン株式会社 88,000
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社 100
ＳＯＭＰＯ企業保険金サポート株式会社 100
ＳＯＭＰＯクレジット株式会社 100
ＳＯＭＰＯケア株式会社 200
ＳＯＭＰＯコミュニケーションズ株式会社 100
ＳＯＭＰＯシステムイノベーションズ株式会社 100
ＳＯＭＰＯシステムズ株式会社 100
ＳＯＭＰＯビジネスサービス株式会社 70
ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社 1,000
ＳＯＭＰＯヘルスサポート株式会社 100
ＳＯＭＰＯ未来研究所株式会社 100
ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社 100
ＳＯＭＰＯワランティ株式会社 200
株式会社プライムアシスタンス 100
港北出版印刷株式会社 100
セゾン自動車火災保険株式会社 100
損保ジャパンＤＣ証券株式会社 100
損保ジャパンキャリアビューロー株式会社 100
損保ジャパンパートナーズ株式会社 100
株式会社フレッシュハウス 50
ユニバース開発株式会社 100
法人匿名2社 300
ＳＯＭＰＯちきゅう倶楽部 500
個人 2,103

寄付金合計 94,023
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６．行政庁指示に関する事項 
該当はありません。 

 
７．その他の重要事項 

該当はありません。 

 

２０２１年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」 

第３４条第３項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しな
いので作成しておりません。 

 
 

 


