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千円拠点区分 地域福祉推進事業 サービス区分 法人運営事業 事業費 1,159

3　空き家・空き店
舗利活用

先行して取り組む社協の視察、
及び社協内部の検討会の実施
により、情報の整理と取り組み
の具体的な方策について検討
を行った。

「空き家・空き店舗利活用
についての検討会」から出
された方向性に沿って試行
し、本格実施をめざす。
また、空き家対策等、区や
他団体の取り組みについて
は、引き続き情報収集す
る。

①検討結果に基づく試行
②本格実施に向けての課題整理
③空き家等の利活用について、杉並区や
区内民間事業所の取り組みを引き続き情
報収集する。

6　会員組織の強
化

会費納入金額はほぼ前年度並
みと同様であるが、会員数は減
少となっている。今後も本法人
の取組みを理解し支えてもらえ
るよう継続を促す一方、新たな
会員を得るためPR等を行ってい
く。

新規会員　200件増
継続率　80%

①既存会員への会費納入依頼
②新規会員勧誘
・広報紙による新規会員勧誘
・区内行事でのＰＲ
・区内企業訪問（寄附募集と兼ねる）
③杉並社協感謝のつどいの開催

1　資金管理計画
の策定

杉並区社会福祉協議会の資金
管理方針に基づき、運用を行っ
ている。債券や基金の管理等を
安全かつ適正に管理し、利益を
出す必要があるが、マイナス金
利の情勢下にあっては金融商
品の選択が課題となる。

平成28年度資金管理計画
の策定
適正な資産管理

①平成27年度資金管理計画の検証
②平成28年度資金管理計画の策定
③計画に基づく資産管理
④満期を迎える定期預金に替わる金融商
品の選択

2　新たな事業資
金の確保

一般寄付金収益の27年度実績
は大口寄付を受けた26年度と
比較して約645万円の減額と
なっている。年度ごと、大きくば
らつきがあり、安定的な資金確
保のためには寄付金使途目的
を明確にし、PRする必要があ
る。

寄附件数　90件
一般寄附金総額　500万円

①企業・団体への寄附の呼びかけ（区内法
人会への訪問、新規10件）
②遺贈・香典返しのPR
③広報紙による寄附の呼びかけ税額控除
等の記載等

平成  ２８年度 行動計画

事 業 名 1-1-1　組織基盤の強化① 所管係 管理係

取組項目 現　状
目　標

(具体的に）
行　動　計　画
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次
へ
の
課
題

次
年
度
へ
の
課
題

6　会員組織の強化
①継続依頼
4～5月　地域団体会員
6月　個人・施設・団体会員
②新規会員勧誘に向けた広
報紙ポスティング
・新規会員（50件）

6　会員組織の強化
①7月　民協への納入依頼
②新規会員（50件）

6　会員組織の強化
②【PR】すぎなみフェスタ
・新規会員（50件）
③すぎなみ社協感謝のつど
いの開催

6　会員組織の強化
①1月末　会費未納者へ再度
依頼
・新規会員（50件）
②各PR効果の比較検証

達
成
度

2　新たな事業資金の確保
①寄附呼びかけPR作成及び
リストアップ
②広報紙による寄附の呼び
かけ
③寄附数（20件）

2　新たな事業資金の確保
①企業・団体への寄附の呼び
かけ（区内法人会への訪問、
新規5件）
②遺贈・香典返しのPRを広報
紙及びHPに掲載
③寄附数（20件）

2　新たな事業資金の確保
①企業・団体への寄附の呼び
かけ（区内法人会への訪問、
新規5件）
②広報紙による寄附の呼び
かけ
③寄附者へ取組み等を報告
④寄附数（25件）

2　新たな事業資金の確保
①企業・団体への寄附の呼び
かけ（区内法人会への訪問、
新規5件）
②遺贈・香典返しのPRを広報
紙及びHPに掲載
③寄附数（25件）

3　空き家・空き店舗利活用
①検討結果に基づく試行
・試行のための具体的な準備
③空き家・空き店舗の利活用
の情報収集
・区及び民間事業者の動向を
把握する

3　空き家・空き店舗利活用
①検討結果に基づく試行
③空き家・空き店舗の利活用
の情報収集
・区及び民間事業者の動向を
把握する

3　空き家・空き店舗利活用
①検討結果に基づく試行
②試行の評価と本格実施に
向けての課題整理
③空き家・空き店舗の利活用
の情報収集
・区及び民間事業者の動向を
把握する

3　空き家・空き店舗利活用
①本格実施に向けた周知・
PR
③空き家・空き店舗の利活用
の情報収集
・区及び民間事業者の動向に
ついて把握する

ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
1　資金管理計画の策定
①5月　決算を受けて平成26
年度資金管理計画の検証②
5月　平成28年度資金管理計
画の策定③資産管理④満期
を迎える定期預金に替わる金
融商品の選択

1　資金管理計画の策定
③資産管理

1　資金管理計画の策定
③資産管理

1　資金管理計画の策定
①次年度資金管理計画検討
③資産管理
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5　主体的キャリア
アップの奨励

資格取得制度については、人材
育成計画の中に位置づけた。
前年度は資格取得1名にとど
まった。

現　状
目　標

(具体的に）
行　動　計　画

4　新たな研修体
系の運用

平成27年～30年度の人材育成
計画に基づく単年度研修計画を
策定した。
研修を実施したが時期設定や
参加層等の問題がある。
階層及び職層によっては外部
研修が多いので設定に課題が
生ずる。

人財育成計画に基づく研修
の実施
内部研修実施　3回
職員の平均評価　60点

①例年参加している外部研修について検
討
②職層及び階層等の具体的な研修内容の
検討
③中期の研修計画策定
④本年度研修実施
⑤研修評価の実施
⑥受講履歴の適切な管理

資格取得数　2人

職員提案制度を創設、実施
し、有効な提案については
活用を検討する。

平成  ２８年度 行動計画

事 業 名 1-1-1　組織基盤の強化② 所管係 管理係

サービス区分 法人運営事業 事業費

取組項目

①資格取得者及び資格取得権利者のリス
トアップ
②資格取得の奨励
③資格者優遇等の導入検討
④職員提案制度の創設及び実施

千円

・平成29年4月1日の施行に向けて、新評議
員の選任と定款変更の手続きを行う。

拠点区分 地域福祉推進事業

7 社会福祉法人制
度改革への対応

「社会福祉法等の一部改正法
案」に基づき、必要な整備を平
成28年度及び29年度に実施し
なければならない

改正法案を受けて、組織運
営のガバナンス強化と財務
規律の強化に取り組む
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5　主体的キャリアアップの奨
励
②資格取得の奨励
③資格者優遇等の導入検討
④制度の具体化検討、実施
時期等の決定

