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実施計画の策定にあたって 

 

杉並区社会福祉協議会では、「ささえあう地域づくりが仕事です」の理念のもと、安心 

をみんなでささえあうまちをめざして、社協の事業計画として平成 21年度から 23年度ま

での実施計画を策定、続いて第二次にあたる平成 23年度から 27年度の 5か年の実施計画

を策定し、各年度の事業計画に加え、行動計画を策定し事業を進めてまいりました。 

第二次実施計画策定の直後に発生した東日本大震災によって、地域の絆の重要性がクロ

ーズアップされ、災害時はもとより平常時からの地域住民の共助力の向上が必要であるとい

うことを改めて強く認識させられることとなりました。また、逼迫する経済情勢は生活困窮

等あらたな社会問題を生み出し、加えて、高齢者のみならず若年者を含む世帯が制度の狭

間にこぼれ孤立化し、危機的な状況に陥っていくなど、地域の福祉課題は多様化、複雑化

しています。 

このような多様化、複雑化した地域課題は、もはやフォーマルな制度や仕組みだけでは到底

解決にはつながらず、地域住民の共助の力をいかに結集し、ささえあいの心を育んでいけるか

が重要な鍵となります。 

 

杉並区社会福祉協議会は、60 年余の歴史を民生委員・児童委員や町会の方々をはじめとす

る地域の方々とともに歩んでまいりました。また、地域活動団体や関係者と協力し、ボランテ

ィア活動や地域活動の促進を図ってまいりました。こうした地域で活動する多くの方々や様々

な機関、団体とのつながりを最大限に活かし、地域の課題解決ためのインフォーマルな取り組

みを紡いでいくことは、杉並区社会福祉協議会でなければできない大きな強みであるといえま

す。また、地域福祉権利擁護事業や生活福祉資金、地域包括支援センターなどの相談支援を通

して、住民の生きる権利を支えながら地域生活に直結した課題への対応力を着実に積み上げ、

そのノウハウを活かし、制度の狭間の個別課題にも積極的に取り組んでまいります。 

これらの社協ならではの取り組みや事業を核とし、強みとして、現代社会が抱える様々な地

域課題に積極的に取り組み、地域福祉の推進役としての役割をしっかりと果たしていくために、

新たな方向性と今後の戦略、具体的な取り組みについて、平成 26年度から平成 30年度ま

での５か年計画として新たな実施計画を策定いたしました。今後、この実施計画に基づき、

杉並社協ならではの強みを十分に活かし、地域福祉のさらなる向上並びに地域の共助力の

向上のため、全力で取り組んでまいります。 

 

実施計画の策定にあたりまして、貴重なご意見をお寄せくださいました地域団体や活動

者をはじめとした区民の皆様、また、実施計画策定にご尽力を賜りました策定委員や作業

部会委員の皆さまに、心から厚く御礼申し上げます。 

 

   平成２６年３月 

                      社会福祉法人杉並区社会福祉協議会 

                       会 長   小 林 義 明 
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１ 杉並区社会福祉協議会を取り巻く環境 

 

（１）社会の変化 

実施計画（平成 23～27年度）策定直前の平成 23年 3月 11日、東日本大震災が発生しました。

これまでも社会的孤立や高齢化の問題は取り上げられてきておりましたが、この震災を機にさらに

「地域のつながり」の重要性がクローズアップされることとなりました。逼迫する経済情勢はあらたな社

会問題を生み出し、さらに、高齢者のみならず若年者を含む世帯が制度の狭間にこぼれ、孤立化し、

危機的な状況に陥っていくなど、地域の福祉課題はますます多様化、複雑化しています。 

また、昨年、杉並区の保健福祉計画（平成 25 年度～29 年度）が改定され、区民参加と協働の推

進等において杉並社協との連携が挙げられました。 

これらを踏まえ、杉並社協がこうした多様化・複雑化した地域課題に対し、どのように対応していく

のか、新たな方向性が求められています。 

 

（２）杉並区の現況 

 杉並区の人口は、平成 26年 1月 1日現在 542,956人、世帯数は 301,516世帯（外国人含む）

です。 

表１「3-15区内世帯数、世帯構成の変化」（国勢調査）によると、35年間で世帯数は約 1.5

倍に増加しています。そのうち、単身世帯は 56.5％を占めており、急増しています。また、

年齢別人口統計（平成 25年 10月 1日現在）では、0～19歳は 72,690人、20～64歳は 359,151

人、65歳以上が 111,415人となり、生産年齢の 20～64歳は全体の 66.1%を占めています。 

 

 

                               

＜図１＞                  ＜図２＞ 
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（３）杉並区の福祉分野における特徴や課題  

 

＜子ども分野＞ 

杉並区においても少子化や核家族化の進行な

どにより、子育てをめぐる環境は厳しくなって

います。就学前人口は、女性の社会進出の増が

加わり、増加傾向にあり、それに伴い保育需要

も増大し、待機児解消のための保育園整備が区

の大きな課題となっています。 

同時に、児童虐待への対応も重要な課題です。 

                                         

＜高齢者分野＞                 

 表 2「高齢者人口統計」によると、

高齢化率は年々高くなり、平成 25年

20.33％となっています（表１「区内

世帯数・世帯構成の変化」によると

約 30 万世帯中、単身世帯が 56.5％

と多くなっています。）平成 26 年か

ら平成 31年までの推計では、総人口

は、ほぼ横ばいですが、高齢者人口

は微増していきます。区民の５人に

１人が高齢者となります。また、「ひ

とりぐらし高齢者」や「高齢者のみ夫婦」の世帯も微増しています。 

「認知症高齢者」は、統計上は 11,150 人（平成 25 年）ですが、一人暮らし又は夫婦のみ

高齢者の世帯等で、顕在化していない認知症高齢者も多いと推測されます。 

＜図４＞ 

＜図３＞ 

＜表２＞ 
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＜障害者分野＞ 

 表 3「障害者手帳所持者の推移（平成 20 年度

～24 年度）によると、杉並区の障害者手帳保

持者は、平成 24年度は 17,752人（3.3％）で、

平成 20年度に比べ、1,966人の増加となって

おり、高い増加を示しています。 

国は、平成 25年６月障害者自立支援法を障

害者総合支援法とし、障害者の定義に難病を

追加する等の法整備を行いました。 

 また、６月には障害者差別解消法が成立し

「障害者権利条約」批准のための国内法整備

を図りました。 

○障害者手帳所持者の推移（平成 20年度～24年度） 

手帳種別 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

杉並区人口(4 月 1 日現在) 536,658 人 539,584 人 539,211 人 538,703 人 539,482 人 

 (18 歳未満) 60,891 人 61,336 人 61,947 人 62,702 人 62,664 人 

(65 歳以上) 100,289 人 102,723 人 104,233 人 104,568 人 105,991 人 

身体障害者手帳所持者数 12,419 人 12,764 人 12,876 人 13,112 人 13,300 人 

 (18 歳未満所持者数) 256 人 268 人 267 人 277 人 290 人 

(65 歳以上所持者数) 8,003 人 8,322 人 8,456 人 8,598 人 8,820 人 

人口比 2.3％ 2.4％ 2.4％ 2.4％ 2.5％ 

肢体不自由 6,349 人 6,497 人 6,526 人 6,579 人 6,632 人 

内部障害 3,904 人 4,068 人 4,164 人 4,335 人 4,413 人 

視覚障害 992 人 1,011 人 1,004 人 998 人 1,025 人 

聴覚・平衡機能障害 915 人 918 人 914 人 926 人 955 人 

音声・言語・咀嚼機能障害 259 人 270 人 268 人 274 人 275 人 

知的障害者所持者数 1,843 人 1,900 人 1,952 人 2,008 人 2,072 人 

 (18 歳未満所持者数) 437 人 440 人 445 人 447 人 456 人 

(65 歳以上所持者数) 105 人 117 人 117 人 125 人 134 人 

人口比 0.3％ 0,4％ 0.4％ 0.4％ 0.4％ 

精神保健福祉手帳所持者数 1,524 人 1,789 人 1,871 人 2,123 人 2,380 人 

 人口比 0,3％ 0.3％ 0.3％ 0.4％ 0.4％ 

合計 15,786 人 16,453 人 16,699 人 17,243 人 17,752 人 

 人口比 2.9％ 3.0％ 3.1％ 3.2％ 3.3％ 

※数値は各年度 4 月 1 日時点のものです。   ※人口には外国人登録者数を含んでいます。 

 

＜生活福祉分野＞ 

杉並区の生活保護率は、平成 20年９月のリーマンショック以降上昇傾向にあります。 

表４「23 区データ比較（平成 23 年 3 月）」によると、12.7‰であり、東京 23 区中、低い

ほうから数えて６番目となっています。 

平成 25年８月からの生活保護費の引き下げや、平成 25年 12月に生活保護法の改正及び生

活困窮者自立支援法が成立し、生活保護を取り巻く環境は大きく変化していきます。 

＜図５＞ 

＜表３＞ 
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（４）他区社会福祉協議会比較からみる特徴 

表４「23区データ比較（平成 23年 3月）」によ

ると、東京 23区の他区社会福祉協議会と比べて、

広報紙発行は年 6 回と東京 23 区内社協のうち一

番多く発行しています。地域福祉権利擁護事業で

は契約者数が 151 件と東京都内 1 番の件数です。

一方、人口に比べ、個人会員数が少なく 0.38％と

なっています。サロン数も同様に少ない件数でし

たが、平成 26 年 1 月現在、28 か所まで増えてき

ています。 

また、ファミリーサポートセンターでは利用会

員は多いが協力会員は少なく、アンバランスさが 

目立ち、東京 23区社協共通の課題となっています。 

２３区社会福祉協議会  データ比較                       平成２３年３月（但し、人口は、平成２４年８月１日）                                

区名 人口 

ＮＰＯ 

法人

数 

NPO人

口割合

（％） 

個人会

員数 

会員

人口

割合

(％) 

サロ 

ン数 

地域 

担当

制 

広報紙 

発行 

地域 

包括 

受託 

認定 

調査 

受託 

ﾌｧﾐ 

ｻﾎﾟ 

利用 

会員 

ﾌｧﾐ 

ｻﾎﾟ 

協力 

会員 

ﾎｰﾑ 

ﾍﾙﾌﾟ 

利用 

会員 

ﾎｰﾑ 

ﾍﾙﾌﾟ 

協力 

会員 

地域福 

祉権利 

擁護

事業 

地権 

人口 

割合 

生活 

保護 

率 

(‰) 

千代田区 52,054 772 1.483% 550 1.06% 18 ○ 年４回         154 103 62 0.12% 13.7 

中央区 127,392 556 0.436% 1,171 0.92% 33   年４回     1,192 322 199 147 27 0.02% 7.3 

港区 230,803 865 0.375% 1,135 0.49% 29   年４回     1,306 267 99 104 21 0.01% 9.1 

新宿区 319,218 741 0.232% 2,008 0.63% 55   年４回     2,208 316     59 0.02% 28.9 

文京区 201,079 313 0.156% 146 0.07% 66   年６回     1,792 190 279 117 26 0.01% 11 

台東区 184,284 204 0.111% 6,164 3.34% 13   年３回     1,661 289 1,208 338 81 0.04% 45.4 

墨田区 251,182 95 0.038% 5,031 2.00% 14 ○ 年５回     735 210 249 204 65 0.03% 30.6 

江東区 478,348 150 0.031% 4,068 0.85% 70   年６回   ○ 1,951 576 819 702 85 0.02% 17.8 

品川区 366,539 231 0.063% 8,995 2.45% 36   年４回     614 132 569 391 0 0.00% 13.6 

目黒区 263,663 168 0.064% 1,767 0.67% 32   年４回 ○ ○ 674 283 194 396 43 0.02% 9.6 

大田区 696,709 237 0.034% 4,140 0.59% 36   年４回   ○     425 349 44 0.01% 21.9 

世田谷区 860,071 431 0.050% 47,096 5.48% 656 ○ 年２回         1,238 743 67 0.01% 9.9 

渋谷区 211,457 539 0.255% 2,874 1.36% 64   年４回 ○ ○ 542 172 151 135 41 0.02% 13.5 

中野区 300,298 192 0.064% 3,442 1.15% 18   年４回   ○ 1,126 238 813 296 60 0.02% 20.4 

杉並区 540,180 305 0.056% 2,029 0.38% 11 ○ 年６回 ○ ○ 1,121 402 308 348 151 0.03% 12.7 

豊島区 268,419 292 0.109% 7,756 2.89% 14   年４回 ○ ○     450 258 51 0.02% 25.9 

北区 332,729 133 0.040% 6,608 1.99% 77   年５回         202 213 40 0.01% 27.1 

荒川区 205,692 60 0.029% 4,052 1.97% 32   年５回     887 218 160 162 78 0.04% 28.9 

板橋区 536,617 169 0.031% 9,420 1.76% 78 ○ 年３回   ○     226 249 71 0.01% 31.5 

練馬区 709,333 233 0.033% 3,248 0.46% 78   年３回         144 211 95 0.01% 21.4 

足立区 669,999 164 0.024% 2,487 0.37% 42   年４回 ○ ○ 1,586 579 307 249 52 0.01% 37.3 

葛飾区 447,683 100 0.022% 10,021 2.24% 1 ○ 年４回     1,153 238 417 310 21 0.00% 26.8 

江戸川区 676,592 128 0.019% 4,069 0.60% 0   年３回             42 0.01% 25.8 

＜図６＞ 

＜表４＞ 

※1人口は、特別区職員ハンドブック（平成 24年 8月 1日現在）より  
※2 ＮＰＯ法人数は、東社協ホームページより     ※3サロン数以降は、 東社協データブック 2010（平成 23年 3月）より 
※4個人会員数 会費 500円（世田谷、北、練馬、江戸川）、2000円（足立）以外は、会費 1000円   ※5東社協統計数値より 
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（５）これからの地域福祉 

①全国及び東京都社会福祉協議会の動き 

 平成 20 年 3 月、厚生労働省から「これからの地域福祉のあり方に関する研究会」報告書が発

表され、住民と行政の協働による地域における「新たな支え合い」（共助）を確立する方向性が示

されました。 

その後、平成 24年 10月には全国社会福祉協議会から「社協・生活支援活動強化方針」が発表

されました。その中で、少子・高齢化の進行や働き方などの生活様式の変化に伴って地域社会や

家庭の様相は大きく変容し、さらに経済情勢や雇用環境の厳しさの長期化も相まって、孤立死や

自殺、ひきこもりなどの社会的孤立の問題、経済的困窮や低所得の問題、虐待や悪質商法など権

利擁護の問題など地域における生活課題は深刻化し広がっていることを受け、誰もが安心して暮

らすことができる福祉のまちづくりを使命とする社協には、こうした今日的な地域福祉の課題を

受け止め、その解決に向けた取り組みを図ることが強く求められていると示されています。 

東京都社会福祉協議会は、第３期３か年計画（平成 25～27年度重点事業計画）を策定しま

した。これまでの計画から、「社会的に広く取組みが求められている課題」への積極的な対応

と「福祉人材の定着・育成」を継続発展させ、東日本大震災における経験を踏まえ、安らぎ

とつながりの社会の構築をめざしています。 

②関連法令の動向 

 平成 20年９月のリーマンショック以降、我が国の経済は低迷し、厳しい雇用情勢などを受

け経済的に困窮する人が増えています。平成 25年６月、貧困家庭への子どもへの教育支援な

どを国の責務とする子ども貧困対策法が成立しました。さらに 12月には生活困窮者自立支援

法が可決成立し、平成 27年４月から施行となります。 

 また、平成 23年３月の東日本大震災の際に個人情報保護法が壁になり、的確な避難支援が

できなかった反省を踏まえ、高齢者・障害者など自ら避難することが困難な「避難行動要支

援者」の名簿作成を区市町村に義務付ける改正災害対策基本法が平成 25年６月に成立しまし

た。 

＜東社協第３期３か年計画 抜粋＞ 

Ⅲ 地域における諸課題をふまえた取組み 

Ⅲ－１社会的孤立等に対応する小地域福祉活動推進事業 

概 要 第２期３か年計画における地域福祉コーディネーター養成の取組みをさらに発展させて、「課題発見・

解決志向型の地区社協整備事業」ならびに「多機能常設居場所づくり促進事業」に取組むことにより、

小地域福小地域福祉活動の充実と活性化を通じた地域の力の向上を図る。それにより、社会的孤立に 

対応するとともに、孤立を生まない地域づくりをすすめる。 

 

Ⅴ 災害時の福祉施設における地域の要援護者支援の構築 

Ⅴ－２ 災害時要援護者支援センターの構築 

概 要 災害発生時、迅速に「災害時要援護者支援センター」を東社協に立ち上げることができるよう、災害 

発生災害発生時に備えたしくみづくりをすすめる。専門職や福祉団体・施設等が連携し、情報支援の 

しくみづくりや人材養成をすすめ、利用者の安全確保だけでなく要援護者が生活に支障を来さない 

しくみを構築する。また、施設部会と協働して、相互派遣や利用者受入れ等に関するルールづくり、 

合同避難訓練等を促進するとともに、災害発生を見据えた福祉施設の機能や基盤強化、要援護者支援 

に対する意識啓発を災害ボランティアセンター・行政・当事者団体・保健医療団体・区市町村社協等 

との連携を強化する。 
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（６）行政機関及び地域団体等との連携 

