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社会福祉法人だからこそできる「生活困窮者相談支援事業」

社会福祉法人　サン・ビジョン（愛知県）

住 所 〒 461-0004
愛知県名古屋市東区葵 3-25-23

TEL 052-856-3311

URL http://www.e-sunlife.or.jp/

経 営 理 念 【法人の理念】
･ 地域とともに少子高齢社会を考え、安心で未来ある街づくりに貢献します。
･子どもの無限の可能性を引き出し個々のもつ力をはぐくみ、地域で育てる環境をつくり
ます。
･子どもの優しい心、豊かな心、強い心を育てます。
･高齢者がもてる力を発揮して、自信と幸福を感じられる生活を支援します。
･高齢者の尊厳と自己決定を尊重し、一人一人のライフスタイルを支援します。
･職員がプロフェッショナルとして喜びと誇りをもち、自ら改革する力をもてるよう育成
します。
･法律その他基準に従って、常に組織・運営を見直します。
･地域社会の変化と改革の先駆者となります。
･社会福祉制度のセーフティネットとしての役割を果たします。

【ミッション】「少子高齢社会をトータルサポートする」

事 業 内 容
及 び 定 員

・特別養護老人ホーム（20名）2か所、（29名）1か所、（30名）5か所、（54名）1か所、
（80名）4か所、（90名）2か所、（100 名）5か所、（140 名）1か所
・介護老人保健施設（80名）1か所、（90名）1か所、（100 名）1か所、
　（158 名）1か所、（サテライト型 20名）1か所
・ケアハウス（50名）2か所、（60名）1か所、（特定 29名）1か所
・養護老人ホーム（40名）1か所、（50名）1か所
・認知症グループホーム（9名）8か所、（18名）5か所
・サービス付き高齢者向け住宅（22戸）1か所、（24戸）1か所
・高齢者向け優良賃貸住宅（43戸）1か所、（51戸）1か所、（52戸）1か所
・有料老人ホーム（住宅型 20戸）2か所、（住宅型 24戸）1か所、（住宅型 37戸）1か所、
（介護付 24名）1か所、（介護付 36名）1か所、（介護付 51名）1か所
・生活支援ハウス（10名）1か所、（15名）1か所
・小規模多機能型居宅介護（29名）5か所
・ショートステイ（10名）8ヶ所、（12名）1か所、（16名）1か所、（18名）4か所、
　（20名）3か所
・大型デイサービス（160 名）１か所、（170 名）1か所、（200 名）1か所
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・デイサービス（10名）1か所、（15名）2か所、（17名）1か所、（18名）2か所、
　（35名）3か所、（40名）1か所、（42名）1か所、（50名）2か所、（52名）1か所、
　（60名）1か所
・大型デイケア（150 名）1か所、デイケア（50名）1か所、（60名）2か所
・生活支援短期宿泊（2名）1か所、生活支援通所（10名）1か所
・訪問リハビリ　３か所、訪問介護　２か所
・居宅介護支援センター　17か所
・在宅介護支援センター　1か所、地域包括支援センター　4か所、
・一般賃貸住宅（10戸）1か所、（63戸）1か所、
・福祉用具レンタル 1か所、
・認定こども園（60名）1か所、（69名）1か所、（127 名）1か所
・認可保育園（90名）1か所　・学童保育所（56名）1か所
・多世代交流による地域活性化の事業　1か所
・農業事業 1か所

収 入
( 法人全体 )
平成28年度決算

①　社会福祉事業	 12,354,473,858 円
②　公益事業	 3,454,873,859 円
③　収益事業	 145,070,007 円

職 員 数
（法人全体）

2,377 名（非常勤含む）

当 面 す る
経 営 課 題

①　稼働管理の徹底
②　防災・防犯対策
③　環境整備と接遇マナー
④　職員の負担軽減と介護技術の向上
⑤　高齢者や障がい者にボランティア活動や就労の機会を提供
⑥　公益的な取組
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法人概要