5　主体的キャリアアップの奨
励
②資格取得の奨励
③資格者優遇等の導入検討
④実施

5　主体的キャリアアップの奨
励
②資格取得の奨励
④事業・業務への活用（検討）

第4四半期第2四半期

達
成
度

4　新たな研修体系運用
①外部研修について検討
②職層及び階層等の研修内
容検討
③中期研修計画策定
④本年度研修実施
⑤研修評価の実施
⑥受講履歴の適切な管理

ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

5　主体的キャリアアップの奨
励
①資格取得者及び資格取得
権利者のリストアップ

7 社会福祉法人制度改革へ
の対応

第3四半期第1四半期

7 社会福祉法人制度改革へ
の対応
・3月　新評議員の選任

7 社会福祉法人制度改革へ
の対応

7 社会福祉法人制度改革へ
の対応
・10月　定款変更

次
年
度
へ
の
課
題

4　新たな研修体系運用
①外部研修について検討
②職層及び階層等の研修内
容検討
③中期研修計画策定
⑥受講履歴の適切な管理

4　新たな研修体系運用
④本年度研修実施
⑤研修評価の実施
⑥受講履歴の適切な管理

4　新たな研修体系運用
④本年度研修実施
⑤研修評価の実施
⑥受講履歴の適切な管理

次
へ
の
課
題
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5.プレゼンテーショ
ンツールの開発

・前年度未達のため、検討から
始める。
・動画なども利用して視覚的に
伝えらえるツールの検討。

・動画作成 ①情報収集
②動画の検討
③動画作成

拠点区分 サービス区分地域福祉推進事業

1.「すぎなみ社協」
の発行

・原稿の構成の精度をあげるた
めに編集委員会を3回に増やし
た。また、「ささえあう地域福祉
の輪」として杉並区内の地域福
祉活動を推進している団体等に
ついて紹介をした。
・四面を社協からのインフォメー
ションとして講座や協力募集等
の呼びかけを行った。
・読者アンケートを実施し、広報
紙への意見を求めた。

・わかりやすい写真を使っ
た広報を行う
・双方向性の記事づくりを
行う。

・読者アンケート実施
（年1回）

①広報紙の発行
・年6回（奇数月・10日）発行
②社内広報編集会議の開催
③読者アンケートの実施
④今後の発行回数等について検討

3.社協リーフレット
の発行

・27年4月から新たな事業実施
に伴い改訂版を作成・配布し
た。

広報事業

2.杉並社協ハンド
ブックの改訂・配付

・新任民生児童委員研修や講
座等時に配布した。

平成  ２８ 年度 行動計画

事 業 名 1-1-2　広報事業 所管係 管理係

取組項目

・定期更新及び新着情報の更
新を行った。
・新着情報を8件提示できるよう
にした。

4.ホームページの
運営

配付計画　執行率100％ ①各係が行う講座及び事業等で配布依頼

10,545 千円事業費

・新着情報更新及び修正等
を随時行う。
・アクセスログから閲覧等に
ついて分析する。
訪問者数　3,000件／月

①定期更新（毎月20日）
月に1度定期更新を行い、イベントや実施
報告などを掲載し、社協の事業を紹介す
る。
②随時更新
新着情報は随時更新し、タイムリーな情報
を掲載する。また、そのために各係に呼び
かけ、情報収集を行う。
③アクセスログ集計

現　状
目　標

(具体的に）
行　動　計　画

改訂版完成（11月末） ①内容検討
②業者選定
③改訂版を関係機関等へ配布
④各係が行う講座及び事業等で配布依頼

5



ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
1.「すぎなみ社協」の発行
①5月号の発行
②発行に向けた編集会議の
開催（3回）

1.「すぎなみ社協」の発行
①7月号・9月号の発行
②発行に向けた編集会議の
開催（3回）
④今後の発行について検討

1.「すぎなみ社協」の発行
①11月号の発行
②発行に向けた編集会議の
開催（3回）
④今後の発行について検討

1.「すぎなみ社協」の発行
①1月号・3月号の発行
②発行に向けた編集会議の
開催（3回）
③1月　読者アンケートの実施

3.社協リーフレットの発行
随時配付

次
年
度
へ
の
課
題

達
成
度

1.「すぎなみ社協」の発行
(100%)
①、②達成
2.杉並社協ハンドブックの改
訂・配布

3.社協リーフレットの発行
随時配付
（100%）
講座等にて配布

4.ホームページの運営
（アクセス数）
4月期：2,545
5月期：2,416

5．プレゼンテーションツール
の開発

次
へ
の
課
題

4.ホームページの運営
①月1回更新
②随時更新
③アクセスログ集計

4.ホームページの運営
①月1回更新
②随時更新
③アクセスログ集計

4.ホームページの運営
①月1回更新
②随時更新
③アクセスログ集計

4.ホームページの運営
①月1回更新
②随時更新
③アクセスログ集計

5．プレゼンテーションツール
の開発
①他団体・企業等のPR動画
情報収集
②動画の検討

5．プレゼンテーションツール
の開発
②動画の検討

5．プレゼンテーションツール
の開発
②動画の検討
③動画作成
※業者選定及び企画打合せ

5．プレゼンテーションツール
の開発
③動画作成

3.社協リーフレットの発行
随時配付

3.社協リーフレットの発行
随時配付

3.社協リーフレットの発行
随時配付

2.杉並社協ハンドブックの改
訂・配布
①内容検討

2.杉並社協ハンドブックの改
訂・配付
①内容検討
②業者選定

2.杉並社協ハンドブックの改
訂・配付
③配布
④各係依頼

2.杉並社協ハンドブックの改
訂・配付
③配布
④各係依頼

6



現　状

　これまで地域福祉の向上を
目的に、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てき
た。また、フォーラムを機会
に、個がもつ力を引き出し、
地域がもつ力を引き出し、強
め、新たな活動展開を産み
出し、共助力の向上につな
げていくことを目的としてき
た。 しかし、この間の地域福
祉フォーラムの開催経緯を
ふりかえると、参加者自らが
活動を生み出すきっかけに
はほぼ至っていない。

拠点区分 地域福祉推進事業

すぎなみ地域福
祉フォーラムの
開催

普及啓発事業

　これまでの開催スタイ
ルを一新し、基調講演会
を単発で開催後、別途、
テーマに即した連続講座
をいくつか開催していく
方法へ変更。そして、講
座終了後に具体的に地
域活動に結びつけること
ができるような設計にし
ていくことに留意。

平成  ２８年度 行動計画

事 業 名 1-1-3　すぎなみ地域福祉フォーラム 所管係 地域福祉推進係

行　動　計　画取組項目
目　標

(具体的に）
①基調講演会
　 フォーラムを機会に、個がもつ力を
引き出し、地域がもつ力を引き出し、強
め、新たな活動展開を産み出し、共助
力の向上につなげていくことを目的とし
た講演とそれを次につなぐ企画（内容）
を参加者に周知し、さらに参加を呼び
かける。

②連続講座
　 基調講演会の終了後、地域で具体
的なアクションを起こすための連続講
座（ワークショップ含む）などを実施。
・「居場所作り講座」など地域の社会資
源（空きスペースなど）を活用すること
を前提に、地域活動を生み出せるよう
な形態。
・他係との連携（社内実行委員会）の
上、住民参画型の地域活動の展開を
模索。

千円1,096サービス区分 事業費
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７月：第３回実行委員会、
広報準備
（チラシ、ポスター作成）

８月：第４回実行委員会

９月：第５回実行委員会、「広
報紙すぎなみ社協」へ掲載、
受付開始

２～３月：報告書作成

３月：報告書配布
ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
４月：講師及び会場調整・確
定（講師依頼）