杉並区は、平成 24年度から平成 33年度を計画期間とする杉並区基本構想（10年ビジョン）

を策定しました。基本構想では、今後 10 年を展望した杉並区の抱える課題として、少子・

高齢化の一層の進展や大都市災害への備え、区立施設再編等を挙げています。 

基本構想を実現するための計画として、基本構想の５つの目標に沿って施策・事業計画を

体系化した「杉並区総合計画」も同時に策定されています。また、基本構想に基づき、保健

福祉分野の課題を解決するため、平成 25 年３月に「杉並区保健福祉計画（平成 25年度～29

年度）を改定しました。保健福祉計画は、子ども家庭分野、健康分野、高齢者福祉分野、障

害者福祉分野、地域福祉分野と多岐にわたっており、これらの事業を推進するための協働の

相手方の一つとして、杉並社協が挙げられています。これからも地域福祉推進のパートナー

として区との連携を密にしていきます。 

人々の暮らしにかかわる事業を推進していくうえでは住民との連携や協働が欠かせません。

町会・自治会などの住民組織、民生委員児童委員協議会、保護司会、青少年育成委員会など

委嘱型の組織、いきいきクラブや障害者団体などの当事者団体、また福祉や環境、健康増進

等テーマ型のボランティアグループや NPO などの地域団体も増加し、活動内容も多様化し

てきています。引き続き、各種事業の企画や実施等で地域団体との連携を強化していきます。 

福祉関係法等の動向 
 

 

関連法等名称 成立日 施行日 主な内容 社協との関連 

生活困窮者自立支援法 25.12.6 
27.4.1

予定 

生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生

活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金

の支給その他の支援を行うための所要の措置を講ずる。 

事業として実

施できるか 

障害者総合支援法 24.6.27 25.4.1 

「障害者自立支援法」を「障害者総合支援法」とするとともに、

障害者の定義に難病等を追加し、重度訪問介護の対象者の

拡大、ケアホームのグループホームへの一元化など実施 

  

障害者差別解消法 25.6.19 28.4.1 

「障害者権利条約」批准のための国内法整備として、行政機関

及び事業者に対し、障害を理由とする不当な差別的取扱いの

禁止を義務付け、また、過重な負担でない限り、社会的障壁の

除去につき合理的配慮義務を課すものである。 

  

子ども貧困対策推進法 25.6.19 

成立か

ら１年

以内 

大綱の策定が義務付けられ、教育・生活・就労・経済的支援策

のほか、貧困率や生活保護世帯の子どもの高校進学率などの

指標とその改善施策を明記する。 

生活福祉資金

との関連 

子ども・子育て関連３法 24.8.10 

27年

度本格

実施 

保護者が子育てについての第一義的な責任を有するという基

本的認識のもとに、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・

子育て支援を総合的に支援 

ファミリーサポ

ート事業との

関連 

改正雇用促進法 25.6.13 28.4.1 

「障害者権利条約」批准のための国内法整備として、雇用分野

の障害者差別を禁止 事業主は、募集、採用、賃金などで障

害を理由に差別的取扱いをすることを禁止される。 

  

改正公職選挙法 25.6.27 
７月参議 

院選から 
成年被後見人に選挙権・被選挙権が認められる。   

改正災害対策支援法 25.6.17   
高齢者や障害者など自ら避難が困難な「避難行動要支援者」

の名簿作成を区市町村に義務付ける。 

災害時要援護

者事業との関連 

＜表５＞ 
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（７）杉並区社会福祉協議会の現況 

①組織 

＜賛助会員数の変化＞（平成 25年 4月 1日現在） 

 会員数はこの 10 年間、年 150 人前後の増減幅で推移しており、大きな変動ではありません。

とはいえ、平成 21・22年度は特に会員数が減少したため、会員組織の強化として平成 22年度か

ら「すぎなみ社協感謝のつどい」等の事業を開始し、会員数は、微増傾向にあります。 

 

 

＜事務局＞ 

 杉並区社会福祉協議会では実施計画（平成 23 年度～27 年度）の遂行にあたり、事務局内の係

を一つ新設（地域福祉推進担当係）し、下図のとおりとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

2,808  3,110  2,571  2,777  2,642  2,750  2,382  2,376  2,493  2,634  

6,165,500  

6,650,822  

5,597,500  

5,987,951  

5,665,700  

5,816,800  

5,332,300  

5,273,000  
5,743,000  

6,013,200  

0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000

会員数と会費 

会員数 

会費 

 

理事会 15 人 

（会長 1 人、副会長 3 人） 
名誉会長 

監事 2 人 

評議員会 31 人 

事務局長 

総務課 地域福祉課 

総務係 

認定調査係 

杉並区地域包括支援センターケア 24 南荻窪 

杉並区地域包括支援センターケア 24 梅里 

 
杉並区地域包括支援センターケア 24 永福 

 
あんしんサポート係 

杉並ボランティア･地域福祉推進センター 

地域福祉推進担当係 

ささえあい係 

賛助会員（個人会員・団体会員・施設会員・企業会員・地域団体会員） 

職員数：常勤職員 38 人 

    非常勤職員 23 人 

    パート職員 38 人 

    区派遣職員 1 人 

＜平成 26 年 1 月 1 日＞ 

＜図８＞ 

＜図７＞ 
（円） 
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＜職員数の変化＞（平成 25年 4月 1日現在） 

 平成 17年度から 6か所運営してきたデイサービスセンターの運営を順次やめ、平成 19年度に

は全センターの運営を終了、そのほか平成 18 年度にはさんあい公社から引き継いだヘルパース

テーションを閉鎖するなど、事業の再編に取り組み、職員数も大きく変動しました。 

 現在、常勤職員数は微減、要介護認定調査事業及び地域福祉権利擁護事業によりパートタイマ

ーを含む非常勤職員数が事業規模の拡大に伴い増加しています。 

 

 

                               

 

＜職員年齢分布＞（平成 25年 12月 1日現在） 

 常勤職員は平成２年度のデイサービスセンター受託開始以降、採用された職員が多く、平均年

齢は 42.2 歳、平均在職年数は 15.2 年となっています。 

 また、非常勤職員は新規事業の開始に伴い、随時採用をしてきました。平均年齢は 50.2 歳、平

均在職年数は 4.8 年です。 
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133 127 
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115 
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127 

0
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総職員数 

総職員数

(役員含む) 
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54 56 54 
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153 154 
143 
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80 
73 
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120

140

160

180

派遣職員数 
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非常勤職員数 

＜図９＞ 

＜図 10＞ 

（人） 
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＜表６＞ 常勤職員  

  
＜表７＞非常勤職員 

  
  男 女 計 

 
  男 女 計 

22～25   2 2  
 

25～30   1 1  

26～30 1 1 2  
 

31～35 1 1 2  

31～35 1 3 4  
 

36～40     0  

36～40 1 8 9  
 

41～45   2 2  

41～45 3 2 5  
 

46～50   4 4  

46～50 3 5 8  
 

51～55   5 5  

51～55 2 3 5  
 

56～60   5 5  

56～60 1 2 3  
 

61～65   2 2  

合 計 12       26 38  
 

合 計  1  20 21  

 

＜職員資格取得状況＞（平成 25年 4月 1日現在） 

 受託事業の中では委託元から従事する職員に資格を求められるものが増えてきています。 

※参考 ケア 24（社会福祉士、看護師（保健師）、主任介護支援専門員）、要介護認定調査事業  

（介護支援専門員）、訪問育児サポーター事業（保育士、教員資格等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②財源・収支状況 

  収入は平成 19年

度に高齢者デイサー

ビスセンターの運営

から撤退後、収入の

内訳が大きく変わり、

受託料収入が増えて

きています。 

 支出は管理費の占

める割合が増え、事

業費（受託事業費含

む）を超えています。 

人件費は事業再編に

伴い、平成 20年度が一番減少しました。現在は徐々に増加しています。 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000 総収入のうち 

その他収入 千

円 

総収入のうち 

受益者負担 千

円 

総収入のうち 

区からの受託

事業費 千円 

総収入のうち 

事業収入 千円 

総収入のうち 

補助金収入 千

円 

＜図 11＞ 

＜図 12＞ 
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③サービス利用者総数 

 杉並社協が実施する全事業の利用人数は、年々増加しています。地域福祉権利擁護・生活福祉

資金・ケア 24 等の相談、契約、サロンやつどい・講座・研修の参加者増が挙げられます。 

 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

総支出のうち 総管理費 千円 

総支出のうち 区からの受託事

業費 千円 

総支出のうち 事業費 千円 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

総人件費 千円 

年 度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

サービス利用者総数 98,531 人 106,491 人 109,834 人 108,657 人 

内 
 

訳 

相 談 数 22,372 人 28,906 人 33,081 人 32,671 人 

参加者数 10,429 人 9,658 人 11,419 人 13,187 人 

契約者数 383 人 929 人 938 人 899 人 

その他(活動、調査、貸出等) 65,347 人 66,998 人 64,396 人 61,900 人 

＜図 14＞ 

＜表８＞ 

＜図 13＞ 
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２ 「杉並区社会福祉協議会 実施計画（平成 23～27 年度）」の取り組み成果・課題から 

 

（１）基本目標と実施計画事業の中間評価 

 現実施計画（平成 23～27 年度）では、前実施計画（平成 21～23 年度）から継承した基

本目標「安心をみんなでささえあうまちに」の実現のため、３つの基本目標を掲げ、実施

計画事業を実施してきました。  

 

  Ⅰ  

 

 

 

 

 

〔主な事業 ： 広報事業、会員組織の強化、はじめての地域活動応援事業、 

共同募金・歳末たすけあい運動〕 

 

 広報事業、会員組織の強化では、地域福祉の推進役の機能を果たすために取り組んでい

る社協の事業を理解してもらうことに力を入れてきました。その結果、会員の増強や各種

事業への区民の参加が活発になってきました。しかしながら、区民からは「社協はわかり

にくい」「会員になる意味がわからない」といった意見もあるため、引き続き社協の役割や

機能・目的をわかりやすく伝えていく必要があります。  

 また、はじめての地域活動応援事業では、まだ活動をしたことがない方に対する入り口

の事業や情報の収集と発信・提供事業、活動の後押しをしてくれるボランティアコーディ

ネーター養成事業を行ってきました。平成 23 年度は東日本大震災が発災したため、ボラ

ンティア保険加入者数等で利用者数が突出しましたが、総じて緩やかに利用者数は伸びて

きています。引き続き、①少人数制によるきめ細やかな情報提供②交流会などの情報交換

の場③出前講座など対象ごとにニーズに合った事業展開を行う必要があります。  

 共同募金・歳末たすけあい運動では、高齢者や障害者をはじめ、住民相互のたすけあい

を基調とした活動を支援する財源となるよう、募金の周知・PR に取り組んできました。

しかし募金協力団体からは「使途がわかりにくい」との声があるため、引き続き、しくみ

や使途について、わかりやすく説明できるよう取り組んでいきます。  

 

  Ⅱ 

 

 

 

 

 

〔主な事業 ： 福祉のまち基盤強化、高齢者を支えるネットワークづくり、  

          高齢者総合相談・支援、ホームヘルプサービス、ファミリーサポート事業〕 

誰もが参加

できる地域

をつくる 

参加・理解 
１ 全ての人が地域活動に参加・参画できる場を提供するために 

２ 高齢者や障害者に理解あるまちをつくるために 

３ 主体的な参加を応援するために 

誰もがささえ

あ う地 域 を

つくる 

連携・絆 
１ 地域の活動を応援するために 

２ 地域とのつながりを形成するために 

３ お互いの顔が見えるまちをつくるために 

４ 孤立しない、させない地域をつくるために 

５ 災害時にも安心して暮らせるために 
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 福祉のまち基盤強化では、災害時・平常時を問わず、地域の共助力を高めるために事業

を展開してきました。短期車いす貸出事業の利用件数やきずなサロンの開設数が伸びてき

ています。また新たに地域福祉フォーラムをはじめ、区民参加で地域のつながりづくりに

ついて考えてきました。引き続き、お互いの顔が見える関係をめざし、災害ボランティア

センター運営リーダーをはじめ、住民のリーダー養成等に取り組みます。  

 高齢者を支えるネットワーク事業や高齢者総合相談・支援では、区民にケア 24 の存在

が浸透し、新たな事業が開始されたことや民生委員・児童委員、町会等地域の支援者等と

のネットワークが順調に広がっていることにより、相談件数は大幅に増加し、ケアプラン

作成数の増にもつながっています。引き続き、ネットワークの充実、地域住民の支え合い

や介護予防の強化に取り組んでいきます。  

 ホームヘルプサービスでは、協力会員は入れ替わりがあったもののサービス利用は全体

的には微増し、活動内容も外出支援等ニーズの変化に合わせて柔軟に対応してきました。

また、ファミリーサポートセンター事業では利用会員が協力会員の 2~3 倍の登録があり、

アンバランスな状態が続いています。利用の多くは保育施設からの迎えと帰宅後の預かり

で、協力会員は新規協力会員の加入促進を図るものの、退会者もいるため結果的に横ばい

となっています。いずれの事業も区民相互の助け合いが基本であり、また、地域貢献活動

として協力者を得るための啓発活動を行っていく必要があります。  

 

  Ⅲ 

 

 

 

 

 

〔主な事業  ： 地域福祉権利擁護事業、あんしん未来支援事業、介護認定調査事業、

生活福祉資金等貸付事業〕 

 

 地域福祉権利擁護事業では平成 11 年に事業開始以降、周知活動や相談対応の充実によ

り、契約件数が着実に増加しています。地域住民をはじめ民生委員やケア 24 等の関係機

関からの期待が高く、今後もさらに契約者数の増加が見込まれるため、職員体制の拡充等

を行う必要があります。また、独自事業であるあんしん未来支援事業は、平成 20 年の事

業開始以降、平成 24 年度末で契約者累計は 25 人となっています。身近で支援してくれる

親族のいない高齢者から利用希望の相談が多数寄せられており、事業開始 5 年を経過した

ことから、対象者や事業の在り方について検証を行い、事業の充実を図っていきます。  

 要介護認定調査事業では、公平中立な立場を活かし、新規認定調査を実施してきました。

年々、杉並区からの受託件数が増加しています。拠点の整備や調査員の増員を図り、平成

24 年度は 10,589 件の調査を行いました。事業の性格上、調査対象者から苦情をいただく

こともあり、引き続き調査員向けの内部研修等を充実させ、資質向上に努めていきます。 

 生活福祉資金貸付事業では低所得者や失業者等の生活再建に向けた新たなセーフティネ

ットの強化策の一つとして、継続的な相談支援とあわせて生活費及び一時的な資金の貸付

誰もが自分ら

しく暮らせる地

域をつくる 

自立・尊厳 
１ 尊厳をもって生きるために 

２ このまちに安心して住み続けるために 

３ 自立した生活をささえるために 

４ 高齢者や障害者を権利侵害から守るために 

５ 必要な福祉サービスを迅速に提供するために 
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を行う総合支援資金貸付が平成 21 年 10 月からスタートしましたが、年々、貸付は減少し

ています。今後、生活困窮者自立支援法の成立を受け、低所得者等への支援の強化につい

てどのように取り組むか、区（福祉事務所）と連携を図り、検討を進めていく必要があり

ます。 

 

（２）重点事項の中間評価 

①区民との協働と地区担当制の試み 

 地区民生委員児童委員協議会、地区町会連合会との連携強化を図るため、地区担当制を

取り入れ、同じ職員が２～３年継続して担当するようにしたところ、共同募金及び歳末た

すけあい運動への募金参加協力数や車いす貸出拠点への協力数が増えました。担当する職

員が信頼関係をつくり、意識的に事業を横断的に説明することで協力町会・自治会数の増

加につながっています。継続的に同じ顔が同じ地域を担当する体制を維持していく必要が

あります。 

 

②行政との連携・協働 

 杉並区は参加と協働による地域社会の実現に向けて、７つの地域区民センター協議会を

中心に取り組んできています。その中で中間支援機能の強化を目的として設置された中間

支援組織ネットワーク会議には地域区民センター協議会をはじめ、杉並 NPO 支援センタ

ー、杉並ボランティア・地域福祉推進センターが出席しています。そこで、長年培ってき

たボランティアコーディネーションを活かした研修の提案を行ってきた結果、各地域区民

センター協議会から徐々に依頼が増え、地域内協働の連携のための基盤ができつつありま

す。 

 ただし、杉並社協が地域づくりを進める地域の単位についての検討はできず、継続して

検討していくこととなりました。  

 