社会福祉法人サンライフ １９８７年設立

社会福祉法人サン･ビジョン １９９６年設立

理事長 堤 修三

本部所在地：名古屋市東区

職員数：約２，４００名

既存施設数：４１ヶ所

既存事業数：１５６事業
【H２９年６月１日現在】

2社会福祉法人 サン・ビジョン

社会貢献事業

生活困窮者相談支援事業

社会福祉法人 サン・ビジョン
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4

サンライフ／サン・ビジョン 施設一覧 ＜春日井エリア＞

社会福祉法人 サン・ビジョン

3社会福祉法人 サン・ビジョン
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生活困窮者相談支援事業

事業の目的

相談支援事業は、家族の在り方の変容、
高齢化の進行、地域の人間関係の希薄化等
により、生活困窮や社会的孤立のなかで、
必要な支援を受けることができない者に対し
て、積極的な相談援助活動を行うとともに、
必要に応じて経済的援助を行うことにより、
その安定した生活と自立を支援することを目
的とする。 6社会福祉法人 サン・ビジョン

社会福祉法人サン・ビジョン
社会貢献事業

平成27年2月 社会貢献事業推進室 設置

平成27年3月より 社会貢献事業推進委員
会を１～２か月毎に開催

平成28年1月より 「生活困窮者相談支援
事業」開始

5社会福祉法人 サン・ビジョン
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生活困窮者相談支援事業

事業内容

（2）経済的援助

・現物給付

・要支援者に対し、原則1回限り

・限度額は1事例あたり10万円

8社会福祉法人 サン・ビジョン

生活困窮者相談支援事業

事業内容

（1）相談援助活動

・コミュニティソーシャルワーカーの養成

平成27年度 6名
平成29年度 12名

＊コミュニティソーシャルワーカーは、相談支援事業の意義を

十分に理解し、情熱を持って誠実に業務を遂行するとともに、

自らの資質の向上に努めなければならない。

（社会福祉法人サンライフ／サン・ビジョン 生活困窮者相談支援事業実施要綱より）

7社会福祉法人 サン・ビジョン
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生活困窮者相談支援事業

平成29年度実施状況

経済的援助額合計（8月末時点）￥43,921

10

世帯類型 相談内容 支援内容 経済的援助内容 生活
保護

１ 高齢の母と子（40代） 経済的困窮 子の障害者手帳取得支援、
経済的援助

食量、日用品、電気
代、家賃（￥32,524）

２ 母子（30代の母と子） 経済的困窮 経済的援助、就労支援 食料、日用品、ガス
代（￥11,397）

社会福祉法人 サン・ビジョン

生活困窮者相談支援事業
平成28年度実績 経済的援助額合計￥155,092

9

世帯類型 相談内容 支援内容 経済的援助内容 生活
保護

１ 母子（30代の母と子） 失職、住居不安定、経済的
困窮

経済的援助、
就労支援

市営住宅敷金
（￥83,100）

２ 母子（40代の母と二
人の子）

失職、経済的困窮 経済的援助 食料、日用品
（￥6,764）

○

３ 母子（20代の母と子） 養護施設にいる上の子を
引き取りたい

相談支援

４ 単身（20代） 無職（他県から母親を頼り
出てきた）、住居無し、経済
的困窮

経済的援助、
就労支援、
住居提供（寮）

食料、日用品、生活
用品（￥17,792）

５ 母子（50代の母と子） 住居不安定、経済的困窮 経済的援助 子の学費（一部）・定
期代、食料、日用品、
水道代

６ 母子（40代の母と二
人の子）

失職、経済的困窮 相談支援

７ 母子（20代の母（外国
籍）と子

失職、経済的困窮 相談支援

社会福祉法人 サン・ビジョン
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事例紹介①－２

○支援内容

・経済的援助

・住居確保

・就労支援

12社会福祉法人 サン・ビジョン

事例紹介①－１

11

 「支援の途中で行方がわからなくなり支援

中止となってしまったCさん」

○本人情報

・20代男性

・他県から母親を頼り出てきた

・母親は母子支援施設に入所中

・初回面談時所持金￥15,000
社会福祉法人 サン・ビジョン
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事例紹介②－２

○支援内容

・経済的援助

・障がい者手帳再取得支援

14社会福祉法人 サン・ビジョン

事例紹介②－１
 「母の入院により生活が荒廃してしまったDさ
ん」

○本人情報

・40代女性

・母親の年金で生活（母親は2年前から

入院中）

・母親の入院費、家賃等滞納有

・障がい者手帳未更新

・犬の糞だらけの家で生活
13社会福祉法人 サン・ビジョン
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まとめ

 「正しい支援」は無い。

悪戦苦闘がつきもの。

 「良い支援」≒「自立」

それが難しい。

社会福祉法人の使命。

ソーシャルワークの実践

15社会福祉法人 サン・ビジョン