５月：社内実行委員会立ち上
げ、第１回実行委員会

６月：第２回実行委員会

１０月：フォーラム開催

１１月：連続講座の開催

次
年
度
へ
の
課
題

達
成
度

次
へ
の
課
題
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１

平成  ２８年度 行動計画

事 業 名 1-1-4(1)　きずなサロン支援事業 所管係 地域福祉推進係

行　動　計　画
目　標

(具体的に）
取組項目

・サロン数は平成28年3月末現在、
36ゕ所。6月までに3か所の開設が
確定している。平成27年度の新規
開設は4ゕ所。ここ数年、サロン数は
増加傾向にある。
・27年度にサロン空白地域だった方
南、清水に新規開設した。引き続
き、空白地域のアプローチが必要。
・広報誌に掲載すると、サロン開設
と並び、サロン会場提供を申し出る
方からの問い合わせが多い。また、
利用希望の問い合わせが、毎回多
数寄せられる。潜在的なニーズがあ
るためと考えられる。
・障害を持った方からの利用問合せ
が増えている。また、受け入れ実績
のあるサロンも増えている。
・サロン開催時に住民の潜在的ニー
ズの発見につながることがある。ま
た、サロン運営者だけでは解決が困
難な福祉課題がある。
・サロンが増えるに従い、サロン運
営者間の連携が課題となっている。

普及啓発事業 1,844事業費

（１）きずなサロン
の立ち上げ、継続
支援

・新たに４か所のサロン開設を
目指す。
・サロン空白(未設置)の地域に
ついては、重点的に開設支援
を行う。

・地域住民への情報発信を多
角的に行い、サロン参加者の
増加を目指す。

・研修会や運営者同士の交流
会を実施することにより、誰も
が集える場となるよう、質の底
上げを図る。

・サロン間の連携を育むための
取り組みを行う。地域のイベン
トへ参加しPRする取り組みを
サロンの有志を募って行う。

・引き続き社協内各地域担当
職員による訪問を実施し関係
強化を図る。

１．開設支援
　①サロン開設及び運営支援
　②サロン空白エリアの重点的な開設支援
　③地域担当職員による訪問
　④サロン開設説明会　　年4回(うち１回はサロ
ン空白地域での出張相談会)

２．情報発信
　①広報紙、チラシ、リーフレットを作成し、民協
や町連、関係機関等の協力を得て地域住民へ
PR
　②ウェブサイトでのサロン紹介
　③窓口、電話等での個別利用相談
　④リーフレットの刷新及び周知拡充

３．交流会・研修会
　　年２回
４、地域イベントへの参加
　地域のイベント参加にサロン運営者の有志を
募り、周知PRのための企画立案することで運営
者相互の交流を促進する。
５．連絡会
　ケア24等が開催する地域懇談会への職員の
出席
　

現　状

地域福祉推進事業 千円拠点区分 サービス区分
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1-①サロンの開設支援と運営
支援
1-②空白エリアへのサロン開
設支援
1-③地域担当職員による訪
問
1-④サロン空白地域出張開
設説明会の実施
2-①民協・町連及び伝言板等
でサロンPR
2-②ウェブサイトでのサロン
紹介・ブログ等の活用
2-③窓口、電話等での個別
利用相談
3．サロン運営者交流会・研修
会の実施
4　地域イベントへの参加支援
5　地域懇談会等への出席

第2四半期

ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

第1四半期 第4四半期第3四半期
1-①サロンの開設支援と運営
支援
1-②空白エリアへのサロン開
設支援
1-③地域担当職員による訪
問
1-④サロン開設説明会の実
施
2-①民協・町連及び伝言板等
でサロンPR
2-②ウェブサイトでのサロン
紹介・ブログ等の活用
2-③窓口、電話等での個別
利用相談
4　地域イベントへの参加支援
5　地域懇談会等への出席

次
年
度
へ
の
課
題

1-①サロンの開設支援と運営
支援
1-②サロン空白エリアへの開
設支援（地域支援ネットワーク
と連動）
1-③社協地域担当職員によ
る訪問
1-④サロン開設説明会の実
施
2-①民協・町連及び伝言板等
でサロンPR
2-②ウェブサイトでのサロン
紹介・ブログ等の活用
2-③窓口、電話等での個別
利用相談
3．サロン運営者交流会・研修
会の実施
4　地域イベントへの参加支援
5　地域懇談会等への出席

達
成
度

次
へ
の
課
題

1-①サロンの開設支援と運営
支援
1-②サロン空白エリアへの開
設支援（地域支援ネットワーク
と連動）
1-③社協地域担当職員によ
る訪問
1-④サロン開設説明会の実
施、サロン空白地域出張開設
説明会の検討(地域・会場等)
2-①民協・町連及び伝言板等
でサロンPR
2-②ウェブサイトでのサロン
紹介・ブログ等の活用
2-③窓口、電話等での個別
利用相談
2-④新リーフレットの作成・配
布

4　地域イベントへの参加支援
5　地域懇談会等への出席
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取組項目 現　状

定期連絡会への
参加及び事業への
協力、情報収集・
情報提供等

拠点区分

①定期連絡会への出席
・民協：毎月
・町連：奇数月（広報紙発行）

②担当者連絡会の開催及び記録シートの
活用により、地域担当者間の情報共有を
強化する。

③民生児童委員の一斉改選の年であり、
12月の「委嘱状伝達式」の支援

事業費サービス区分地域福祉推進事業 小地域福祉活動推進事業 千円

行　動　計　画

平成  ２８年度 行動計画

事 業 名 1-1-4(2)　関係機関との連携強化 所管係 地域福祉推進係

・定期連絡会への出席
積極的に社協組織や事業
について周知、浸透を図
る。個別対応、地域課題等
の情報を収集しニーズ発掘
を試み、情報提供・相談援
助を行う。

・担当者連絡会、記録シー
トにより、社協他事業との
連携を強化する。

目　標
(具体的に）

・地域担当が継続して定期連絡
会（民生委員児童委員協議会、
町会連合会）に出席することに
より、関係性の強化を図ってい
る。
・各種事業を通じた民生委員と
の連携向上や近年の募金件数
の増加といった成果につながっ
ている。

・担当者連絡会の情報共有後
の目的・到達点が明確に設定で
きていない。

・地域情報を集積・分析する等
の活用が十分ではない。
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次
年
度
へ
の
課
題

達
成
度

4月　民協・町連
5月　民協・町連
6月　民協

※随時、車いす集計結果の
分析、福祉なんでも相談の統
計数値など、地域ニーズの現
状を材料に民協、町連に投げ
かけ、情報収集を図っていく。

◎毎月の社内担当者連絡会
で各民協、町連での働きかけ
に対する評価を行う。

7月　民協
8月
9月　民協・町連

※随時、「広報紙すぎなみ社
協」の記事内容、福祉なんで
も相談の統計数値など、地域
ニーズの現状を材料に民協、
町連に投げかけ、情報収集を
図っていく。

◎毎月の社内担当者連絡会
で各民協、町連での働きかけ
に対する評価を行う。

次
へ
の
課
題

10月　民協
11月　民協・町連
12月　民協・委嘱状伝達式

※随時、「広報紙すぎなみ社
協」の記事内容、福祉なんで
も相談の統計数値など、地域
ニーズの現状を材料に民協、
町連に投げかけ、情報収集を
図っていく。

◎毎月の社内担当者連絡会
で各民協、町連での働きかけ
に対する評価を行う。

第3四半期 第4四半期第1四半期 第2四半期

ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

1月　民協・町連
2月　民生児童委員大会
3月　民協・町連

※随時、「広報紙すぎなみ社
協」の記事内容、福祉なんで
も相談の統計数値など、地域
ニーズの現状を材料に民協、
町連に投げかけ、情報収集を
図っていく。

◎毎月の社内担当者連絡会
で各民協、町連での働きかけ
に対する評価を行う。
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平成  ２８年度 行動計画