③調査・研究 

 地域社会の人間関係の希薄さを解消し、地域の人と人とのつながりを再生していく住民

相互のたすけあいのしくみをつくるためには、まず、より多くの住民がボランティア活動

に参加することが必要だと考え、平成 23 年度に杉並区に在住、在勤、在学しボランティ

ア活動に参加している 18 歳以上の男女（787 人／2,739 人）を対象にボランティア活動者

に関する意識調査を行いました。杉並区内のボランティア活動に対する意識・意向を見出

し、現状や課題を把握することができ、今後のボランティア活動・地域福祉活動の推進の

在り方を検討していくための基礎資料となるものです。さらに分析を進め、事業提案につ

なげていかなければなりません。  

 

（３）基盤整備の状況 

 個人情報保護への取り組みについては職員の意識向上を図るため、年 1 回以上の全職員

を対象とした研修を実施してきました。引き続き、適切な個人情報管理に努めるとともに、

本人にとって有益となるよう区をはじめ関係機関と個人情報の取り扱いについて検討を進

める必要があります。  
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 組織体制の強化では、組織を支える職員の専門性や資質の向上のための研修体系の充実

を掲げてきましたが、単発的な外部研修の活用に止まり、計画的な職員育成のための研修

体系については未着手のままです。今後、十分な検討のもと、職員育成のための研修体系

の確立が不可欠です。  

 

（４）実施計画外事業 

 実施計画外事業では、平成 22 年度末に援護資金貸付事業を廃止、平成 23 年度末には手

話通訳者派遣事業及び要約筆記者派遣事業の受託を終了しました。また、平成 24 年度に

は新たに杉並区訪問育児サポーター事業を受託しました。  
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「実施計画（平成 26～30年度）」の概要 
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１ 実施計画（平成 26～30 年度）体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたの力（チカラ）をつなげる共助のまちづくり 
基本 

目標 

目標の柱 Ⅰ 実施のための方向性 

目標の柱 Ⅱ 

目標の柱 Ⅲ 

基盤強化 

暮らしの課題を見つけ、ささえる  

力を引き出し、活かす 

出会い、つながるしくみをつくる 

地域福祉の推進役としての組織

基盤強化 

１ 孤立しがちな住民の相談を受け

止める。 

２ 地域に出向き、一つひとつの事

例から課題を見出し、共に考える 

１ ボランティア等地域の活動に関

心があっても踏み出せない層に働き

かける 

実施のための方向性 

２ 住民の潜在的な力を活かし、自

助力、共助力向上につなげる 

実施のための方向性 

１  地域の福祉課題の解決に向け

て、人・活動・場をつなげ、取り組

むしくみをつくる 

２ 地域の中の活動者や関係機関が

相互に密接な連携が図れるような機

会・場をつくる 

実施のための方向性 

１ 社協活動を積極的に周知し、わ

かりやすい社協をつくる 

２ 新たな福祉課題に取り組むため

の基金、及び住民・事業者の提供に

よる拠点の有効活用等を図る。 

３ 地域福祉の推進のために、企画

立案・調整能力など職員の専門性を

高める 

４ 地域福祉を取り巻く社会情勢の

変化に柔軟に対応できる組織をめざ

す 

アウトリーチ 

エンパワメント 

ネットワーク 

プラットフォーム 
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推進プラン 

具体的な事業 

１ 「社協の相談」  

連携事業 

１ 福祉なんでも相談（新規・重点） きずなサロン・車椅子貸出事業

生活 福 祉 資 金 ・ 高 齢者 総 合 相談     

ボランティアセンターニーズ相談  
２ 各事業の出前利用相談（拡充） 

推進プラン 

具体的な事業 

１ 地域デビュー応援プラ  

  ン  

連携事業 

１ はじめてのボランティア説明

会の開催（拡充）  

ホームヘルプサービス 

ファミリーサポート協力会員

ケア 24、あんしん協 力員 

きずなサロン  

２ ボランティア・地域活動 見本

市の開催（新規・重点）  

具体的な事業 

１ きずなサロン支援事業（拡充） 

２ すぎなみ地域福祉フォーラム

の開催（拡充）  

２ 地域力向上プラン  

推進プラン 具体的な事業 

１ テーマ型ネットワーク  １ 災害ボランティアネットワー

ク（新規・重点）  

２ 地域支援ネットワーク（新規・重点） 

連携事業 

共同募金  

歳末たすけあい運

動  

連携事業 

災害ＶＣ運営リー

ダー養成講座  

ケア２４ 

推進プラン 

具体的な事業 

１ 知ってわかって社協プ  

ラン  

１ プレゼンテーションツールの

開発（新規）  

１ 新たな事業資金の確保（拡充） 

連携事業 

広報事業  

自動販売機設置事

業  

交通遺児援護事業  

法人運営事業  

 
２ 事業活性化プラン  

３ 地域福祉の推進をささ  

える職員の育成  

具体的な事業 

１ 新たな研修体系の策定と運用  

具体的な事業 

２ 主体的キャリアアップの奨励

（新規）  
４ 地域課題に迅速に対応  

する組織形成  

１ 既存事業の整理と新規事業の

創造（充実）  

具体的な事業 

２ 社会情勢や法改正に対応でき

る組織体制（充実）  

２ 空き家・空き店舗活用（新規） 

 

地域福祉権利擁護事業  

あんしん未来支援事業  

ホームヘルプサービス  
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２ 基本目標と目標の柱、実施のための方向性 

『あなたの力（チカラ）をつなげる共助のまちづくり』 

 

杉並社協は、実施計画（平成 26～30 年度）の基本目標を「あなたの力（チカラ）をつなげる

共助のまちづくり」としました。 

「あなた」は地域で暮らしているすべての人を対象としています。一人ひとりの生きる力に寄

り添い、地域の支えあいにつなげていくことで、これまで以上にきずなを深めた「共助」のまち

づくりをめざします。 

杉並社協は、これまで法人設立から 61年間、地域福祉活動の推進を担い、さらには昭和 60年

（1985年）から 29年間、住民のボランティア活動の活性化・推進に努め地域づくりを行ってき

ました。また、地域福祉権利擁護事業等生活課題をサポートする個別支援の事業を住民と共に取

り組んできました。これらの事業で培った住民や区内関係団体・関係機関等とのつながりを最大

限に活かし、連携して課題の解決に当たっていきます。 

 

 

目標の柱 Ⅰ 暮らしの課題を見つけ、ささえる 

  地域で暮らす区民の様々な福祉課題に、積極的に向き合います。困っていると言えない、 

 あるいは周囲から見ると困った状態だが、自分は困っていると認識していない人も、地域 

の一員として共に生活を営むことができるよう、地域の関係者とも連携し、支援します。  

  解決に向けては、共助の力を発揮して、既存の制度・しくみ・住民活動等を活かすと同時に、

社協の事業の充実や柔軟な対応、狭間の課題への新たな取り組み等を検討し、実施します。 

  

実施のための方向性 

１ 孤立しがちな住民の相談を受け止める 

  孤立化・引きこもり・生活困窮等、助けてと言えない、自ら解決の方向に進めない、どこに 

相談すればよいのかわからない等の住民の個別相談を受け止めます。また、周囲の気になる人 

についての相談も受け付けます。受け止めた相談は、既存の制度・しくみや、活動と連携し、 

解決に結びつけます。 

  また、社協の事業の利用について、地域の拠点での出張相談や住民からの要請による出前相 

談等を実施することによって、積極的な事業周知を図るとともに、身近な場でのわかりやすい 

利用相談に努めます。 

制度やしくみの狭間の課題については、相談者に引き続き関わり、支援を継続します。 

 

２ 地域に出向き、一つひとつの事例から課題を見出し、共に考える 

  何らかの関わりが必要な狭間の課題やニーズについて、困りごとの軽減や解決の方策を民生

児童委員や地域住民、関係機関と協議します。また必要に応じ、ボランティアセンター登録団

体や NPO 等の地域の活動者とも連携し、既存の制度・しくみの狭間にある福祉課題に取り組

んでいきます。 

  蓄積した事例から見えてきた地域の課題は、目標の柱Ⅱの推進プラン「地域力向上プラン」 

で地域住民と共有し、共に考える場と機会を設定します。 
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目標の柱 Ⅱ 力を引き出し活かす 

  地域の福祉課題を解決する糸口は、住民の共助力にあります。地域住民の潜在的な力に働き 

かける企画の実施や、社協事業のあらゆる場面での住民との交流の中から、地域の力の発見、 

発掘に努めます。特に 65 歳を迎える団塊の世代や若者・単身者などが、自らの力に気づき、

地域に目を向けるように働きかけを工夫します。 

   

実施のための方向性 

１ ボランティア等地域の活動に関心があっても踏み出せない層に働きかける 

  自分の住むまちで何かしたい、地域の仲間とつながりたいと思いながらも一歩を踏み出せな 

いでいる人に向けて、ボランティア活動についての説明会や様々な地域活動の周知・紹介プロ

グラムを実施し、参加してみたいという思いを実現につなげます。 

 

２ 住民の潜在的な力を活かし、自助力、共助力向上につなげる 

         地域で気軽に交流でき、地域の絆づくりの場としての「きずなサロン」事業をより一層推進

し、身近な地域でのつながりの機会の充実を図ります。高齢者や障害者、乳幼児のいる世帯等

の閉じこもりを防止すると同時に、きずなサロンの活動が地域力向上へとつながるよう支援し

ます。 

また、地域の福祉課題を住民と共有し、課題の解決に向けて共に考えていく機会として、 

すぎなみ地域福祉フォーラムの新たな展開に取り組みます。 

 

 

目標の柱 Ⅲ 出会い、つながるしくみをつくる 

  地域の活動者や活動の情報が交流・交換（共有）できる機会・場づくりを支援し、地域の専

門機関や事業者の参加を促し、相互に密接な連携が図れるよう取組みます。 

  

実施のための方向性 

１ 地域の福祉課題の解決に向けて、人・活動・場をつなげ、取り組むしくみをつくる 

          地域住民・地縁団体・ＮＰＯ・地域の企業・施設等が、地域課題を把握・共有し、ともに検

討し、解決にむかうことができるよう、協働で取り組む仕組みをつくります。  

ここではテーマ型ネットワークとして、災害ボランティアネットワークの構築と併せて災害

ボランティアを支える仕組みづくりに取り組みます。 

 

２ 地域の中の活動者や関係機関等が相互に密接な連携が図れるような機会・場をつくる 

  高齢者、若者、子育て世帯等が集い、顔の見える関係ができるような機会・場の創出に取り

組みます。また、地域の中の活動者や専門機関・関係機関等がネットワークできるよう支援し

ます。 

ここではテーマ型ネットワークとして地域支援ネットワークの構築に取り組みます。 
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地域福祉の推進役としての組織基盤の強化    

 

実施のための方向性 

１ 社協活動を積極的に周知し、わかりやすい社協をめざす 

       社協の存在を知り理解を得られるように「知ってわかって社協プラン」として、新たなプ

レゼンテーションツールの開発に取り組み、ホームページ、社協の各種講習会、区内のイベン

ト等で活用し、社協の周知を図ります。 

 

２ 新たな福祉課題に取り組むための基金、及び住民・事業者の提供による拠点の有効活用等を図る 

  事業活性化プランとして、一つは、資金提供者の発掘です。企業や団体への寄附の呼びかけ

や賛助会員の増を図り、新規事業等の財源に結び付けます。次に、空き家や空き店舗の活用で

す。会員、支援員、きずなサロン等社協の協力者から情報を集め、地域福祉活動に活かすよう

努めます。 

 

３ 地域福祉の推進のために、企画立案・調整能力など職員の専門性を高める 

  地域において様々な事例に対応できる相談力、コミュニティワーク力や企画立案力・調整能

力等を向上させるための新たな研修体系を策定します。 

また、職員の主体的キャリアアップを奨励し、めざすべき杉並社協職員像を確立し、職員全

員がそれを目指します。 

 

４ 地域福祉を取り巻く社会情勢の変化に柔軟に対応できる組織をめざす 

  社会情勢や今後の法改正等を注視し、杉並社協として柔軟に対応できる組織体制を構築しま

す。 

  また、実施計画に基づき、新規事業や事業の拡充を進めるためには、既存事業の廃止・縮小

の検討も同時に進めていきます。 
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３ 実施計画（平成 26～30年度） 重点事業 

 

 実施計画の策定に向けて、社協の事業協力者を対象に実施したアンケート（P.51資料参照）に

おいて、「困っていること、心配なこと」として、孤立化、地域社会とのつながりの希薄化、自助

力・共助力の脆弱化による被災時の不安、地域活動への無関心等の回答が寄せられました。また、

地域とつながる方法がわからない等、地域への第一歩が踏み出せない人の存在も見えてきました。

さらに、社協の活動が見えない、わかりにくい等のご意見も多く寄せられています。 

杉並社協は、これまで以上に地域へ出向き、地域の声なき声を受け止め、地域住民とともに社

会的孤立に取り組んでいくこと、そして、災害時にも活かせる地域の共助力の向上を重点課題と

し、次の４つの事業をこの５年間の重点事業と位置付けます（P.21体系順に記載）。 

 

(１) 福祉なんでも相談 

 社会的孤立は地域における現代の社会問題の一つです。制度やしくみがわからない、困ってい

ることを伝えることが難しい、地域に気になる住民がいる等、地域の個別課題は多種多様です。

このような福祉課題に対し、地域に出向き、積極的に働きかけていくことで、孤立しがちな住民

やどこに相談したらよいのかわからない住民の、地域で暮らし続ける力を支えます。 

 事業の実施にあたっては、身近で気軽に相談できる場や機会、方法を整え、民生委員・児童委

員、町会の方々を中心に地域住民に広く周知してまいります。既存の制度やしくみにつながる相

談は適切に関係機関等と連携し、狭間の困りごとについては、社協が受け止め支援します。 

 また、社協事業についての利用相談も、住民の要請等に応じ地域に出向いて行います。関

係機関との協働・連携による各地域での事業説明も積極的に展開し、社協事業の周知にとど

まらず、住民の課題解決の糸口となるよう努めます。 

既存のしくみでは解決できない課題については、民生委員・児童委員や町会等地域の関係

者や関係機関と共に事例検討を行い、困りごとの軽減、解決に向けての方向性を検討します。

寄せられた相談を蓄積し分析を加え、地域の共通課題については住民と共有し、ともに考え

る機会をつくります。 

 

（２） ボランティア・地域活動 見本市の開催 

ボランティア・地域活動に関心がありながら、具体的な活動に結びつかない方々や若者が興味・

関心をもてるように「はじめてのボランティア説明会」をこれまでの説明や情報提供だけではな

く、活動先の見学会や体験学習などのプログラムを創意工夫して、内容の充実を図ります。 

 また、センター登録団体、区内ＮＰＯ法人などボランティアのリクルートを必要としている団

体・機関がＰＲブースを設置し、ボランティア・地域活動を希望している個人に情報提供し、確

実に活動につながることができる場面を設定することを目的に「ボランティア・地域活動 見本

市」を開催します。 

地域で活動する団体の活動内容を直接知り、出会い、接点となる見本市は、参加者一人ひとり

が確実に活動につながるように働きかけていく場です。また、この機会を通じて、参加団体同士

の情報交換や交流を促進し、新たな取り組みを起こすきっかけとなることも期待しています。 
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（３）災害ボランティアネットワーク 

東日本大震災の発生、近い将来の首都直下型地震の発生も懸念されるなど、災害への対応・備

えは急務となっています。 

杉並社協は、杉並区との協定に基づき、災害ボランティア活動支援について「災害ボランティ

アセンター」を設置し、運営することとなっています。災害ボランティアセンターは、災害発生

時に駆けつける多くのボランティア希望者を被災者支援のため、有効に機能するコーディネート

活動を行うことが求められ、より実効性のある災害ボランティアセンターの運営をめざす必要が

あります。しかし、杉並社協のみでは理想とする支援活動（コーディネート活動）をはじめ、災

害ボランティアセンター全般の運営を行うことはできません。 

このようなことから、東日本大震災の経験や先進地域の例に習い、杉並社協が主体となり、NPO 

等各種団体の協力のもと協働型の災害ボランティアセンターを設置・運営するためのゆるやかな

ネットワーク組織『（仮称）すぎなみ災害時ボランティアネットワーク』を構築します。 

この『（仮称）すぎなみ災害時ボランティアネットワーク』は、平常時より区内関係団体等に協

力を求めて、互いの役割等の確認をはじめ、災害発生時にスムーズな被災者の支援活動ができる

協働型の災害ボランティアセンターの設置・運営体制づくりのため、定期的な情報交換や協議、

研修、訓練、情報発信などに取り組みます。 

 

（４）地域支援ネットワーク 

急速に少子高齢化が進行している現在、地域の高齢者のゆるやかな見守りや孤立防止、また東

日本大震災以降、災害発生時に声をかけあい、助けあえるような地域のつながりが再認識されて

います。 

こうしたことから、杉並社協では、現在の地域ネットワークを発展させ、より強い地域ネット

ワークづくりに取り組むこととしました。そこで、モデル事業検討のため、小地域（ケア 24永福

地域）で実施した地域懇談会のヒアリング・地域ニーズ・地域特性を分析した結果、20～40代の

居住者が多いが、地域の活動でのつながりが少ない、世代間交流が不足している等の課題が挙げ

られました。 

杉並社協は永福地域で、小地域で多世代がつながる新たなネットワークを構築するため社協が

持っているネットワーク資源を活用しつつ、地域包括支援センター ケア 24が持つネットワーク

も活用し、相乗効果を生み出し、モデル事業「地域支援ネットワーク」に取り組むこととしまし

た。“お互いさまの精神”で、日頃のあいさつに始まる、顔がつながる地域づくりを目指し、地域

の若者から協力者を募り、多世代の交流促進の企画を展開していきます。 

さらに順次、その地域ニーズ・地域特性を探るとともに、その他のケア 24地域にも積極的に働

きかけを行い、区内の地域支援ネットワークの構築を推進していきます。 



 

 

 

 

 

 

 

第Ⅲ章 

実施計画事業 
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４　指標

５　計画事業と5年間の実施目標

新規相談件数
月10件

新規相談件数
月15件

新規相談件数
月20件

新規相談件数
月35件

新規相談件数
月50件

100,000予算 100,000 100,000

指標名

相談窓口開設日数

平成26年度

活動指標 ―

検討・実施
中間の
見直し

地域の関
係者を交
えた事例
検討会の

開催

自主財源

100,000 100,000

財源 自主財源 自主財源 自主財源 自主財源

検討･実施
(開催は随時）

目標の柱

実施のための方向性

平成30年度

平成24年度 平成30年度

相談対
応・支援

２　現状と課題
　杉並社協では、従来から電話や窓口、事業の実施時等において社会福祉に関するあらゆる相談を受け
ています。しかし、そのことを広く住民の方々に周知したり、すべての住民の声なき声に積極的に向き合う
までには至っていませんでした。
　また、社会福祉の各制度やしくみが変革する一方で、それらのしくみでは解決できない狭間の課題を抱
えて、孤立化する住民や自ら支援を求められない住民等、新たな課題も生まれています。さらに、平成27
年度に施行される生活困窮者自立支援法の事業における社協の役割についても積極的に検討します。

 Ⅰ 暮らしの課題を見つけ、ささえる
 1　孤立しがちな住民の相談を受けとめる
 2　地域に出向き一つひとつの事例から課題を見出し、共に考える
 1 『社協の相談』

600　件

平成28年度 平成29年度

―

生活支援課担当課 1　福祉なんでも相談　（　新規・重点　）

成果指標 新規相談件数

平成27年度

推進プラン

取組項目

240　日

３　取り組みの方向性
　社会福祉に関するあらゆる課題や困りごとに対応する総合相談機能を果たすために「福祉なんでも相
談」を実施します。電話や来所の他、出張窓口や訪問等相談方法について早期に検討し、事業について
積極的に周知します。
　相談支援にあたっては、適切な制度や既存の地域の活動等につなげるとともに、制度の狭間の課題に
は、まず社協で対応し、困りごとの解決や軽減に向けて寄り添い支援します。また、自ら支援を求められな
い人へのアウトリーチ（社協からの積極的な働きかけ）を試みていきます。
　継続的な関わりが必要な場合は、地域の関係者を交えた事例検討会を設置し、当面の支援のあり方や
その後の方向性について検討します。さらに狭間のニーズを蓄積し、新たな地域福祉課題として目標Ⅱの
地域力向上プランにつなげ、地域住民との共有を図るとともに、ともに考える場と機会を設定します。

事業名

１　事業の対象・概要
　地域で暮らしていく上での様々な課題や困りごと、あるいは近所の気になる人について、どこに相談した
らよいのかわからない住民や、社会福祉の制度やしくみがわからない住民が、気軽に相談しやすい仕組
みをつくります。
　地域の中のいろいろな場や機会を活用したり、住民の方々の要請に応じての出張や専用の電話等多様
な方法で相談に対応し、ナビゲート役を担います。制度やしくみの狭間の課題については、杉並社協で受
け止め、支援します。
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４　指標

※平成24年度数値はあんしんサポート係での実績

５　計画事業と5年間の実施目標

目標値(各係合計) 目標値(各係合計) 目標値(各係合計) 目標値(各係合計) 目標値(各係合計)
12回 15回 18回 21回 24回
240人 300人 360人 420人 480人

推進プラン

Ⅰ　暮らしの課題を見つけ、ささえる
 1 孤立しがちな住民の相談を受け止める
 2  地域に出向き、一つひとつの事例から課題を見出し、共に考える
 1 『社協の相談』

目標の柱

実施のための方向性

平成30年度

平成24年度 平成30年度

5 回 24 回

92 人 480 人

回数

参加者数

平成27年度 平成28年度 平成29年度

財源 各事業予算で分担 各事業予算で分担 各事業予算で分担 各事業予算で分担 各事業予算で分担

担当課

出前説
明・相談
会の実
施

２　現状と課題
　実施計画を策定するにあたり実施した区民アンケートでは、対象者が社協事業協力者であったにもかか
わらず、社協が実施している各事業の認知度が低いことがわかりました。社協の事業について住民や関係
機関により広く周知することが課題です。
　【アンケート】　　全回答者数　143　のうち、社協の各事業を知らない人の数
　　　　①はじめてのボランティア説明会　  42　（29％）
　　　  ②ホームヘルプサービス            　19　（13％）
        ③地域福祉権利擁護事業          　51　（35％）

平成26年度

予算

 2 社協事業の出前利用相談　（　拡充　）

活動指標

３　取り組みの方向性
　社協が行う事業を地域に出向いて広めることで、孤立しがちな住民、制度やしくみがわからない住民、ど
こに相談したらよいかわからない住民等にとって、社協の事業を知り、事業を活用(利用）してもらうことで問
題解決の糸口となることをめざします。
　単に社協事業の周知にとどまらず、関係機関と連携・協働することで、住民の課題解決の選択肢を広げ
る一翼を担います。

事業名

１　事業の対象・概要
　社協の各事業について、必ずしも住民にその制度やしくみが十分に理解されていません。そこで、これま
で個々の事業で実施してきた出張型事業説明の取組みを強化し、事業の理解を深めてもらうことを目的
に、各事業係が連携してその事業・活動を案内し、住民の要請に応じて積極的に出前利用相談を行いま
す。
　また、関係機関と連携あるいは協働し、地域に出向いて事業の説明や利用に関する相談に対応します。

取組項目

成果指標

指標名

生活支援課
地域支援課
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4　指標

5　計画事業と5年間の実施目標

年12回開催
（毎月１回開催）

見直し、情報蓄積
体験プログラム開拓

財源 区補助金 区補助金 区補助金 区補助金 区補助金

実施

・教育委員会等との協
力によるボランティア
活動への呼びかけ（6
大学協議会）

予算 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

他との連
携事業

・大学ボラセン等と協
働し、若者が参加でき
るプログラムの創出

・ボランティア・地域活
動見本市への誘導

実施 実施 検証・見直し

はじめて
の
ボラン
ティア説
明会

プレゼンシートの
実施 実施 検証・見直し 実施

成果指標 活動者数 ー 300 人

取組項目 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

3　取り組みの方向性
　　 　従来の「はじめてのボランティア説明会」を継承し、内容の充実を図ります。
　　　その一方で、大学生を中心とした若い世代をターゲットと した特別プログラムによる説明会を企画
　　実施します。具体的には教育委員会の協力を得て、区内6大学との連携協働推進協議会での呼び
　　かけ、大学ボランティアセンターやＮＰＯ・企業等と協働して、若い世代が関心をもち、参加できる
　　プログラムを創出していきます。
　　　 また、ボランティア・地域活動　見本市に誘導し、確実にボランティア・地域活動にかかわれるよう
　　につなげていきます。

指標名 平成24年度 平成30年度

活動指標 年間参加者数 ー 300 人

事業名  1 はじめてのボランティア説明会の開催　 (　拡充　） 担当課 地域支援課

1　事業の対象・概要
　　　ボランティア・地域活動に関心がありながら、具体的な活動に結びつかない方々や若者が興味・
　　関心をもてるように、これまでの説明や情報提供だけではなく、活動先の見学会や体験学習など
　　のプログラムを創意工夫して、内容の充実を図ります。そのことにより参加者一人ひとりが確実に
　　活動につながるような働きかけを強化していきます。

2　現状と課題
　　　毎月１回、午前・午後・夜間の３回の時間帯＜各回の定員７名、合計２１名＞の規模で開催してき
　　ました。時期によって、午前・午後は定員となりますが、夜間は少人数で推移してきました。
　　　また、参加者全員が説明会終了後に、具体的なボランティア活動等に結びつくわけではなく、約
　　1／3の方は行動を起こせないまま終わってしまいます。参加者の年代層も６０代後半以降の方が
　　多く、若い世代の参加が圧倒的に少ないのが現状です。

目標の柱  Ⅱ 力を引出し、活かす
実施のための方向性  1 ボランティア等　地域の活動に関心があっても踏み出せない層に働きかける
推進プラン  1 地域デビュー応援プラン

中間の見直し 
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4　指標

5　計画事業と5年間の実施目標

年に1回開催
（11月末日を予定）

実績をふまえて
共催先の検討 （必要に応じて共催先

の見直し・検討）
（必要に応じて共催先

の見直し・検討）
（必要に応じて共催先

の見直し・検討）

事業名

1　事業の対象・概要
　　センター登録団体、区内ＮＰＯ法人などボランティアのリクルートを必要としている団体・機関がＰＲ
  ブースを設置し、ボランティア・地域活動を希望している個人に情報提供し、確実に活動につながる
　ことができる場面を設定します。また、この機会を通じて、参加団体同士の情報交換や交流を促進し、
　新たな取り組みを起こすきっかけとしていきます。

取組項目

成果指標

指標名

地域支援課

参加来場者数

平成27年度 平成28年度

自主財源

他機関と
の共催

2　現状と課題
　　　【ボランティア団体・ＮＰＯ間の関係構築】
　　　センターの運営にセンター登録団体の仕組みが有効に活かされていません。登録団体にとっては
　　センターは機材貸出を目的とした関係性が中心であり、個人のボランティア活動希望者の受け皿とな
　　るような関係性は非常に弱くなっています。また、ボランティア交流会は開催していますが、団体間の
　　情報交換や交流の場面の創出など、センターを含めた双方向のニーズに合致するような関係構築の
　　取り組みは十分にできていませんでした。

平成26年度

700,000予算 100,000

活動指標

3　取り組みの方向性
　　センター運営委員会を核に、センター登録団体へ呼びかけを行い（あるいはセンターから選定して）
　ボランティア・地域活動見本市の企画立案の準備を進め、徐々に区内中間支援組織との協働開催も
　視野に入れながら、団体紹介・ＰＲできる団体の活動領域を増やしていきます。ボランティア交流会の
　要素は見本市に内包し、参加団体同士の情報交換や交流を促進するプログラムを盛り込みます。
　　当面は、協働推進課、ＮＰＯ支援センターや社会教育センター等との協働により、開催していくこと
　とします。また、実績を重ねていく中で、区内大学等との共催開催も検討 していきます。

700,000

実施 実施

700,000 700,000

実施実施

ボラン
ティア・地
域活動
見本市の
開催

財源 自主財源 自主財源 自主財源 自主財源

平成30年度

平成24年度 平成30年度

― 200 団体

―

平成29年度

推進プラン

 Ⅱ 力を引出し、活かす
 1 ボランティア等　地域の活動に関心があっても踏み出せない層に働きかける
 1 地域デビュー応援プラン

1000 人

担当課 2 ボランティア・地域活動見本市の開催　（　新規・重点　）

目標の柱
実施のための方向性

参加団体数

他機関との協働 他機関との協働 ・実施方法の見直し

共催開催 共催開催 共催開催

中間の見直し 
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4　指標

5　計画事業と5年間の実施目標

財源 歳末配分金 歳末配分金 歳末配分金 歳末配分金 歳末配分金

実施

予算 2,753,000 3,241,000 3,729,000 4,217,000 4,705,000

（年1回） 中間の見直し

連絡会

検討・実施 実施 中間の見直し 実施

実施

交流会 交流会の開催

情報発信 情報発信の充実

検討・実施 実施 中間の見直し 実施

空白地域への開設
支援

調査・実施 実施 中間の見直し 調査・実施 実施

（4ヵ所）
(累計：32カ所） (累計：36カ所） (累計：40カ所） (累計：44カ所） (累計：48カ所）

開設支援
開設支援

（4ヵ所） （4ヵ所） （4ヵ所） （4ヵ所）

取組項目 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

活動指標 サロン数 20ヶ所 48ヶ所

成果指標 参加利用総数 7,514人 18,000人

指標名 平成24年度 平成30年度

2　現状と課題
　　　ここ数年、きずなサロン数は増加傾向にあり28カ所となっています。

　　　しかし、昨年実施した「すぎなみ地域福祉フォーラム2013」のアンケート項目の中で、下記の内容
　　を問いかけたところ、きずなサロンを「知っている」と回答したのは半数でした。また、参加したことが
　　ない方も多く認知度及び参加率も高くはありませんでした。（回収数52）

【アンケート】　　Q  きずなサロンを知っていますか？

　・知っていて、参加したことがある（13名）　　　　　　　　　　・知らない（17名）

　・知っているが、参加したことはない（21名）　 　　　　　　  ・無回答（1名）

　　　一方、サロン運営の課題としては、運営者の高齢化、参加メンバーが固定化している傾向にある
　　など、地域の偏在もあり、サロン同士の交流の取り組みも十分にできていないのが現状です。

事業名  1 きずなサロン支援事業　（　拡充　） 担当課 地域支援課

1　事業の対象・概要
　　　地域とつながるきっかけづくり、閉じこもり防止などを目的に、高齢者や障害者、子育て世代などが、
　　地域で気軽に交流できる場としての「きずなサロン」の活動を広げるため、立ち上げ及び運営支援を
　　行っています。

3　取り組みの方向性
　　　きずなサロンが、地域とつながるきっかけづくり、高齢者のゆるやかな見守り、閉じこもり防止などを
　　生み出せるように、情報発信や声かけなどを積極的に行い、参加を呼びかけます。
　　　また、遍在するきずなサロンを例えば地域包括支援センター（ケア２４）の地域割に当てはめ、空白
　　地となる地域での開設支援にため、ニーズ調査を行い、開設に取り組みます。
 　　サロン間の情報交換や交流促進、運営者や運営メンバーへの研修会を行い、魅力あるサロン運営
　　で、質を高める取り組みや福祉課題に対応するため､関係機関と連携を図っていきます。

目標の柱  Ⅱ 力を引き出し、活かす
実施のための方向性  2　住民の潜在的な力を活かし、自助力、共助力向上につなげる
推進プラン  2　地域力向上プラン

研修会 研修会の開催
（年1回）

関係機関と連絡
会の開催

中間の見直し
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4　指標

5　計画事業と5年間の実施目標

（年1回） （年1回）

実施方法
の工夫等 地域力・共助力を向上

できるような仕組みを
検討

（年1回）

地域福祉
フォーラ
ムの開催

（企画・実施）

（※）24年度はイベント型のため多数の参加者があった

実施方法の工夫

平成30年度

（企画・実施） （企画・実施） （企画・実施）

（年1回） （年1回）

目標の柱  Ⅱ力を引き出し、活かす
実施のための方向性  2　住民の潜在的な力を活かし、自助力、共助力向上につなげる

 2　地域力向上プラン

事業名  2 すぎなみ地域福祉フォーラムの開催　（　拡充　） 担当課 地域支援課

1　事業の対象・概要
　　　地域の福祉課題を解決する方策のひとつとして、期待される「住民主体の地域のささえあい（住民
　　同士による共助活動）」について、様々なテーマ（切り口）をもって、より住みやすい地域の実現に向け
　　て、多種多様な住民たちと、課題を共有し、共に考えるきっかけをつくります。

推進プラン

2　現状と課題
　　　これまで住民と社協職員による実行委員会を組織し実施してきましたが、今年は社協職員のみの
　　実行委員会で実施しました。
　　　回を重ねるうちに、本来の目的から逸脱傾向（参加者を呼び込む、まつり的な要素を加えるなど）も
　　あり、今年は本来の目的に戻り開催。職員間の議論、地域の課題を絞り込み、住民と職員とが課題を
　　共有、解決への道すじをともに考える場づくりにめざしました。
　　　また、実施のみで終わらず、参加者の意見等を活かし、地域の課題解決として、社協の各事業に
　　反映する仕組み等の工夫も必要です。