事 業 名 1-1-5　車いす貸出事業 所管係 地域福祉推進係

取組項目

1　短期の車いす
貸出及び貸出拠点
の拡充

2　車いすのメンテ
ナンス

拠点区分 地域福祉推進事業 サービス区分 事業費 461

現　状
目　標

(具体的に）
行　動　計　画

車いす貸出事業

①車いすの管理
②広報周知PR→パンフレットの配布、広報
すぎなみ、広報誌「すぎなみ社協」
③車いす管理者名簿の更新は随時。12月
民生児童委員一斉改選に伴う新名簿の作
成
④車いすの交換、廃棄、新規購入
⑤車いすメンテナンスの実施(今年度105
台)

・貸出拠点は212ヶ所
・貸出件数は1814件

・貸出拠点数については区
民が借りやすいよう拠点数
を増やしていく
・車いすを通じた積極的な
ニーズ収集

千円
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①随時貸出
貸出拠点の随時受付
3月民協、商店会へ貸出実績
集計依頼
②次年度周知PR準備
③名簿は随時更新（内部用）
④車いす交換・修理・廃棄・購
入は随時
⑤次年度メンテナンスの周知

第2四半期 第3四半期 第4四半期

次
へ
の
課
題

ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

第1四半期
①4月　貸出実績集計
随時貸出　貸出拠点の随時
受付
②すぎなみ社協（5月号）にて
掲載　PR用パンフレットの配
布
③名簿は随時更新（内部用）
④車いす交換・修理・廃棄・購
入は随時
⑤車いすメンテナンスの実施
について、6月民協にて周知、
7月より順次メンテナンスの実
施

①随時貸出
貸出拠点の随時受付
②PR用パンフレット配布
③名簿は随時更新（内部用）
④車いす交換・修理・廃棄・購
入は随時
⑤メンテナンスの実施・周知
（方南和泉・下高永福・和田堀
地区）

①随時貸出
貸出拠点の随時受付
②PR用パンフレット配布
③名簿は随時更新（内部用）
民生・児童委員一斉改選に伴
う新名簿の作成
④車いす交換・修理・廃棄・購
入は随時
⑤メンテナンスの実施・周知
（高円寺中央・高円寺地区）

次
年
度
へ
の
課
題

達
成
度
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事業費拠点区分 地域福祉推進事業

・募金減少により財源不足
のため、「定例活動活性化
助成」のあり方を検討する。

・助成対象事業を視察等調
査し、状況把握を行う。ま
た、その情報を広報等に活
用し、募金者に対して報告
する。

・団体からの相談に応じ、
運営や活動に対する助言
や周知協力等、継続的な支
援を行う。

・要綱の見直しを行い、助
成対象経費上限額の見直
し及び内容の表記を改善す
る。

・申請団体を対象とし、申請
書の書き方や助成金を受
ける上で説明会を行う。

サービス区分

・歳末たすけあい運動募金を原
資に事業を行っているが、近年
募金額は減少傾向にあり、共同
募金の助成制度との役割分担
の検討が必要。
①チャレンジ応援助成：先駆的
な団体の立ち上げや運営に助
成することにより、多様な地域
活動を支援することができてい
る。
②定例活動活性化助成：当事
者団体の申請が多く、中には運
営や事業の活性化に課題を抱
えている団体がある。

・申請や助成金の使い方の説明
が行き届いていない団体があ
る。

地域福祉活動費
助成金の実施

地域福祉助成事業 5,618

現　状

平成  ２８年度 行動計画

事 業 名 1-1-6　地域福祉活動費助成 所管係 地域福祉推進係

①前年度の報告書受理、返還金処理
②助成金交付
③助成事業の見直し及び各助成事業につ
いて情報収集
④助成対象事業の視察、報告書受理
⑤助成事業の周知、助成申請受付
⑥助成金申請説明会
⑦審査会の開催

千円

目　標
(具体的に）

取組項目 行　動　計　画
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ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
4月
①27年度助成団体より報告
書を受理、返還金処理
②決定通知を郵送し、助成金
交付

5月
③助成のあり方、要綱の検討
④視察計画を立てる
⑤28年度助成団体をHPで周
知
⑥説明会の内容及び日時の
検討

6月
④助成対象事業の視察、報
告書受理
⑤視察結果を周知

7月
④助成対象事業の視察、報
告書受理
⑤視察結果を周知及び定例
活動活性化助成団体へ地区
配分（B配分）の紹介

8月
④助成対象事業の視察、報
告書受理
⑤視察結果を周知

9月
④助成対象事業の視察、報
告書受理
⑤視察結果を周知

10月
④助成対象事業の視察、報
告書受理
⑤視察結果を周知及び事業
PRチラシの検討

11月
⑤申請募集記事掲載依頼（区
報1月号）
⑥助成金申請説明会の実施

12月
⑤事業PRチラシ作成
⑥助成金申請説明会の実施

1月
⑤事業PRチラシ配布、募集要
項及び申請書配布
⑥助成金申請説明会の実施

2月
⑤申請受付

3月
⑦審査会の開催、助成の決
定

達
成
度

次
へ
の
課
題

次
年
度
へ
の
課
題
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目　標
(具体的に）

現　状取組項目 行　動　計　画

平成  28 年度 行動計画

事 業 名 地域支援ネットワーク 所管係 地域福祉推進係

○小地域エリアに
おいて「ささえあい
の仕組みづくり」の
展開

○社協が委託運営するケア
24の担当地域（当面はケア
24永福）を対象に、個別ニー
ズを支える地域支援ネット
ワークづくりを想定していた
が、昨年度は社会資源の提
供（要援護ニーズを含む）を
きっかけに、町会自治会及
び地域活動者のまきこみの
スタート地点に立つにとど
まった。

○今後の杉並社協の地域福
祉活動の展開にあたって、
地域住民と共に描く地域ビ
ジョンが明確に見いだせて
いない（都市型地域における
小地域エリアでの「ささえあ
いの仕組みづくり」をどのよ
うに展開するか）。

○継続的に社協が委託運営す
るケア24の担当地域を対象に、
個別ニーズの地域支援づくり及
び地域団体等を対象とした研
修（ワークショップ）を通じて、
「ささえあいの仕組みづくり」に
ついて展開する・

○他のケア24エリアの地域に
て、NPO・社会福祉法人・地域
団体等と協働による「ささえあ
いの仕組みづくり」を取り組む。
特に今後の都市型地域におけ
る小地域エリアにおける地域展
開について模索していく。
　・善福寺・西荻北地域
　・下井草、井草地域
　・和田堀地域
　・一部各地域区民センター
等