3　取り組みの方向性
　　　地域力向上を目的に、社協の各事業、また新規事業として取り組む「福祉なんでも相談」等で見え
　　てきた暮らしの課題や地域の福祉課題を発信し、解決への糸口を住民とともに考える場として開催し
　　ます。
　　　フォーラムの開催を契機に、個がもつ力、地域がもつ力を引き出し、強め、新たな活動展開を生み
　　出し、共助力向上につなげていきます。
　　　また、参加者からあがった声や意見等を社協がしっかりと受け止め、今後の地域福祉推進活動に
　　つなげていくための取り組みを検討していきます。

指標名 平成24年度 平成30年度

活動指標 参加者数 850 人　（※） 150 人

成果指標 満足と回答した参加者の割合 77% 90%

（企画・実施）

取組項目 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

地域福祉フォーラム
の開催

財源 歳末配分金 歳末配分金

予算 1,358,000 1,358,000

中間の見直し

前年度の実施方法
を検証し、必要に応
じて見直しをする

前年度の実施方法
を検証し、必要に応
じて見直しをする

歳末配分金 歳末配分金 歳末配分金

1,358,000 1,358,000 1,358,000
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4　指標

5　計画事業と5年間の実施目標

・コンセプトづくり

 ・ネットワーク組織

・構成団体の選定 　　の立ち上げ

・準備会の開催 ・タスクの共有 ・学習会

・学習会 ・訓練の実施方法

・訓練の企画立案 ・災害VCのPR用

  ホームページ立上げ

 

災害VC運営訓練
プレ実施


財源 自主財源 補助金　申請 補助金　申請 補助金　申請 補助金　申請

（参加者100名） （参加者200名） （参加者300名） （参加者500名）

予算 50,000 300,000 1,000,000 350,000 350,000

ネット
ワーク
組織の
運営

ネットワーク組織
の運営

ネットワーク組織のあ
り方を検証、見直し

ネットワーク組織
の運営

協働型
災害VC
運営訓
練の実
施

―

1か所 2か所 3か所 5か所

成果指標 立ち上げ訓練の参加人数 ― 300人

取組項目 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

3　取り組みの方向性
　　　災害ＶＣを運営する杉並社協が主体となり、平常時より区内関係団体等に協力を求めて、「協働型
　　の災害ＶＣ」の設置・運営体制づくりのためのネットワーク組織を構築していきます。
　  　計画の初年度は、杉並区（保健福祉部管理課、危機管理室防災課など）とコンセプトづくりを行い、
　　めざすべき協働型の災害ＶＣのイメージづくりと同時にネットワーク組織の構成団体を選定や立ち上
　　げに向けた協議を行います。
　　　２年目には、「（仮称）すぎなみ災害時ボランティアネットワーク」を立ち上げるとともに、災害ＶＣの運
　　営にかかわるための情報交換、協議、研修、立ち上げ運営訓練などを実施していきます。
 
 


指標名 平成24年度 平成30年度

活動指標 ネットワーク組織の活動回数 ― 12回

事業名  1 災害ボランティアネットワーク   （　新規・重点　） 担当課 地域支援課

1　事業の対象・概要
　　　災害発生時におけるスムーズな被災地支援活動をめざして、関係機関との役割を確認して、ゆる
 　やかなネットワーク組織を構築することを目的とします。
　　　ネットワーク組織への構成団体（候補）は、杉並区（保健福祉部管理課、危機管理室防災課）、青
　 年会議所、交流協会、災害支援をミッションの一部に掲げている区内NGO及びNPO、企業、地域組
   織団体などを想定しています。

2　現状と課題
　　　災害ボランティア活動の支援は、杉並区と協定に基づき、杉並社協が主体となり、NPO等各種団体
　　の協力のもと災害ボランティアセンター（以下、災害ＶＣ）を設置し、コーディネート活動を行 うことに
　　なっています。
　　　一方、杉並区は災害ＶＣ運営に必要なソフト・ハード面の支援を行うこととなっています。しかし、実
　　際の運用においては杉並社協のみで支援活動（コーディネート活動）を行うことはできず、東日本大
　　震災の経験からＮＰＯや各種団体との協働や、人材育成として災害ＶＣ運営リーダー養成などが急務
　　です。また、拠点となる本部機能を担うための施設についても早急に検討が必要となっています。

目標の柱  Ⅲ 出会い、つながるしくみをつくる
実施のための方向性  1 ネットワーク、プラットフォーム
推進プラン  1 テーマ型ネットワーク
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4　指標

5　計画事業と5年間の実施目標

実施 検証

選定・準備

その他の地域 実施

実施

（隔月開催） （隔月） （隔月）（隔月） （隔月）

目標の柱  Ⅲ 出会い、つながるしくみをつくる
実施のための方向性  2　地域の中の活動者や関係機関等が相互に密接な連携が図れるような機会・場をつくる
推進プラン  1　テーマ型ネットワーク

事業名  2 地域支援ネットワーク   　（　新規・重点　） 担当課 地域支援課

2　現状と課題
　　  急速に少子高齢化が進行している現在、地域の高齢者のゆるやかな見守りや孤立防止、また東日
   本大震災以降、災害発生時に声かけあい、助けあえるような地域のつながりが再認識されています。
　 　そのため新たな地縁づくりや住民だけでなく、さまざまな機関との横断的な関係づくりを目指せるよう
   な地域のつながりの再構築が求められています。
     小地域（ケア２４永福地域）で実施した地域懇談会のヒアリング・地域ニーズ・地域特性を分析した
   結果、２０代～４０代の居住者が多いが、地域の活動でのつながりが少ない、世代間交流が不足して
　いる等の課題が挙げられました。その他、災害発生時・介護・子ども関連などの情報が行き渡ってい
　ないといった課題も見えてきました。

3　取り組みの方向性
　　　多世代がつながるネットワーク構築のためのモデル事業は、ケア２４永福地域を対象として若い世
　 代からの声の掘り下げ、子ども関係のグループや学校支援本部等とのつながり、ケア２４永福にかか
　 わる高齢者の子ども世代・孫世代に協力を求め、商店会等への声かけ、町会単位程度の小地域での
　 交流機会(向こう三軒両隣)を持ち、人材発掘や人を知り、助けあえる関係づくりを積極的に推進してい
　 きます。
　　　その後は、その他のケア24地域へと積極的に働きかけを行い、区内の地域支援ネットワーク構築を
　 図っていきます。

1　事業の対象・概要
　　　小地域で多世代がつながる新たなネットワークを構築するため、社協が持っているネットワーク資源
　　を活用しつつ、地域包括支援センター　ケア２４が持つネットワークも活用し、相乗効果を生み出しの
　　モデル事業 「地域支援ネットワーク」に取り組みます。
     “お互いさまの精神”で、地域の高齢者のゆるやかな見守りや孤立防止、また災害発生時に声かけ
   あい、助けあえるような日頃のあいさつに始まる、顔がつながる地域づくりを目指し、地域の若者から
   協力者を募り、多世代の交流促進の企画を展開していきます。

指標名 平成24年度 平成30年度

活動指標 交流会 ― 24 回
成果指標 参加利用総数 ― 1000 人

取組項目 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

中間の見直し

検討・実施 実施 検討・実施 実施 実施

実施

検討・実施 実施 検討・実施 実施

研修・講
座の開催

研修・講座の開催 中間の見直し

181,000

検討・実施 実施 検討・実施

（年2回）

予算 181,000 231,000 181,000 231,000

モデル永福地域

準備・実施

モデルの検証

選定・準備

その他の地域

財源 歳末配分金 歳末配分金 歳末配分金 歳末配分金 歳末配分金

連絡会の
開催

地域への
展開

関係機関と連絡会
の開催 中間の見直し

交流促進
事業

交流会の開催

実施

地域支援ネットワーク
の構築
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4　指標

5　計画事業と5年間の実施目標

映像制作企画・作成

（継続使用） （見直しを加え改訂版を使用）

動画Webアップ
区内行事で広報

（更新）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

（継続）

100,000予算

（更新） （更新）

・6月荻窪ハーモ
ニーまつり参加

総サービス利用者数(人)

100,000 300,000

（継続）

（継続）

100,000 500,000

閲覧数(件)

①メディ
アの作

成

②区内
イベント
等での
広報活

動

紙媒体（チラシ等）作成

・3月すぎなみ子ども・
子育てメッセ参加

（継続）

担当課

2　現状と課題
　社会福祉協議会が果たすべき「地域福祉の接点」としての機能や役割、実施している事業を住民に伝え
ていくため、広報紙を年3～4回から年6回に増やし発行してきました。またホームページも平成24年度には
リニューアルし、閲覧者が知りたい情報にたどり着きやすいページをめざしました。しかし、まだ住民からは
「社協はわかりにくい」、「会員になる意味がわからない」といった声がきかれ、「もっとアピールするべき」と
いう意見も寄せられています。
　全てを伝えようとすると情報が多く細かくなりすぎるため、対象を定め、伝える内容をしぼりPRする必要が
あります。

平成26年度

 1 プレゼンテーションツールの開発　（　新規　）

活動指標

3　取り組みの方向性
①メディアの作成
実施計画（平成26～30年度）の基本目標や目標の柱を紹介しつつ、新たに始める「福祉なんでも相談」や
「災害ボランティアネットワーク」、拡充される「はじめてのボランティア説明会」、「きずなサロン」など、実施
計画事業を中心に動画等を作成します。また実際に協力会員が不足しているファミリーサポートセンター
事業等の会員募集を意識し、杉並区で人口比率の高い20～50代の住民に届く広報ツールの作成を目指
します。
②区内イベント等での広報活動
杉並社協のイベントはもとより、区や他団体、関係機関等が開催する対象者層が集う行事に積極的に出か
け、ブースを設け、広報活動を行います。

事業名

1　事業の対象・概要
　今後、地域活動を支えていく次世代として主に20～50歳代の住民（若者だけではなく、新たな退職者層
など）に向けて、杉並区社会福祉協議会の存在をアピールし、活動会員や賛助会員につなげるアプロー
チを行います。
　利用者や協力者からの感想や活動の様子がわかる映像などを利用し動画を作成し、ホームページで紹
介したり、イベント時に放映するなど、活用した杉並社協のＰＲに積極的に取り組みます。

指標名

平成29年度

目標の柱
実施のための方向性

平成30年度

0件 20,000件

108,657人成果指標

平成27年度取組項目

（継続）

推進プラン

自主財源 自主財源

平成28年度

財源 自主財源 自主財源 自主財源

経営管理課

地域福祉の推進役としての組織基盤の強化
 １　社協活動を積極的に周知し、わかりやすい社協をめざす
 １　知ってわかって社協プラン

平成30年度

・11月すぎなみフェ
スタ参加

（継続）

120,000人

平成24年度

（継続）

（更新）

中間の
見直し 
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4　指標

5　計画事業と5年間の実施目標

・Webページの作成

・広報紙への掲載
（年1回） （年1回） （年1回） （年1回） （年1回）

広報・PR開始 広報・PR 広報・PR
・寄附募集チラシ及
び証の作成

 1 新たな事業資金の確保　（　拡充　）

活動指標

3　取り組みの方向性
①企業・団体への寄附の呼びかけ
企業や団体が所得控除または税額控除を選択できるよう環境を整えます。また寄附の使途について数値
や画像等を利用し、わかりやすい呼びかけを行います。企業向けには地域福祉活動の支援者であること
が他者からも認知されやすい工夫を行います。
②遺贈・香典返しのＰＲ
申請方法や具体的な手順等をわかりやすく明示し、ホームページ等で呼びかけを行います。

事業名

1　事業の対象・概要
　実施計画に基づき、事業を進めていくなかで発見される福祉課題に柔軟に取り組むため、財源の確保が
求められます。体制を整え、企業・団体への寄附の呼びかけを行います。また、地域福祉の発展のため、
遺贈や香典返しの寄附を使途を明確にし、呼びかける取り組みを行います。

取組項目

平成30年度

118 件

成果指標

指標名

経営管理課担当課

寄附件数（長寿応援基金除く）

寄附金総額（長寿応援基金除く）

（年10件） （年10件）

・税額控除対象法人
としての準備・申請

平成27年度 平成28年度

100,000 100,000

区内法人会への訪
問（年10件） （年10件） （年10件）

①企業・
団体へ
の寄附
の呼び
かけ

②遺贈・
香典返
しのPR

2　現状と課題
　ここ10年間でみると、一般寄附金は平均年108件　約8,500,000円で、年々減少傾向にあります。うち遺贈
は平成15年度の1件のみでした。同様に、指定寄附金は、平均年30件　約2,000,000円です。課題としては
寄附金の使途についてのＰＲが不足していることが考えられ、使途を明らかにした上で寄附を募っていくこ
とが必要です。

平成26年度

100,000予算 300,000 100,000

平成29年度 平成30年度

財源 自主財源 自主財源 自主財源 自主財源 自主財源

目標の柱

実施のための方向性

150 件

7,972,276円 9,000,000円

推進プラン

地域福祉の推進役としての組織基盤の強化
 2 新たな福祉課題に取り組むための基金、及び住民・事業者の提供による拠点の有
効活用等を図る。
 １　事業活性化プラン

平成24年度

中間の 
見直し 

中間の見
直し 
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4　指標

5　計画事業と5年間の実施目標

・情報の収集 ・空き家・空き店舗 ・空き家・空き店舗 ・試行を踏まえて ・空き家・空き店舗
（現地視察） 利活用の検討 利活用試行 本格実施に向けた 利活用実施

検討
（委員会の設置）

（委員会の設置）

推進プラン

地域福祉の推進役としての組織基盤の強化

 2 新たな福祉課題に取り組むための基金、及び住民・事業者の提供による拠点の有
効活用等を図る。

 １　事業活性化プラン

目標の柱

実施のための方向性

平成24年度 平成30年度

財源 自主財源 自主財源 自主財源 自主財源

― 50 件

― 3 件

空き家・空き店舗情報数

自主・助成金

予算 30,000 200,000

指標名

平成27年度 平成28年度 平成29年度

600,000 200,000

空き家・
空き店舗
利活用

2　現状と課題
  これまでに年に1・2件、「親が亡くなり住む人がいないので福祉的な目的で利用してもらえないだろうか」
と空き家活用の相談を受けることがありました。グループホームや福祉作業所として活用場所を求める民間
法人に紹介しても、築年数や条件が合わなくつながらなかったり、紹介した後の結果をつかめていない状
況でした。
　週に1回から月に１回程度、地域の顔と顔とがつながる場の運営に継続的に取り組む活動では、同じ拠
点を利用することが望ましいのですが、実際は同じ拠点を継続的に利用することは難しいのが現状です。
空き家・空き店舗などの空間を複数の団体で交代で使えるような拠点づくりが必要ですが、情報の集積、
団体間の調整方法等、空き家・空き店舗の利活用をどのように行えばよいか、具体策がみえていません。

平成26年度

・空き家・空き店舗
情報収集

平成30年度

1,000,000

  2 空き家・空き店舗利活用　（　新規　）

活動指標

3　取り組みの方向性
空き家・空き店舗利活用事業を先駆的に取り組んでいる事例を参考に検討します。また、社会福祉法人や
空き家活用に取り組む専門家やNPO等関係機関との連携も検討します。同時に、空き家・空き店舗に関
する情報を募り、実際の空間で試行的に取り組みを実施します。

事業名

1　事業の対象・概要
　安定的に活動できるスペースの確保に悩むボランティアや住民が行う地域福祉活動の新たな拠点とし
て、地域の中の空き家・空き店舗を利活用するための方策を検討します。

取組項目

成果指標

経営管理課担当課

実践数
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4　指標

5　計画事業と5年間の実施目標

・めざすべき職員
　像の検討、確立

研修体系の研修体系に沿って

企画・実施企画・実施 企画・実施

研修体系に沿って
見直し・改定

研修体系に沿って

推進プラン

地域福祉の推進役としての組織基盤の強化

 3　地域福祉の推進のために、企画立案・調整能力など職員の専門性を高める

 1　地域福祉の推進をささえる職員の育成

平均95点（100点満点）

取組項目

成果指標

指標名

目標の柱

実施のための方向性

平成30年度

平成24年度 平成30年度

年2回 年4回

―

2　現状と課題
　これまでの実施計画において、研修体系の充実を掲げてきましたが、計画的な職員育成のための研修
体系については未着手の状態です。また、全社協や東社協等の外部研修については活用はしているもの
の、受講内容を確認して体系的に受講させるとか、受講後の効果についての精査等も十分とはいえませ
ん。また、杉並社協固有の課題を解決していくための内部研修の充実も不可欠です。

平成26年度

研修アンケートによる評価

財源 自主財源 自主財源 自主財源 自主財源 自主財源

200,000予算 100,000 150,000

内部研修実施回数

平成27年度 平成28年度 平成29年度

200,000 200,000

 1　新たな研修体系の策定と運用　（　新規　）

活動指標

事業名

1　事業の対象・概要
　5年間の実施計画を確実に推進していくために、めざすべき杉並社協職員像を確立します。その職員像
をめざす全ての職員の指針となる新たな研修体系を策定、運用します。研修体系は新人、中堅、主任、係
長、管理職それぞれのステップに必要な職層研修、及び事業の遂行に必要な知識、技術を得るための研
修、さらには企画立案やプレゼンテーション、財務や運営管理等の研修も含め、それらを体系的、計画的
に行い、これらの研修を通して確実に職員を育成します。

経営管理課担当課

②内部研
修の充実

企画・実施

①杉並社
協職員像
の確立と
研修体系
の策定

研修体系の検討 研修実施 研修実施

3　取り組みの方向性
①杉並社協職員像の確立と新たな研修体系の策定及び実施
　早期にめざすべき杉並社協職員像を確立し、新人、中堅、主任、係長、管理職それぞれの職層研修、各
事業に必要な知識、技術を得るための実務研修、さらには企画立案やプレゼンテーション、財務や運営管
理等の研修を含め、体系的、計画的な研修体系を策定します。
②内部研修の充実
　上記研修の内、職層研修と実務研修については、外部の研修を体系的に活用し、企画立案や運営管理
等の杉並社協職員特有の課題に即した研修については、外部講師による内部研修を企画する等効果的
な運用を図ります。また、研修発表会や係横断的な事例検討会等、職員同士のスキルアップ研修も企画、
実施していきます。

（3回） （4回）（4回）（4回）（2回）

研修実施

内部研修の 内部研修の 内部研修の 内部研修の
見直し・改定・実施

内部研修の
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4　指標

5　計画事業と5年間の実施目標

実施 見直し 実施

※25年度は25人

制度PR・奨励
1人 1人 2人 2人

制度PR・奨励 制度見直し 制度PR・奨励 制度PR・奨励

常勤職員に占める資格取得者数

1人

①職員提
案制度の

創設

 2　主体的キャリアアップの奨励　（　新規　）

平成28年度 平成29年度平成27年度

活動指標

3　取り組みの方向性
　係や職員個人からの事業提案や業務改善などの職員提案制度を創設します。業務改善は有効なもの
は採用の上、他の業務にも活かします。事業提案は社協の目的に照らし、実施にむけての検討を行いま
す。
　資格取得制度については、社協の５年後、１０年後の事業体系の見通しの中で、必要な見直しについて
検討します。

事業名

1　事業の対象・概要
　杉並社協のすべての職員（常勤職員・非常勤職員・パートタイマー等）を対象として、斬新なアイデアによ
る組織の活性化や業務の効果的な遂行をめざし、事業や業務改善などの提案制度を創設します。また、
常勤職員について、業務遂行上必要となる資格取得を奨励し、資格取得制度を積極的に活用し、資格取
得に取り組むことで、専門性の向上と資格要件のある業務への配置に備えます。

取組項目

指標名

経営管理課担当課

30,000 60,000

2　現状と課題
　新しい企画や業務改革への気づきがあっても、日々の業務に追われ提案の機会を逸してしまうことが多
く見受けられます。
　また、社協の受託業務のなかには資格要件の定められているものもあり、人事を膠着させないためにも、
資格取得者を増やしていくことが課題となっています。

平成26年度

60,000予算 30,000

成果指標

30,000

提案件数

財源 自主財源 自主財源

検討

②資格取
得助成制
度の活用

者数

③常勤職
員資格取
得者数

累計26人 累計27人

自主財源 自主財源 自主財源

平成30年度

平成24年度 平成30年度

― 10　件　(年間）

　24　人 32　人

累計28人 累計30人 累計32人

推進プラン

地域福祉の推進役としての組織基盤の強化

 3　地域福祉の推進のために、企画立案・調整能力など職員の専門性を高める

 1　地域福祉の推進をささえる職員の育成

目標の柱

実施のための方向性
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地域福祉の推進役としての組織基盤の強化 

【実施のための方向性】 

４ 地域福祉を取り巻く社会情勢の変化に柔軟に対応できる組織をめざす 

 

【推進プラン】 

１ 地域課題に迅速に対応する組織形成  

 

【具体的取り組み】 

１ 既存事業の整理と新規事業の創造  

実施計画に掲げた新規事業や既存事業（拡充）を進めていくために、これまで行ってき

た事業について成果や効率の面から見直しを行います。必要に応じて、事業を縮小・廃止

するとともに、新たな事業の検討を行います。 

 

２ 社会経済情勢や法改正に対応できる組織体制  

新たな実施計画を推進するために、平成 26 年度から新たな組織体制でスタートします。

今後、日々の業務からみえる新たな地域課題や社会経済情勢の変化、また、新たな法制度

などの状況の変化に的確に対応していくために、必要に応じ組織体制の見直しを行い、柔

軟に対応していきます。 

 

  1）生活困窮者自立支援法  

   平成 25 年 12 月に成立し、平成 27 年４月から施行される生活困窮者自立支援法は、増 

加する生活困窮者に対し早期に支援を行うことで、自立の促進を図ること等を目的に制 

定されました。 

 杉並社協では、地域福祉権利擁護事業や生活福祉資金貸付事業等を通じて、地域での 

暮らしが困難な状態にある人たちと向き合ってきました。さらに実施計画では、孤立し 

がちな住民の声を受け止めていくため、新規事業も始めます。この制度が杉並社協のめ 

ざす方向性と沿うものと考え、事業受託について積極的に検討します。 

 

  2）介護保険法改正 

  厚生労働省では、平成 27 年４月の介護保険制度の見直しの中で、要支援者の生活支援

を介護保険サービスから切り離し、地域の住民を主体とした活動やしくみを活用してい

くことも含めて、新たな方策を検討しています。この法改正についても、情勢を見極め、

住民の力（チカラ）が地域の共助力となり住民のために活かされるように、社協として

の役割を果たしていく必要があります。 
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計画の実行に向けて 
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１ 執行体制 

 新たな実施計画を着実に進めていくために、平成 26 年 4 月から新たな組織体制でスター

トします。 

 今後、日々の業務から見える新たな地域課題や社会経済情勢の変化、また新たな法制度

などの状況の変化に的確に対応していくために、必要に応じ組織体制の見直しを行い、柔

軟に対応していきます。 

 

２ 計画の期間 

 平成 26 年度から平成 30 年度までの 5 年間とし、3 年次目にあたる平成 28 年度に計画

の中間の見直しを行います。  

 

３ 杉並区社会福祉協議会 全事業 

 杉並区社会福祉協議会で実施する全事業は 44・45 ページに掲げる 30 事業です。  

 この度の実施計画（平成 26～30 年度）事業のほか、杉並区の地域福祉を支える基盤的

事業、公益的なサービス、地域福祉を推進するための財源確保のための事業などがありま

す。 

＜全事業＞ 

 
事業区分  実施計画事業  実施計画以外の事業  委託元  

１ 法人運営事業  新たな事業資金の確保、空家空き店舗 

新たな研修体系の策定と運用  

主体的キャリアアップの奨励  

法人運営全般  

杉並社協感謝のつどい 

 

２ 広報事業  プレゼンテーションツールの開発 ｢すぎなみ社協｣等の発行   

3 調査・研究・企画事業   (必要に応じて企画実施 )  

4 普及啓発事業  すぎなみ地域福祉フォーラム   

5 小地域福祉活動推進事業  きずなサロン支援事業    

6 車いす貸出事業   短期車いす貸出事業   

7 地域福祉助成事業   地域福祉活動費助成金   

8 ネットワーク推進事業  地域支援ネットワーク事業    

９ 福祉教育推進事業   高齢者模擬体験等機器の貸出 

講師紹介  

 

10 災害ボランティアセンター事

業  

災害ボランティアネットワーク   

11 たすけあいネットワーク事業   たすけあいネットワーク 杉並区  

12 ボランティア活動推進事業  はじめてのボランティア説明会 

ボランティア・地域活動見本市の開催  

 

「ボラン・て」の発行  

ボランティア交流会、セミナー

など 

 

13 福祉サービス利用援助事業  出前利用相談  福祉サービス利用援助事業   

14 地域福祉権利擁護事業  出前利用相談  地域福祉権利擁護事業  東社協  
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15 あんしん未来支援事業  出前利用相談  あんしん未来支援事業   

16 住民参加型ホームヘルプ事業 出前利用相談  住民参加型ホームヘルプ事業   

17 ファミリーサポートセンター事

業  
 

ファミリーサポートセンター事

業  
杉並区  

18 高齢者入居支援事業   高齢者入居支援事業   

19 福祉相談事業  福祉なんでも相談    

20 交通遺児援護事業   交通遺児援護事業   

21 生活福祉資金貸付事業   生活福祉資金貸付事業  東社協  

22 応急援護事業   応急援護事業  杉並区  

23 歳末たすけあい運動事業   歳末たすけあい運動募金   

24 長寿応援基金事業   長寿応援基金事業   

25 地域包括支援センター 

ケア 24 南荻窪  
 

高齢者総合相談  

高齢者を支えるネットワークづくり 
杉並区  

26 介護予防支援事業  

ケア 24 南荻窪  
 

介護予防支援プラン作成  
杉並区  

27 地域包括支援センター 

ケア 24 梅里  
 

高齢者総合相談  

高齢者を支えるネットワークづくり 
杉並区  

28 介護予防支援事業  

ケア 24 梅里  
 

介護予防支援プラン作成  
杉並区  

29 地域包括支援センター 

ケア 24 永福  
 

高齢者総合相談  

高齢者を支えるネットワークづくり 
杉並区  

30 介護予防支援事業  

ケア 24 永福  
 

介護予防支援プラン作成  
杉並区  

31 要介護認定調査事業   要介護認定調査事業  杉並区  

32 訪問育児サポーター事業  訪問育児サポーター事業 杉並区  

33 私立保育所施設整備資金

貸付事業  
 

私立保育所施設整備資金貸

付事業  
 

34 自動販売機設置事業   自動販売機設置事業   

 

４ 基盤（環境）整備 

（１）法人経理 

 平成 27 年度までに新社会福祉法人会計に移行することとなっています。杉並社協では、

事務効率をあげ、管理機能を強化し、健全なガバナンスを発揮するため、平成 26 年度か

ら新社会福祉法人会計に移行します。  

 また、杉並区社会福祉協議会資金管理方針に基づき、単年度ごとに資金管理計画を立て、

堅実な資金運用を行い、安定した法人運営をめざします。  
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（２）事業の進捗管理 

 実施計画事業及び実施計画以外の事業の進行管理は、単年度ごとに事業計画及び行動計

画を作成し、管理します。行動計画では、企画（PLAN）・実施（DO）・検証（CHECK）・

次への課題（ACTION）のサイクルで四半期ごとに管理していきます。また、年度末には

次年度に向けた検証を行い、その結果を次年度の事業計画・行動計画に反映させていきま

す。 

  



 

 

 

 

 

 

 

資 料 集 
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１ アンケート実施結果 

 

１．調査方法：配付型アンケート 

返信用封筒を利用し回収する。匿名式。201人配付。 

     調査期間   平成 25年 9月 11日～18日 

２．回収サンプル数：143人 

 

◎回収率は、70％を越え、郵送方式としては非常に高い回収率となっている。年代は、50代 60代 

が多くなっている。地域的には、阿佐谷地域が最も多く、高円寺、荻窪地域が続いている。 

 

（１）対象：杉並社協の事業関係者   

 係 対象者 対象数 分野等 回収数 回収率％ 

１ 総務 

1 理事（民生・町会以外） ８ ― 

４４ ７３．３ 

2 評議員（民生、町会以外） １２ ― 

3 施設会員（高齢、障害、児童、

母子、保育） 
２０ 社福法人等 

4 団体会員（障害当事者、ＶＧ(他

分野)） 
２０ 当事者団体 

２ 
あんしん

サポート 
1 生活支援員 ２５ 活動者 ２０ ８０．０ 

３ 

杉並ボラ

ン テ ィ

ア・地域

福祉推進

センター 

1 センター運営委員・登録団体 ２０ 活動者  １５  ７５．０ 

2 情報通知登録者 １０ 若者 ４ ４０．０ 

3 車いす

拠点 

1 商店会 ８ 協力者 
９ ４５．０ 

2 ケア 24 １２  

４ 

地域福祉

推進担当

係 

1 きずなサロン運営者 ２３ 活動者 １７ ７３．９ 

５ 
ささえあ

い係 

1 ホームヘルプ 協力会員 ２０ 

活動者 ３４ ７５．６ 2 ファミリーサポート 協力会員 ２０ 

3 訪問育児サポーター ５ 

 計 ２０１  １４３ ７１．１ 

                

（２）記入者情報 

年代 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 

回収数 0 4 11 21 40 39 25 3 
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（３）地域区分（７生活圏域区分） 

地域 阿佐谷 高円寺 永福 高井戸 荻窪 西荻 井草 区外 記入なし 

回収数 29 22 10 16 22 13 14 7 10 

 

 

設問１ 杉並社協の①～⑱の事業について、下記のあてはまるところに○をつけてください。 

 ①
広
報
紙
「
す
ぎ
な
み
社
協
」 

②
社
協
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

③
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
情
報
紙
「
ボ
ラ
ン
・
て
」 

④
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
相
談 

⑤
は
じ
め
て
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
説
明
会 

⑥
短
期
車
い
す
貸
出
事
業 

⑦
す
ぎ
な
み
地
域
福
祉
フ
ォ
ー
ラ
ム 

⑧
歳
末
た
す
け
あ
い
募
金 

⑨
き
ず
な
サ
ロ
ン 

⑩
地
域
福
祉
活
動
費
助
成
金 

⑪
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス 

⑫
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー 

⑬
訪
問
育
児
サ
ポ
ー
タ
ー
事
業

 

⑭
地
域
福
祉
権
利
擁
護
事
業 

⑮
あ
ん
し
ん
未
来
支
援
事
業 

⑯
生
活
福
祉
資
金
貸
付
事
業 

⑰
要
介
護
認
定
調
査
事
業 

⑱
ケ
ア24(

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー) 

よく知っている １１５ ５１ ７６ ４２ ３５ ５４ ４９ ７２ ５６ ５０ ６１ ６２ ３９ ４４ ２７ ３１ ５８ ８９ 

聞いたことがある １０ ４７ ３０ ５５ ５０ ４１ ５２ ４２ ５０ ３７ ４９ ４５ ５０ ３５ ４０ ４３ ３７ ２８ 

知らない ５ ２４ ２５ ３１ ４２ ３０ ２９ １５ ２７ ４０ １９ ２４ ４０ ５１ ６３ ５２ ３４ １４ 

利用したことがある １４ １６ ２０ ９ ３ １３ １０ ８ １４ ８ ６ ９ ３ ５ ２ ２ １０ ２０ 

 

◎社協の事業の認知度については、広報紙「すぎなみ社協」がよく知っている、聞いたことがあるを合

わせて 125件と最も多く、次いでケア２４が 117件、歳末たすけあい募金が 114件となっている。 

 

設問２ あなたが地域で暮らしている中で、現在、困っていること、又はこの先、心配なことはありますか。 

１ ある   ２ ない  ３ よくわからない ※いずれかを○で囲んでください。 

回答数: 65     49     29 

 

「ある」と答えた方に伺います。具体的にはどのようなことですか。 

◎回答者の年齢を反映し、「高齢化に伴う問題」が 27件と大きく他を引き離し、 

次いで「地域」が 12件となっている。（詳細は資料 2参照） 
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設問３ あなたにとって杉並社協は役立っていると思いますか。※いずれかを○で囲んでください。 

１  非常にそう思う  ２  そう思う  ３  あまりそう思わない  ４  全く思わない 

回答数:     42              77                22                   0    

よろしければ、その理由をお聞かせください。 

   ◎非常にそう思う、そう思うの理由は、「社協の役割・理念」が 16件、「社協の事業等」 

    が 13件となっている。（詳細は資料 2参照） 

   ◎あまりそう思わないの理由は、「社協を知らない」、「縁、接点がない」、「事業に不満」 

が各々2件となっている。（詳細は資料 2参照） 
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アンケート集計結果（自由記述）  

 