○学識経験者による小地域エ
リアにおける地域展開のスー
パーバイズを行い、今後の地
域ビジョンを描いていく。

①ケア24永福地域における社会資源（拠
点）の活用と町会自治会、地域活動者のま
きこみ及び人材養成。

②他のケア24エリアの地域における「ささ
えあいの仕組みづくり」の協働事業。
　・善福寺、西荻北地域→NPO法人おでか
けサービス及びケア24善福寺等との協働
によるネットワークの構築及び、研修・調査
活動の展開。
　・井草、下井草、和田堀地域→社会資源
（拠点）活用を切り口に、ケア24、地域内の
NPO、地域団体等との協働によるネット
ワークの構築

③学識経験者を交えた小地域エリアにお
ける地域展開のスーパーバイズ及び学習
会の展開。

拠点区分 地域福祉推進事業 サービス区分 ネットワーク推進事業 事業費 390 千円
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7～9月期
①サロン等開設準備
　 （8～9月期開設予定）
②善福寺・西荻北：研修の展開
和田堀：プログラムの展開
井草・下井草：協働団体とのプレ
プログラムの展開
③定例ミーティング
　 社内学習会の実施等

10～12月期
①拠点を支える団体・住民の仕組
みづくりを展開
②善福寺・西荻北：研修ふりかえり
と小地域エリア内でのささえあいの
仕組みづくりの強化
和田堀：プログラムふりかえりと仕
組みづくりの検討
井草・下井草：協働団体とのプレプ
ログラムの展開
③定例ミーティング
　 社内学習会の実施等

1月期
①拠点を支える団体・住民の仕
組みづくりを展開
②各地域：小地域エリア内でのさ
さえあいの仕組みづくりの強化
③定例ミーティング
　 社内学習会の実施等

2～3月期
①②③
次年度の展開について検討
小地域エリア内における地域展
開方針について検証及び計画づ
くり
　※③定例ミーティングは実施

ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

次
へ
の
課
題

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
4～5月期：
①拠点との折衝、計画づくり
②各地域の協働団体との打
ち合わせ、計画づくり。協働
団体が未定地域ではチーム
内での戦略会議と地域リサー
チ。
③年間計画確認（4月のみ）

6月期：
①町会自治会、地域活動者
等との企画準備（サロン展開
など）
②研修・調査の企画準備
③定例ミーティング

達
成
度
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取組項目 行　動　計　画
目　標

(具体的に）
・区内の学校支援本部と
連携をとり、福祉教育の
推進を図る。

・障害当事者との連携体
制を整え、コーディネート
を積極的に行う。

サービス区分 100

①学校等からの要請により、職員によ
る福祉講話、福祉教育のプログラム企
画協力

②福祉教育の授業等の講師としての、
障害をもつ当事者の人材発掘

ボランティア
学習・福祉教育
の推進

地域福祉推進事業 千円事業費ボランティア活動推進事業

平成  ２８年度 行動計画

事 業 名 1-1-8　ボランティア学習・福祉教育 所管係 杉並ボランティアセンター

・ボランティア講話が増え、
小学校から福祉教育の授業
の企画協力、講話の相談や
依頼が増えた。

拠点区分

現　状
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第2四半期 第3四半期 第4四半期

ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

第1四半期
①学校、団体からの要請に随
時対応

②障害当事者の人材発掘

①学校、団体からの要請に随
時対応

②障害当事者の人材発掘

①学校、団体からの要請に随
時対応

②障害当事者の人材発掘

①学校、団体からの要請に随
時対応

②障害当事者の人材発掘

達
成
度

次
へ
の
課
題

次
年
度
へ
の
課
題
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目　標
(具体的に）

行　動　計　画現　状

事業費

①協働型災害ボランティアネットワークの構
築
区内NGO(NPO）、関係機関等とゆるやかな
ネットワーク組織を構築する。

②災害ボランティアセンター運営スタッフ養
成講座の開催
7月～8月の期間で4回の開催。
オプション企画（災害ボランティアセンター立
ち上げ＆運営訓練、南相馬市フィールドワー
ク、震災救援所との合同立ち上げ訓練）を実
施。杉並災害ボランティアの会が主となって
企画立案できるよう支援をする。

③（仮称）社協内災害ボランティアセンター
運営委員会を立ち上げ、災害ボランティアセ
ンター立ち上げ訓練の企画、緊急時の職員
参集訓練の企画を行う。あわせて、区総合
防災訓練にも参加する。

593 千円

平成  ２８年度 行動計画

事 業 名 1-1-9　災害ボランティアセンター 所管係 杉並ボランティアセンター

・杉並区内の協働型災害ボラン
ティアネットワーク化に着手でき
ていない。

・災害ボランティアセンター運営
スタッフ養成講座【第3期】が修
了した。防災まち歩きでは、1期
生、2期生により立ち上がった
「杉並災害ボランティアの会」に
アシスタントとして協力を依頼。
また、オプション企画として、西
宮中震災救援所の合同立ち上
げ訓練を実施した。

・第1～3期は講座日程が長期
にわたり、途中でとりこぼれる受
講者がいたため、第4期からは4
回の短期集中型方式に変更予
定。

・社協内の災害ボランティアセン
ター立ち上げ＆運営訓練及び
緊急時の参集訓練などは未整
備。社協内に横断的なＰＴを立
ち上げ、計画的に訓練を行う必
要がある。

・協働型災害ボランティア
ネットワークの構築を図る。

・第4期災害ボランティアセ
ンター運営スタッフ養成講
座（4回連続講座）の開催。

・オプションプログラムとし
て、災害ボランティアセン
ター立ち上げ＆運営訓練、
南相馬市フィールドワーク、
震災救援所との合同立ち
上げ訓練を実施する。オプ
ション企画は、杉並災害ボ
ランティアの会（第1～3期
受講生）が企画立案できる
ように、側面的な援助を行
う。

・災害ボランティアセンター
立ち上げ＆運営訓練及び
緊急時の参集訓練の実施
に向け、社協内に横断的な
PTを立ち上げる。

1.災害ボランティア
ネットワークの構
築

取組項目

2.災害ボランティア
センター運営ス
タッフ養成講座の
開催

3.災害ボランティア
センター立ち上げ
訓練及び周知PR

サービス区分地域福祉推進事業 ボランティア活動推進事業拠点区分
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ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

次
へ
の
課
題

①ネットワーク化にあたり、区
内のNGO（NPO）のピックアッ
プ。会議開催に向けた準備を
行う。

②5月：広報開始、震災救援
   所   所長会及び会長会
   で周知

③社協内運営委員会の組織
立ち上げについて準備

①引き続き、ネットワーク化に
あたり、区内のNGO（NPO）の
ピックアップ。会議開催に向け
た準備を行う。

②7～8月：講座開催
　　南相馬市フィールドワーク
    の企画立案
   （杉並災害ボランティア
     の会企画）
　
③第1回社協内運営委員会
招集
　　顔合せ、機能役割の確
認、
    年間計画に沿って、 タスク
　　確認