設問２．困っていること、心配なこと 

（１）高齢化に伴う問題 

①町会の担当者が高齢化しており､世代交代し

ようにも若い世代が疎遠の為難しいという話

を聞いた。 

②地域の老人のコミュニケーション不足 

③一人暮らしの高齢者の健康や生活のこと 

④すぐ近くの一人暮らしの人の様子は分かる

が、少し離れた一人暮らしの方とのコミュニ

ケーションがとりにくい。 

⑤精神障害者（特に現在でも社会とのつながり

のない人）が老人になって１人で生活はでき

ない。 

⑥支援している方だが、近くに買い物をするス

ーパー等がなく自分で買い物に行けない。こ

ういうお年寄りがたくさんいると思う。 

⑦ご近所に一人暮らしで高齢の方がおり、判断

能力に欠けるが、ご自分はまだ１人で生活で

きるという思い込みの強い方。この先どうな

るか心配。 

⑧20 年後、80 代になった時、生活支援をして

ほしい。 

⑨更なる高齢社会を迎えるにあたって､福祉財

源をどう確保するか､提供される福祉事業の

質と量が十分に確保できるか大いに不安であ

る｡ 

⑩介護保険が使いづらくなっている中で、超高

齢化が進んでいる。自分をはじめ、地域の高

齢者の生活の今後についての不安が大きい。 

⑪一人暮らしのお年寄りへの声がけが近所で

できているか等 

⑫年金で入れる施設が少ない。 

⑬高齢化、孤立化 

⑭先日、巧妙な手口の詐欺にあい、大金を失っ

た。想定外であった。79歳という年齢による

ものか。現在身体的には何の心配をなく、仕

事も持ち、バイクで移動し、周囲からは若い

行動的な人と見られているが、健康だけでは

安心といえない。 

⑮「高齢になっても、杉並で暮らし続けられる

だろうか。」ということ、どこに住まうかと

いうことは、誰にとっても重要な問題だと思

うが、年金でお暮しの方の生活を拝見すると、

家賃の支払いも大変だと感じる。 

⑯近所の認知症高齢者の徘徊を心配している。

また、今は介護保険で保護されているが、自

分が高齢になった時に今のように手厚く保護

されるか心配。   

⑰一人暮らしになること。 

⑱夫が自転車転倒事故で腰を痛め歩くのがノ

ロノロになった｡住まいが２階でエレベータ

ーがないので将来階段が降りられなくなった

時｡ 

⑲地域住民の高齢化、一人暮らしのお年寄りも

増えていること。その方たちが何を困ってい

らっしゃるのかがわからない。 

⑳老後の生活、年金も減額していくし、寿命は

延びているし、どうなることやら。 

㉑杉並区は、全国で 10 位以内に入っている高

齢化社会問題がある。若い世代は情報を速く

キャッチできるが、アナログ世代は､インター

ネットなどの新しいものは受け入れられない

現状がある。 

㉒この先､健康を害した時又は介護が必要にな

った時､どのように生活していったら良いか

心配である｡認知症問題等安心して暮らせる

ように生活ネット､見守り活動が必要と考え

る｡ 

㉓もしも一人になった時、安心して暮らせるか

（健康面、地域の関係）？子どもが地域にい

ない。若い人が働きに出ると、地域が高齢者

ばかりになる。 

㉔要支援の方が今後増えると聞くが、要介護だ

った人が、少しのことで要支援に変更になる

ことが心配である。 

㉕今後増え続けていく高齢者を一人にせず、公
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的にもっとサポートしていくべきだと思って

いる。ボランティアの力を借りてでも充実し

た見守り体制等整備していってほしいと思う。 

㉖老後の身の置き所が不安です。介護保険法が

見直され、要介護度の重い方が重視され、要

支援は自助努力が打ち出されている。死ぬま

で自分の身の回りのことはすべて自分でやる

ことを目指しているが、ある程度は行政のヘ

ルプが必要になる。しかし、今後福祉に明る

い展望が見いだせずにいる。 

㉗健康で長生きするためには、自分自身で生き

方を考えていかなければと感じている。今こ

そ人のつながりの大切さを思うが、地域活動

に関して一部の人以外は無関心である。先の

ことだが、和泉小の跡地に老人の集まれる場

所、きずなサロンのスペースの確保を希望し

ている。 

（２）子ども・子育て 

①子育て 

②子どもの放射能の影響が心配 

③保育園不足、介護ホーム不正、近所付き合い

が少ないということ。 

④地域での子育てについて、気軽に話せる場が

ない。 

（３）地域 

①町会の担当者が高齢化しており､世代交代し

ようにも若い世代が疎遠の為難しいという話

を聞いた。 

②地域の老人のコミュニケーション不足 

③居住地域のコミュミティがよくわからない。 

④近所にゴミ屋敷になりかかっている家があ

る。物が道路にまであふれており、気になっ

ているが付き合いがないため話もしにくい。 

⑤隣近所の人のつながりが減っている。誰も住

んでいなく、庭木などが伸び放題になってい

る空き家が増えている。 

⑥隣近所との関係が年々薄くなっている感じ

がします。 

⑦地域に気軽に集う場所がない。 

⑧ゴミの捨て方が守られず、カラスに荒らされ

た時の責任の所在がはっきりしない。空き家

が増えたり、土地が細分化され、町の様子が

変わってしまうのではないかと心配。町のリ

ーダーがいなくなってしまう。 

⑨自転車の無断駐輪 

⑩粗大ゴミを放置され、有料で処分したが、こ

のような時、どこに相談したらよいか困った。 

⑪地域の理解 

⑫高齢化、独居老人の増加による地区（ご近所）

機能（緊急時の助け合い等々）の低下 

（４）災害 

①防災に関すること。いざその時になってみな

いと分からないところが、特に地域の防災訓

練に参加している訳ではないので、不安に感

じている。 

②災害発生時の予想被害（火災、浸水、地盤、

液状化、道路、陸橋、河川等の状況） 

③直下型大地震発生時自分たちが避難できる

状況であるのか。地域の連携が大切と思うが、

つながりが弱い。年齢で、ホームページ等全

く知識がない。年寄りが置き去りになるので

は？ 

④大きな災害が起きたとき（２件） 

（５）事業提案等 

①一人暮らしの方、日常話し相手がいない方の

場を作ってはいかがか。もう一歩進めて、カ

ウンセラーへのつなぎの事業(悩み相談）を考

えてはいかがか。 

②買い物代行をしてくれる人がいると助かる

と思う。 

③介護保険に該当しない元気な高齢者が集ま

ったり、役割を持てる仕組みづくりが必要と

思う。 

（６）障害者 

①障害を持つ家族の今後について。社会的支援

は今後減っていくように思うので、とても不

安。情報は、(自ら)取りに行くものとは思う

が、どう取ればいいか分からない。 
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②精神障害者（特に現在でも社会とのつながり

のない人）が老人になって１人で生活はでき

ない。 

（７）その他（ハード面） 

①車道と歩道が一緒のとき、歩道が狭すぎる。

ガードレールがあるところも幅が狭く､傾斜

がある。 

②知的障害者用グループホーム、高齢障害者用

施設が不足している。 

（８）その他（ソフト面） 

①いずれ、ゴミ収集が有料になるのではないか

ということ。 

②社協とどのようにかかわるか、相談窓口場所

がわからない、等の声を聞く 

③これから、社会人になっていくうえで、就職、

金銭、結婚など、様々なニーズに対応する相

談窓口の場所 

④仕事が見つからない。 

⑤就労や保障のこと 

⑦今現在はありませんが、将来は出てくるかと

思います。 

⑧地域の方のいろいろな要望の受入れ等につ

いて関係者は､より細やかな配慮が必要とな

ってきている。社協のご支援をぜひお願いし

たい。 

⑨医療・福祉分野の予算や施策が後退している

ように思う。 

⑩家族単位でしか生活していない様子がうか

がえる。地域でつながれば、本当はもっと楽

なはずだと思う。つながる方法を知らない、

無関心がそうさせていると思う。 

⑪社協の存在意義の低下が心配かも。 

⑫ホームヘルプサービスの協力会員に登録し、

活動させていただいているが、自分のできる

ことはほんの少しなので、利用会員の方の立

場を考えると心配になってしまう。 

⑬プライバシーが守れない。 

⑭介護と仕事の両立困難 

 

設問３．社協は役立っていると思いますか 

ア．非常にそう思う、そう思う 

（１）ボランティア関連 

①助成金を頂いたことがある。ボランティア情

報誌による情報入手 

②杉並ＶＣの運営委員をしているため、いろい

ろ勉強させていただいている。 

③「ボラン・て」などの情報誌は、読んでいて

ボランティアに行こうという気持ちになる。 

④「ボラン・て」で、いつも情報を頂いている。 

（２）介護・ケア２４ 

①ケア 24 に連絡して両親の介護認定をしても

らった。でも、この事業を知らない人も多い。 

②ケア 24 と社協の関係を知らなかった。一般

に知られていないサービスが多いので、もっ

と宣伝をしたほうがよいと思う。 

③ケア 24 には家族が動けなくなった時お世話

になり、介護保険等を使い助けていただいた。 

④孤立するお年寄りや小さなお子さんを抱え

た方を支援するために様々な事業をしていて、

役立っていると思う。介護保険のお世話にな

る前の元気を失いつつあるお年寄りへの事業

がもっとあればより助かる。 

（３）社会貢献・生きがい 

①将来私自身が利用会員になることを想定し

て、今は協力会員を担っていう。 

②ファミリーサポートに関わっている。保育園

ほどの働きはできないが、社協があったから

こそ、助け合いに参加することができ、うれ

しく思っている。 

③ファミリーサポートの活動を通じて地域と

のつながりが持てると感じているから 

④ヘルパーとして、利用者の方に頼りにされて

いるのを実感している。 

⑤働く場を提供して頂いていることに感謝し

ている。建物の５階ということで、一般の方

からはアクセスがしにくい（物理的に）よう

に思う。 

⑥実際、ホームヘルプサービスの協力会員とし
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て活動してきたから。 

⑦ささえあい協力員であるが、感謝の言葉を良

く聞く。 

⑧人の役に立てるので、自分自身充実している。 

（４）社協の事業等 

①いろいろな事業を展開しているから 

②私が伺っている方も昼はお一人なので、とて

も役立っていると思う。 

③体の悪い人は、助かると思う。 

④ファミリーサポートを待っている母親が多

い。 

⑤車椅子の貸し出しで助かっている人が多い

と思う。 

⑥自分を含め、周囲の人が利用しているサービ

スがあるから 

⑦行っている事業や携わっている職員の方は

区民に役立っていると思うが、時と場合によ

っては、役所的でなく柔軟な対応をしていた

だきたいと思うこともある。 

⑧地域の中で平等に接してくださる組織であ

ると思う。情報の少ない高齢者にＰＲするよ

うな企画に取り組んでください。 

⑨ケア２４の活動にお世話になった。また、き

ずなサロンでは、現在もお世話になっている。 

⑩実際には参加できていないが、参考になる事

業がある。 

⑪社協がお手伝いしなければ、一人で自立して

いくのもあやうい高齢者の利用者さんも沢山

いると思う。生活の一部だが、お手伝いした

ことで、住み慣れた地域での暮らしを続けて

行けることは、とても有難いことだと思う。 

⑫老人福祉施設の職員です。ボランティアを紹

介いただきいつもお世話になっている。災害

支援、孤立化、支え合う地域づくりを推進す

る実施計画委員会に期待している。 

⑬こんなに沢山の事業があるのに（社協を）知

らない方もいらっしゃるようなので、もっと

知っていただき利用していただくと良い。 

 

（５）社協の役割・理念 

①この先、高齢化に伴い、重要な役割を担うと

思う。 

②杉並区内の福祉関連事業を総括的立場から

見つつ調整役を果たしていると思うから。 

③松庵小のあん子応援団にも入っているが、訪

問育児サポーター事業の件で社協に来たとき、

あん子応援団の友達が松庵小で車椅子体験を

するための車椅子を借りに来ていた。垣根を

越えて様々な活動ができることは素晴らしい。 

④目立たず、縁の下の力持ちとしての活動を。 

⑤杉並に限らず「社協」の認知度はまだ低い。

皆が何か困ったら「社協で聞けば何とかなる」

と思ってもらえるとよいと思う。実際それ位

の仕事はなさっていると思う。 

⑥いいことをしていると思うが、目に見える形

にはなっていないと思う。 

⑦杉並社協の活動を口コミで(聞いて）利用さ

れる方もあるので、組織があることで役立っ

ている。 

⑧縁の下の力持ち的存在｡しかし､そのことが

限られた人にしか伝わっていないのは､ザン

ネンですね。 

⑨共助の大切さを伝えている。反面、必要ない

層（予防的なアプローチ）へのアクションが

足りないのでは。 

⑩社協に対し安心感を持っており、相談や各種

事業の利用がしやすく、福祉の推進に役立っ

ていると思う。 

⑪住民の立ち位置にそって、問題の相談に応じ

てくれるところ 

⑫有用な情報を手に入れることができ、様々な

方々との交流も行え、とても助かっている。 

⑬ただ、(社協を)知らない人が多すぎる。福祉

活動をしている方にとっては、役立っている

と思いますが。地域ではますます必要になる

と思うので、地域密着で。 

⑭社協は地域に根を張り、前向きな活動をおこ

なっていると思う。しかし､予算的な問題を抱



杉並社協実施計画（平成 26～30年度）資料集 

55 

えている。ボランティア活動も予算的なバッ

クアップがしっかりしてこそ充実したものに

なると思う。 

⑮区役所とは別に福祉関係について、きめ細か

な対応を行っていると思う。できればもっと

区との連携を図り、経済的な面でも区が社協

を支えられないかと思う。 

⑯地域のつながりとして、困った時のセーフテ

ィネットとして、また、抱え込みそうな時の

心の支えとしても、とても重要。 

（６）相談 

①今現在利用していないが、将来困ったときに

相談できるという安心感がある。 

②地域活動や民生委員をしていたので、社協に

知人があり、何かあった時、いつでも相談に

乗ってもらえると感じているため。 

③心強い相談相手だ。 

④みんなが少しでも暮らしやすい地域社会を

作っていこうと考えるときの相談者であり、

支援者であると思うので 

⑤何かの時に相談できる場所があると思うだ

けで心強いのでは？ 

⑥相談に乗ってください。情報提供ありがとう

ございます。 

⑦福祉を実践している所なので、相談しやすい。

そして、様々な立場の区民を支援しているか

ら、役立っていると思う。 

（７）情報提供 

①情報提供 

②地域なり、社会なりに少しでも必要とされた

いと考えた時に具体的に動ける情報・機会を

提供していただいたから。 

③広報紙である程度情報が得られるが、自分の

ものとしての活用が難しい。 

④個人的には不明な点も、事務局で教えて頂け

るので、とても有難いと思う。 

（８）その他 

①困っていることを目的別に分かり易く丁寧

に説明なさっている。杉並区役所とのすみ分

けができているのだろうか。 

②夫婦で、子供夫婦や孫に囲まれて満足した生

活を送っている。二世帯、三世帯住居を促進

して、楽しい老後をお過ごしください。 

③人材がいるから 

④民生委員の経験から、非常に役立つと思って

いますが、住民の多くの方が「社協って何？」

とまったくご存じない。活動をもっと周知し

ていただければと思う。 

⑤きずなサロンで大変お世話になっています

し､力をお借りしているが、悩みはいろいろあ

ります。 

⑥杉並社協のご活躍を期待 

⑦地域の町会が機能していない状況で、これか

らも下降していきそうなのだから、行政側が

手を差し伸べなければならない。 

⑧障害者団体の代表をしている関係上、社協の

情報については常に関心がある。ただ、個人

的には余り利用する機会がない。今後は分か

らないが。 

イ．あまりそう思わない 

①いろいろな活動をやっているが、実際には縁

がないので‥ 

②昔必要であって、現在はどうか？という感じ 

③広報紙、情報誌を毎回拝読しているが、20

代前半という自分の年齢が抱えているような

問題に直結した情報が少ない。 

④接点があまりない。 

⑤行政の下請け的に思う。他にも受託事業者が

あるが、その一つに思う。 

⑥65 歳以上の高齢者が人口の 1/4 を占めるよ

うになっている現在、高齢者の生活支援、介

護予防のための活動支援、老人クラブ活動支

援をもっと積極的に行うべきである。 

⑦杉並社協がどのような活動か詳しく知らな

い。 

⑧あまり知らないため 
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○用語説明 

 

１ 共助 

防災対策・災害対応にあたって「自助／共助／公助」という考え方があり、いまさまざ

まな分野においても使われ、とくに社会福祉分野では、「共に助け合うこと」の例えとして

よく使われています。自助とは、自ら(家族も含む)の命は自らが守ること、または備える

こと。共助とは、近隣が互いに助け合って地域を守ること、または備えること。公助とは、

区をはじめ警察・消防・ライフラインを支える各社による応急・復旧対策活動を指します。

阪神淡路大震災以降注目されるようになりました。 

２ アウトリーチ 

  社会福祉の利用を必要とする人々のすべてが、自ら進んで申請をするわけではない。そ

こで、むしろ社会福祉の実践機関がその職種によって潜在的な利用希望者に手を差し伸べ、

利用を実現させるような積極的な取り組みのことをいいます。 

３ プラットフォーム 

  つながりを支える基盤、土台、システムを指します。 

行政やボランティア、ＮＰＯ、地縁団体の単体だけでは解決が難しい地域課題や生活課題

を様々な地域資源が一体化したプラットフォームで解決にあたる必要があります。 

４ ネットワーク 

   社会福祉及びソーシャルワークの領域では、人間関係のつながりの意味で用いることが

多い。たとえば小地域ネットワーク活動といった用語に代表されるように、地域おける住

民同士の複数の関係のつながりを指すものとして使われ、住民間の対等な水平関係をとお

して情報や感情の交流がなされ、地域社会の重要な構成要素とされる。「連携」という意味

で用いる場合もあります。 

５ エンパワメント 

 社会福祉援助活動（ソーシャルワーク）において、利用者、利用者集団、コミュ

ニティなどが力（パワー）を自覚して行動できるような援助を行うこと。利用者な

どの主体性、人権等が脅かされている状態において、心理的、社会的に支援する過

程をいいます。 

６ 成年後見制度 

高齢者や障害のある方などで、判断能力が十分でないため、財産管理や介護、施設の入

退所などの契約、遺産分割などの法律行為を自分で行うことが困難である、悪徳商法など

の被害に遭う恐れのある方がいます。成年後見制度は、このような方の（十分でない）判

断能力を補い、本人が損害を受けないようにし、本人の権利をまもるための身近な制度で

す。 

７ 地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業） 

判断能力の十分でない高齢者、知的障害のある方、精神疾患のある方などで、金銭管理

に不安がある、郵便物の内容がわからない、通帳や印鑑を紛失してしまう方などを対象に、

福祉サービスの利用手続きのお手伝いや、日常的な金銭の支払い、通帳などの預かり等の
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サービスを行います。 

 金融機関に出向くことが難しい重度の身体障害者、要介護の高齢者の相談にも応じます。 

８ リーマンショック 

  平成 20 年（2008 年）９月にアメリカ合衆国の投資銀行であるリーマン・ブラザースが

破綻したことが世界的金融危機（世界的同時不況）の大きな引き金となったこと、また、

それに続く金融危機や不況なども含めていいます。 

９ 地域包括支援センター（ケア２４） 

地域にあるさまざまな社会資源を使い、高齢者の生活を支えていくための拠点として、

区内２０か所に設置されています。ここでは、保健師（又は看護師）、主任ケアマネジャー、

社会福祉士などが中心となって、高齢者への総合的な支援を行います。 

  杉並社協は、そのうち３カ所を受託し、運営しています。 

10 ＯＦＦ-ＪＴ 

  従業員の教育訓練を職場外で行うことをいいます。 

11 きずなサロン 

地域住民の関係が希薄になりがちなこの時代、「身近なところで気軽に立ち寄れる場所を

つくろう」という地域住民の声からきずなサロンが生まれました。平成 26 年１月現在 27

か所あります。 

世代を超えて、お茶を飲みながらおしゃべりを楽しめる交流の場です。 

12 パブリックコメント 

公的な機関が規則等を制定しようとするときに、広く公（＝パブリック）に意見・情報・

改善案など（＝コメント）を求める手続きをいいます。 

13 ニーズ 

欲求、要求、需要 

  「必要なこと」で、「満たされなければいけないもの」人間が社会生活を営むために欠く

ことのできない基本条件を持っていない状態のとき、ニーズを持っていると判断します。 

 

■参考文献・資料一覧 

参考文献  ・「社協・生活支援活動強化方針」（全国社会福祉協議会） 

・地域における「新たな支え合い」を求めて（全国社会福祉協議会） 

・第３期３か年計画（東京都社会福祉協議会） 

・東京都内区市町村社会福祉協議会データブック 2012（東京都社会福祉協議会） 

・杉並区保健福祉計画（平成 25年度～29年度） 

・特別区職員ハンドブック 2013（特別区職員研修所 編） 

・社会福祉用語辞典（六訂）（中央法規出版） 

 

参考資料  ・国勢調査 区市町村丁別報告 昭和50年～平成22年 （東京都総務局統計部人口統計課） 

・杉並区高齢者人口統計（杉並区保健福祉部高齢者施策課） 

・杉並区人口統計（杉並区区民生活部管理課） 
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３  杉並社協のあゆみ 

昭和 27 年 4 月 杉並社協が都内の社会福祉協議会第１号として設立される。 

昭和 36 年 7 月 世帯構成資金貸付要領が制定され、東京都社会福祉協議会から事務を受託  

昭和 38 年 2 月 杉並社協が社会福祉法人として厚生省より認可される。  

昭和 41 年 5 月 福祉活動専門員を置く  

10 月 杉並区と共催で第 1 回社会福祉大会を杉並公会堂で開催  

昭和 49 年  交通遺児へ援護金を支給（寄附を基に交通遺児援護事業を開始）  

昭和 55 年 5 月 下井草ボランティア室開設  

昭和 56 年 4 月 広報紙「杉並のボランティア（第 1 号）」を発行  

昭和 57 年 4 月 車いす貸出事業を開始  

昭和 60 年 4 月 杉並ボランティアコーナーを開設  

昭和 61 年 4 月 第 1 回ふくしまつり開催（阿佐谷地域区民センター）  

平成元年 4 月 厚生省よりボラントピア事業地区指定（2 年間）  

12 月 下井草ボランティア室において食事サービスをスタート  

平成 2 年 6 月 高円寺北高齢者在宅サービスセンター（ふれあいの家）を区から受託運営  

平成 3 年 11 月 和田堀地区地域福祉活動計画策定委員会発足  

平成 4 年 9 月 杉並区制施行 60 周年・杉並社協創立 40 周年記念第 27 回社会福祉大会開

催（セシオン杉並）  

12 月 清水高齢者在宅サービスセンター（ふれあいの家）を区から受託運営  

平成 5 年  和田堀地域「5 万人のきずなプラン」策定  

平成 6 年 8 月 杉並ボランティアセンター開設  

10 月 地域福祉活動推進計画「小地域のきずなプラン」策定  

平成 7 年 2 月 下井草ふれあいの家・荻窪ふれあいの家を区から受託運営  

2 月 阪神・淡路大震災被災者支援のため職員派遣  

4 月 高円寺北敬老会館を区から受託運営  

平成 8 年 1 月 上荻ふれあいの家を区から受託運営  

6 月 堀ノ内松ノ木サロン立ち上げ(サロン第 1号)(平成 24年 4月末現在 15カ所)  

10 月 第 31 回杉並区社会福祉大会をもって本事業終了  

平成 9 年 6 月 第 1 回うぇるフェスタ開催（以後毎年開催）  

平成 11 年 10 月 杉並ファミリーサポートセンター開設  

10 月 地域福祉権利擁護事業の開始  

平成 12 年 9 月 宮前ふれあいの家を区から受託運営（計 6 ヵ所運営）  

平成 13 年 10 月 杉並福祉サービス支援センター「あんしんサポート」開設  

平成 14 年 10 月 杉並ＮＰＯ・ボランティア活動推進センター開設  
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平成 15 年 4 月 さんあい公社の解散に伴う事業受入(ヘルパーステーション、ホームヘルプサービス、ケアセンター)  

「杉並きずなプラン２００３」策定  

平成 16 年 4 月 ふれあいの家デイサービス事業の自主運営開始  

11 月 新潟県中越地震被災者支援のため職員派遣  

平成 17 年 6 月 区と「災害時におけるボランティア活動に関する協定」を締結  

9 月 集中豪雨による水害被災者へボランティアコーディネート等支援  

平成 18 年 3 月 ふれあいの家 4 所（高円寺北、清水、下井草、上荻）の運営から撤退、 

ヘルパーステーション閉鎖、NPO支援の受託終了  

4 月 杉並区地域包括支援センターケア 24 3 所(南荻窪､梅里､永福)を区から受託運営 

介護保険の認定調査事務を区から受託  

杉並ボランティア活動推進センター開設  

区と共同し、有限責任中間法人杉並区成年後見センター開設(現在、一般社団法人)      

平成 19 年 3 月 荻窪ふれあいの家、ケアセンターの運営から撤退  

4 月 要介護認定調査事務受託法人として都から指定を受ける  

杉並ボランティア活動推進センターと地域福祉推進係を統合し、杉並ボラ

ンティア・地域福祉推進センターに改変 

11 月 「杉並社協ハンドブック」発行、以降 3 年に 1 回改訂  

平成 20 年 3 月 宮前ふれあいの家の運営から撤退  

7 月 あんしん未来支援事業を開始  

土曜日の全窓口を開所（あんさんぶる荻窪内の各事業部）  

平成 21 年 3 月 実施計画策定（平成 21～23 年度）  

12 月 第 13 回うぇるフェスタ開催をもって本事業終了  

平成 22 年 4 月 自動販売機設置事業を開始  

11 月 第 1 回すぎなみ地域福祉フォーラムを開催（以後毎年開催）  

平成 23 年 1 月 杉並社協 感謝のつどい開催（以後毎年 1～2 回開催）   

3 月 実施計画改定（平成 23～27 年度）  

東日本大震災被災者支援のため職員派遣（関東甲信越ブロック派遣）  

4 月 東日本大震災により災害ボランティアセンター運営支援のため職員派遣

（南相馬市へ 6 月まで継続派遣）  

10 月 訪問育児サポーター事業を区から受託運営  

平成 24 年 3 月 援護資金貸付事業の終了、手話通訳者派遣事業及び要約筆記者派遣事業の

受託終了  

7 月 南相馬市災害復興支援のボランティアバス運行(月１回 11 月まで５回運行) 

 7 月 杉並社協創立 60 周年記念式典の実施 

平成 26 年 3 月 実施計画改定（平成 26 年～30 年度） 

  



杉並社協実施計画（平成 26～30 年度）資料集 

60 

４ 実施計画（平成 26～30 年度）策定委員会の検討経過 

年 月 日 策定委員会 作業部会 

25年 6月 

 

7月 23日 

 

 

 

 

8月 1日 

 

 

 

8月 22日 

 

 

 

 

9月 9日 

 

 

9月 26日 

 

 

10月 8日 

 

10月 15日 

 

 

11月 5日 

 

 

 

12月 6日 

 

 

12月 17日 

 

 

26年 2月 5日 

 

3月 6日 

 

3月 17日 

 

策定委員の推薦依頼及び就任依頼 

策定委員の確定 

第 1 回実施計画策定委員会 

・ 実施計画策定の経緯と背景 

・ 実施計画策定の考え方 

・ 実施計画策定の体制と期間 

・ 作業部会の設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 回策定委員会 

・ 実施計画基本目標及び実施のため

の方向について検討 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 回策定委員会 

・ 実施計画基本目標及び実施のため

の方向の確定 

第 4 回策定委員会 

・実施計画素案の確定 

 

 

第 5 回策定委員会 

・実施計画案の確定 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 回実施計画作業部会 

・ 杉並区の特徴や課題 

・ 杉並社協の 5年後のイメージ 

・ 会員ミーティングの企画検討 

第 2 回実施計画作業部会 

・ アンケート企画立案 

・ 杉並社協の現状の確認 

・ 杉並社協の 5 年後のイメージ（継

続） 

第 3 回実施計画作業部会 

・ アンケート実施(9/2～18)中間報告 

・ 杉並社協の 5年後の目標案の決定 

第 4 回実施計画作業部会 

・ アンケートの実施報告 

・ 実施のための方向の検討 

第 5 回実施計画作業部会 

・ 実施のための方向の検討（継続） 

 

 

 

第 6 回実施計画作業部会 

・ 基本目標及び実施のための方向の

見直し 

 

第 7 回実施計画作業部会 

・ 実施のための方向に基づく事業項

目等の検討 

 

 

 

 

 

第 8 回実施計画作業部会 

・ 実施計画最終案の確定 
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№ 氏　　名 所　　属 備考

1 宮城　　孝 法政大学現代福祉学部

2 原田　　明 杉並区民生委員児童委員協議会

3 堤　　一男 杉並区町会連合会

4 小林　睦子 みらい子育てネット東京

5 森田　幸次 杉並社会福祉士会

6 佐藤　弘美 障害者自立生活支援センター「すだち」

7 長田　　斎 杉並区保健福祉部長

8 伊藤　重夫 杉並区社会福祉協議会常務理事

№ 氏　　名 所　　属 備考

1 宮城　　　孝 法政大学現代福祉学部

2 小林　睦子 みらい子育てネット東京

3 森田　幸次 杉並社会福祉士会

4 佐藤　弘美 障害者自立生活支援センター「すだち」

5 田部井　伸子 杉並区保健福祉部管理課長

6 鈴木　美佳子 杉並区社会福祉協議会総務課長

7 兵藤　正英 杉並区社会福祉協議会地域福祉課長

8 中島　　　篤 杉並区社会福祉協議会職員

9 竹嶋　美歩 杉並区社会福祉協議会職員

                        

実施計画策定委員会　　委員名簿

実施計画策定委員会作業部会　　委員名簿
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杉並区社会福祉協議会実施計画策定委員会設置要綱 

 

平成 25 年 7 月 3 日 

25 杉社協総発第 274 号 

 

（設置） 

第１条 安心をみんなでささえあうまちの実現と地域福祉推進の機能・役割の強化をめ

ざし、関係機関等の幅広い見地から意見や助言を得て、社会福祉法人杉並区社会福祉協

議会（以下、杉並社協という。）が実施計画を策定するため、杉並区社会福祉協議会実

施計画策定委員会（以下、委員会という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会の所掌事項は、以下のとおりとする。 

(１) 杉並区社会福祉協議会実施計画（平成 26～30年度）の策定 

(２）その他策定に関する重要事項 

（構成） 

第３条 委員会は、別表に掲げる者をもって構成し、杉並社協会長が委嘱する。 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を 1人置き、杉並社協会長が指名する。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

（会議） 

第５条 委員長は、会議を招集し、議事を主宰する。 

２ 委員長は、会議に際し必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴く

ことができる。 

（作業部会） 

第６条 実施計画の策定にあたり、委員長は、必要に応じて委員会に作業部会を設置す

ることができる。 

２ 作業部会は、委員長の指名する委員、関係機関及び杉並社協職員をもって組織する。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、総務課において処理する。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定

める。 

附 則 

この要綱は、平成 25年７月 23日から施行する。 
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別表第１（第３条関係） 

 

学識経験者 

杉並区民生委員児童委員協議会 

杉並区町会連合会 

地域福祉活動者２名 

福祉施設 

杉並区保健福祉部長 

常務理事 

 

 

別表第２（第７条関係） 

 

総務課企画担当係長 

総務課総務係長 

 



策定を終えて  

 

 杉並区社会福祉協議会の平成 26年度~平成 30年度実施計画の策定を終えるにあたっ

てご挨拶を述べさせていただきます。 

 本計画では、基本目標として、「あなたの力（チカラ）をつなげる共助のまちづくり」

を掲げています。また、その目標の柱として、「Ⅰ 暮らしの課題を見つけ、支える」、

「Ⅱ 力を引き出し、活かす」、「Ⅲ 出会い、つながるしくみをつくる」をあげています。

ここで言う「あなた」は、杉並区で暮らしているすべての人、さらには在勤、通学して

いる人を含むでしょうし、支援する側、される側の区別もありません。すべての人が潜

在的に有する力を引き出し、共助のまちづくりを進めていくという目標は、社会福祉協

議会らしい時代に即したものと言えるでしょう。 

 近年、わが国、また世界はめまぐるしく大きな変化をしています。リーマンショック、

また 2011年 3月 11日には東日本大震災が発生しています。さらに今後の急速な少子・

高齢化の進展は、杉並区の住民の暮らしにも大きな影響をもたらすと考えられます。 

 このような時代にあっては、行政に過度に依存するのではなく、地域住民自身が今後

の暮らしとまちづくりについて、自ら考え、話し合い、行動する力の発揮が何より重要

と考えます。その点では、杉並区は、全国、また東京都内でも大きな可能性を秘めた地

域であると考えます。 

 本計画は、このような大きな変化の時代にあって、杉並区社会福祉協議会が、地域住

民に向き合い、ともに課題を探り、解決の方向性を見出し、挑戦していくための道筋を

描いたものと言えましょう。その点では、単なるプランとしてではなく、今後の具体的

な取り組み、そのプロセスと評価が重要になると考えます。失敗を恐れず行動すること、

失敗をしたら、その原因を探り、再チャレンジすること。重要なことは、地域を愛し、

住民とともに歩む熱意と誠意ある粘り強い行動と考えます。このような変化の激しい時

代環境にあって、これまでの仕組みや価値観に縛られない新たな発想や価値観に基づい

て、幅広い人材の発掘や具体的な実現手段を獲得し、その成果を区民とともに享受して

いっていただきたい。 

最後に、そのことを切に念願し、また期待して挨拶とさせていただきます。 

 

 

杉並区社会福祉協議会 実施計画策定委員会 

                委員長 宮城 孝（法政大学現代福祉学部 教授） 
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          FAX  03-5347-2061 

○社会福祉協議会とは 

 

社会福祉協議会とは、社会福祉法に定められた、

地域福祉の推進を図ることを目的とする団体です。 

 主な事業は法律で次のように定められています。 

 

社会福祉法 

 第 10 章 第２節 社会福祉協議会 

 第１０９条（一部抜粋） 

 

･･･次に掲げる事業を行うことにより地域 

   福祉の推進を図ることを目的とする団体･･･ 

 

１ 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

２ 社会福祉に関する活動への住民の参加のた

めの援助 

３ 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普

及、宣伝、連絡、調整及び助成 

４ 前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的

とする事業の健全な発達を図るために必要な

事業 
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