①第1回会議開催
　　顔合せ、各団体の取り
    組み状況の共有、年間
    計画の確認

②オプションプログラムの
   開催
　　12月：南相馬市フィールド
　　ワーク実施

③第2回社協内運営委員会
開催
　　災害ボランティアセンター
    立ち上げ訓練の企画立案

①第2回会議開催
　　災害ボランティアセンター
　　立ち上げ訓練参加

②2～3月：次年度の企画立案

③第3回会議開催
　　・災害ボランティアセンター
    　立ち上げ訓練実施
　　・次年度の企画立案

次
年
度
へ
の
課
題

達
成
度
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現　状

①個人情報保護研修の開催

②災害時要配慮者の支援対策として震災
救援所の取り組みへの支援協力

災害時要配慮者
支援対策

千円

・避難支援会議の開催はほとん
どなく、社協職員のかかわりは
ほとんどない。

・個人情報保護研修は、下半期
に開催日を設定し、町会自治会
からの要望に柔軟に対応してい
る。

サービス区分 事業費地域福祉推進事業

平成  ２８年度 行動計画

事 業 名 1-1-10　たすけあいネットワーク事業 所管係 杉並ボランティアセンター

目　標
(具体的に）

取組項目 行　動　計　画

450

・個人情報保護研修は今後
も柔軟に対応していく。

拠点区分 たすけあいネットワーク事業
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第3四半期
①個人情報保護研修の開催

②避難支援計画策定の会議
へ参加

①個人情報保護研修の開催

②避難支援計画策定の会議
へ参加

ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

第1四半期 第2四半期
①②避難支援計画策定の会
議へ参加及び個人情報保護
研修企画を保健福祉部管理
課地域福祉推進担当係と行
う。

次
へ
の
課
題

第4四半期
①個人情報保護研修の開催

②避難支援計画策定の会議
へ参加

次
年
度
へ
の
課
題

達
成
度
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取組項目

平成  ２８年度 行動計画

事 業 名
1-1-11(1)①
特技を活かしたボランティア

所管係 杉並ボランティアセンター

行　動　計　画

事業費

目　標
(具体的に）

現　状

サービス区分 ボランティア活動推進事業

特技を活かしたボ
ランティアの登録と
ＰＲ

「特技ボランティア
の広場」の開催

「特技ボランティア
交流会」の開催

・登録の仕組みは継続、ライン
ナップの発行（冊子、ＨＰ）

・27年度で11団体が新規登録。

・「特技ボランティア披露会」の
開催で施設関係者や区民の
方々へ特技ボランティアの周
知・ＰＲに努めた。7月：福祉施
設担当者連絡会と同時開催し
た。

【課題点】
・長年登録しているが活動にい
たっていない方へのフォロー
アップ、新規登録者の活動場所
の提供

・物づくり関連のボランティアが
少なく、依頼は多いため登録を
推進する。

・特技を活かした「ボラン
ティアの広場」の開催と福
祉施設担当者連絡会との
同時開催

・特技さん交流会（2月）
登録しているが活動にい
たっていない方や依頼の多
い方との交流会を開催し活
動推進を促す。

千円地域福祉推進事業 23

①特技ボランティアの登録（随時）

②特技さんラインナップの作成
　小物作りボランティアの登録推進

③特技を活かした「ボランティアの広場」の
開催

④特技ボランティア交流会

拠点区分
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①特技ボランティア登録更新
の案内発送

②小物作りボランティア登録
推進に向けた広報宣伝（継
続）

④「特技さん交流会」の開催
（２月）

第4四半期
①特技ボランティアの登録随
時

②小物作りボランティア登録
推進に向けた広報宣伝（ホー
ムページ・情報紙など）

③特技を活かした「ボランティ
アの広場」開催

ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

第1四半期 第2四半期 第3四半期

次
へ
の
課
題

①特技ボランティアの登録
随時

②5月　特技さんのラインナッ
プ作成・発送（第14版）

③特技を活かした「ボランティ
アの広場」の開催に向けた企
画検討

①特技ボランティアの登録随
時

②小物作りボランティア登録
推進に向けた広報宣伝（継
続）

④「特技さんボランティア交流
会」の開催に向けた企画検討

次
年
度
へ
の
課
題

達
成
度

26



平成  ２８年度 行動計画

事 業 名
1-1-11(1)②
はじめてのボランティア説明会

所管係 杉並ボランティアセンター

取組項目 行　動　計　画現　状

千円

目　標
(具体的に）

①開催チラシや説明会で使用するスライド
の内容を充実させるため更新を行う。

②6月から火曜日～土曜日に開所日が変
更になることに伴い、事業開催の曜日と時
間等、開催方法について検討を行う。

③1回あたりの受入れ人数について検討す
る。

15

はじめてのボラン
ティア説明会の開
催

事業費地域福祉推進事業

・毎月第4火曜日に少人数で一
日3回実施。

・ボランティア活動が多種多様
な内容になっているため、多様
な情報を求めている参加者に対
応できる内容が求められてい
る。

・夜間の参加者が少ない。

１．説明会での情報提供の
内容を充実させる。

２．６月からボランティアセ
ンターの開所日の変更にと
もなう対応が必要となる。
申し込み締切日（現在は前
日の月曜日）の検討、改め
て,夜間開催と土曜日開催
の可否について検討を行
う。

拠点区分 ボランティア活動推進事業サービス区分
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第4四半期
【開催日】  ４月２６日（火）
　　　　　　　５月２４日（火）
　３回実施　・１０時～１１時半
　　　　　　　 ・１３時半～１５時
　　　　     　・１９時～２０時半
　　各回定員７名

①開催チラシの作成準備
　スライドの更新作業の準備

ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

第1四半期 第2四半期 第3四半期
【開催日】　 ７月２６日（火）
　　　　　　 　８月２３日（火）
　　　　　　 　９月２７日（火）
※実施方法は左記のとおり
　

①開催チラシの作成
　スライドの更新作業を終え
る

【開催日】　１０月２５日（火）
　　　　 　 　１２月２０日（火）
　
※実施方法は左記のとおり

②③土曜日開所の状況を見
て、開催方法と受入れ人数の
検討

【開催日】　１月２４日（火）
　　　　　  　２月２８日（火）
　　　　 　 　３月１４日（火）
※実施方法は左記のとおり

②③検討を受け、事業開催の
変更を試行

達
成
度

次
へ
の
課
題

次
年
度
へ
の
課
題
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平成  ２８年度 行動計画

事 業 名
1-1-11(1)③
ボランティア・地域活動見本市

所管係 杉並ボランティアセンター

・昨年度２回目は、地域限定で
の開催。参加団体のボランティ
ア募集というよりは、各団体の
活動紹介の場として開催し、よ
り近い距離でつながりやすくなっ
た。横のつながりもできた。
・また、他のイベントとの合同開
催でなく、見本市単独での開催
だったため、目的を持って来場
する方が多かった。

拠点区分

現　状

千円事業費ボランティア活動推進事業

取組項目 行　動　計　画
目　標

(具体的に）
・地域を限定してのミニ見本
市を平成28年度は２回開催
する。

・地域の活動団体に出展い
ただくため、丁寧な事前説
明・連絡をとる。

サービス区分 146

①ボランティア地域活動見本市ｍｉｎｉの開
催。
　
年２回開催。

＜１回目＞
　６月４日（土）荻窪ハーモニーまつりに参
画
　あんさんぶる荻窪

＜２回目＞
　１２月～２月期に開催。

ボランティア・地域
活動見本市の開
催

・ボランティア・地
域活動団体のPR
ブースの設置
・ボランティア・地
域活動団体同士
の交流場面の設
定

地域福祉推進事業
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次
年
度
へ
の
課
題

達
成
度

第2四半期 第4四半期
　7月　第１回開催の事業検証

①第２回開催準備
　8月　第２回の企画・立案

①第２回開催
　1月　第２回ボランティア・地
域活動見本市miniの実施

　2月　第２回の事業検証及び
次年度計画立案

①第１回開催準備
　4月　出展団体打診
　5月　事前説明会の開催
　6月4日（土）
　第１回ボランティア・地域活
動見本市mini開催。
（荻窪ハーモニーまつり参画）

ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

次
へ
の
課
題

第3四半期第1四半期
①第２回開催準備
　11月　出展団体打診
　12月　事前説明会
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平成  ２８年度 行動計画

事 業 名 1-1-11(2)　人材養成・研修事業 所管係 杉並ボランティアセンター

①＜ボランティアセミナー＞
4月期：受入れ施設へアンケート実施
5月期：受入れ先一覧表の作成
6月期：チラシ、ＨＰなどによる周知ＰＲ
7月期～８月期：申し込み受付、ボランティア
　　　　　　　　　　体験学習の実施
9月期：まとめの会の開催
10月期～11月期：感想文集の作成

区・児童青少年課と協働して
開催する。
今回は小学生も参加できるプ
ログラムを用意し、幅広い年
齢層が参加できるような体験
メニューを用意する。

サービス区分

・ボランティア受入れ担当者
向けに、体験型研修を開催す
る。
実際にボランティアとしていく
ことで、ボランティアコーディ
ネータの対応を体験し、学ぶ
場とする。

①＜ボランティア受入れ施設・団体のボラン
ティアコーディネーター研修の開催＞

　→6月期：広報　周知　ＰＲ
 　　7月期：開催

①＜ボランティア受入れ施設担当者連絡会
＞

6月期、12月期に連絡会を開催する。

中・高・大・専門学校生・勤労者
（30歳くらいまで）を対象に、区
内福祉施設等で、夏休み期間中
に3日間以上のボランティア体験
学習を行っている。体験後には
まとめの会を開催。感想文集も
発行している。

申し込み受付日を増やしたが、
参加者がこない回もあった。

423 千円

①＜傾聴ボランティア養成講座＞
11月期：企画立案
12月～1月：広報周知
2月期：講座開催

②＜フォローアップ講座＞
8月期：企画立案
9月～10月期：広報周知
11月期：講座開催

いずれも「すぎなみ地域大学」と共催で行う。

取組項目
目　標

(具体的に）
行　動　計　画現　状

1.ボランティア受入
れ施設・団体のボ
ランティアコーディ
ネーター研修

参加率も高いため、年２回開
催
各回参加者３０名

＜福祉施設職員対象の研修＞
施設全体のボランティアに対す
る意識を変えるために平成２７
年度は理事長・施設長向けに
行ったが、参加者が少なかっ
た。

事業費

・福祉施設ボランティア受入れ施
設担当者連絡会を年１回開催。
情報交換の場として参加率も高
い。

・昨年同様、すぎなみ地域大
学と共催で傾聴ボランティア
養成講座を開催する。
・今年度より、活動者を対象と
したフォローアップ講座もすぎ
なみ地域大学と共催で開催
する。

ボランティア活動推進事業

3.ボランティアセミ
ナーの開催

2.ボランティア受入
れ施設担当者連絡
会

拠点区分 地域福祉推進事業

4.傾聴ボランティア
　講座の開催

・すぎなみ地域大学と共催で、傾
聴ボランティア入養成講座（全5
回）を実施した。受講者は27名
（申込み人数は45名）。
・講座最終日には、杉並区内で
活動している傾聴ボランティアグ
ループのうち新規メンバーを募
集している8グループに活動紹
介を行っていただき、講座終了
後18名が各グループで活動を開
始している。
・傾聴ボランティアとして活動し
ている方を対象に、フォローアッ
プ講座を実施した。
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ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

第3四半期 第4四半期
１－①7月　体験型研修実施

３－①7月　申し込み受付
　　　　7月～8月　ボランティア
　　　　　　体験学習
　　　　9月　まとめの会の開催

４－②フォローアップ講座
　　　　8月　企画立案

２－①11月　周知・PR
　　　　12月　実施

３－①10月　感想文集作成・送
付

４－①傾聴ボランティア養成講
座
　　　11月　企画立案
　　　12月～　広報周知・PR

４－②フォローアップ講座
　　　9月～10月　周知・PR
　　　11月　講座開催

第1四半期 第2四半期
１－①4月　協力施設打診
　　　  5月　打ち合わせ
　 　　 6月　広報、周知、PR

２－①5月　周知
　　　　6月　開催

３－①4月　受け入れ先アン
ケー
           トの実施
　　　　　　保育園長会出席
　    　5月　受入れ先一覧の
作
               成
　    　6月　チラシ・ポスターの
作
              成、周知・PR

４－①傾聴ボランティア養成講
座
　　　2月　講座開催

次
年
度
へ
の
課
題

達
成
度

次
へ
の
課
題
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ボランティア活動推進事業

現　状 行　動　計　画

2.ホームページの
運営

情報紙「ボラン・て」の発行
①インタビュー企画の充実
②ボランティア情報の充実と掲載団体の
フォローアップ

・毎月10日（閉所日の場合
は直近の平日）、年12回発
行。発行部数は5,000部。
「ボランティアコーディネー
ターの現場から」に代わる
企画として、「イマドキの学
生事情～ボランティアって
どうよ⁉」の連載を開始。区
内にある6つの大学および
短期大学において、学生の
ボランティア活動を推進して
いる教員や職員を取材し、
地域の皆さんに大学生の
現状やボランティア活動の
位置づけ、各大学の取り組
み等を知ってもらうことを目
的とする。
・情報掲載を行った施設や
団体に、掲載後の反響を確
認し、フォローアップを行う。

拠点区分 地域福祉推進事業 サービス区分 事業費

①定期的な情報更新
②積極的なブログの活用
③災害時に向けた、緊急時投稿訓練の実
施

1,713

平成  ２８年度 行動計画

事 業 名 1-1-11(3)　情報の収集と発信・提供 所管係 杉並ボランティアセンター

1.情報紙
「ボラン・て」の編
集・発行

取組項目
目　標

(具体的に）
・昨年度より一部を印刷業者に
外部発注としたことで、より見や
すい紙面となった。期日に遅れ
ることなく、順調に発注できてい
る。
・インタビュー企画は、「すゝめボ
ランティア」、「ボランティアコー
ディネーターの現場から」を隔月
交互に連載した。ボランティア受
入れ施設・団体でコーディネー
ターを担っている方を取材し、ボ
ランティアを受け入れる側の視
点を読者に伝えた。
・時期により、ボランティア募集
等の情報に差がある。また、掲
載した団体へのフォローアップ
ができていない。

・ブログを積極的に活用し、
定期的な情報発信を行う。
・情報掲載依頼のあった記
事を迅速に掲載する。

・事業と連動した情報発信を
行った。
・ブログの更新率が低く、事業に
関わらず頻繁に更新をする必要
がある。

千円

33



第1四半期

2.ホームページの運営
①即効性を意識した情報を随
時更新：閲覧数約30,000件/
月、上半期で18万件
②随時

2.ホームページの運営
①即効性を意識した情報を随
時更新：閲覧数約30,000件/
月、第3四半期で27万件
②随時
③緊急時投稿訓練の実施

2.ホームページの運営
①即効性を意識した情報を随
時更新：閲覧数約30,000件/
月、年間で36万件
②随時

2.ホームページの運営
①即効性を意識した情報を随
時更新：閲覧数約30,000件/
月、第1四半期で9万件
②随時

第2四半期

ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

1.ボラン・ての編集・発行
①毎月10日発行（日・月・祝の
場合は直近の平日）
【入稿日】
1月号　12月28日
2月号　2月2日
3月号　3月2日
②随時

次
へ
の
課
題

第3四半期 第4四半期
1.ボラン・ての編集・発行
①毎月10日発行（日・月・祝の
場合は直近の平日）
【入稿日】
4月号　4月2日
5月号　4月28日
6月号　6月2日
②随時

1.ボラン・ての編集・発行
①毎月10日発行（日・月・祝の
場合は直近の平日）
【入稿日】
7月号　7月4日
8月号　8月2日
9月号　9月1日
②随時

1.ボラン・ての編集・発行
①毎月10日発行（日・月・祝の
場合は直近の平日）
【入稿日】
10月号　9月30日
11月号　11月2日
12月号　12月1日
②随時

次
年
度
へ
の
課
題

達
成
度
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・運営委員会内に設置している
各部会のうち、調査研究部会が
滞っている。
・運営委員の改選。
・活動支援として活動者の保険
加入の窓口を行っている。

112

現　状

千円事業費ボランティア活動推進事業

平成  ２８年度 行動計画

事 業 名 1-1-11(4)　センター運営 所管係 杉並ボランティアセンター

拠点区分

センター運営

地域福祉推進事業

取組項目 行　動　計　画
目　標

(具体的に）
・運営委員の改選のタイミ
ングで、運営委員内の部会
の再編成をする。
・統一した保険の窓口対応

サービス区分

①運営委員会の開催
　　年５回（委員改選のため１回増）
・部会活動の再編成

②相談窓口の対応
・ボランティア保険の統一した取り扱い
・相談対応のスキルアップ

③貸出器材のマニュアル整備。

35



②相談対応　通年

③貸出機材のマニュアル作成

①1月31日
　　　第4回運営委員会
 　3月21日
　　　 第5回運営委員会
　

②相談対応　通年

ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
①5月25日
　　第1回運営委員会
 　6月　日
　　第2回運営委員会
　　　　　　部会の再編成

②相談対応　通年

①10月25日
　　　第3回運営委員会

②相談対応　通年

③貸出機材のマニュアル作成

次
年
度
へ
の
課
題

達
成
度

次
へ
の
課
題
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2,834 千円拠点区分 地域福祉推進事業 サービス区分
福祉サービス利用援助

事業サービス
事業費

3.関係機関との連
携強化

・相談対応を通じ、ケア24、ケア
マネジャー、成年後見センター
等と連携している。

・日ごろからの関係機関と
の連携により、必要時のス
ムーズな事業利用のほか、
困難ケースについても効果
的に事業を利用することで
課題解決をはかることがで
きる。

①各関係機関への説明会を通じ、地権、後見
についての周知を行うとともに、必要時に連
携がとれる関係作りを意識していく。
②後見センターとの業務連絡会を毎月開催
し、利用者支援や周知普及を検討する。

4.生活支援員の資
質向上、雇用整備

・年3回杉並社協の研修及び城
西ブロック合同研修年1回を開
催。2/3以上の出席がある。
・緊急時（災害時）対応マニュア
ルを作成し、配布した。
・時給、定年制等について検討
が必要。

・利用者支援に活かすため
支援員研修等により、生活
支援員の資質とモチベー
ションを向上させていく。
・緊急時マニュアルについ
て機会を捉え説明すること
で浸透させていく。
・日ごろのケース対応により
専門員との連携の強化をは
かっていく。
・雇用条件の整備を行う。

①年2回の内部研修と城西ﾌﾞﾛｯｸ合同研修の
1回を開催し、実務的な知識と業務について
の理解を深めていく。
②日頃からの専門員との連携や研修により、
利用者状況の的確な把握と専門員への報
告、相談ができるような関係および技術の構
築を図っていく。
③雇用条件について検討していく。

行　動　計　画

1.利用者支援と
　相談対応

・3月末契約者150名に対し、
3,000件弱の定期、臨時支援が
ある。新規契約者、死亡等によ
る解約者対応も総数で90件弱
あることから専門員が日々対応
している。
・制度が浸透するにつれｹｱﾏﾈ
やケア24、関係機関からの相談
も多数あり、電話や訪問対応し
ている。
・必要時には杉並区成年後見ｾ
ﾝﾀｰや他機関と連携しながら対
応している。

・利用者支援を適切に行
い、本人が安心して地域で
生活することができるよう努
める。
・アセスメントを的確に行
い、所内でのケース共有、
検討を随時行なうことで
ケース対応力を高めてい
く。
・関係機関とのネットワーク
を通じ適切なアセスメントに
よる利用者支援を行う。

①アセスメントを的確に行い、課題を明確にし
ながら必要な支援を進めていく。
②モニタリングやケース会議を毎月実施する
ことで適切な利用者支援につなげていく。
③スムーズに相談対応できるよう、情報の共
有化、手間の可視化をする。

2.権利擁護の周知
普及

・一般区民を対象に、講演会や
ｹｱ24主催の家族介護教室等で
制度説明会を実施している。
・福祉関係者との連携のため、
関係者向けの事業説明も必要
に応じ行っている。
・個別相談会の実施は行ってい
ない。

・関係機関や住民に事業を
知ってもらうことにより、認
識力の低下はあっても地域
の中で自立した生活を続け
ることができる人々を増や
していく。
・必要な住民に事業がつな
がるよう、様々な機会を捉
えてわかりやすい言葉で事
業周知を行っていく。

①ケア２４、ケアマネ、関係機関等の職員を
対象とした説明会や事例検討会を実施し、権
利擁護についての理解を深めていく。
②区民を対象とした講演会を実施し、事業に
ついての知識を広めていく。
③広報誌を利用し、周知普及を行っていく。

平成  ２８年度 行動計画

事 業 名
1-1-12

　　　地域福祉権利擁護事業 所管係 あんしんサポート係

取組項目 現　状
目　標

(具体的に）
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次
へ
の
課
題

次
年
度
へ
の
課
題

ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

第1四半期 第2四半期 第3四半期

３関係機関との連携強化
①ケアマネ、ケア２４対象の説
明
②業務連絡会を毎月実施【継
続】

３関係機関との連携強化
①ケアマネ研修等での説明
②業務連絡会を毎月実施【継
続】

３関係機関との連携強化
①ケアマネ、ケア24対象の説
明
②業務連絡会を毎月実施【継
続】

３関係機関との連携強化
①福祉事務所等関係者への
説明
②業務連絡会を毎月実施【継
続】

達
成
度

第4四半期

２権利擁護の周知普及
①②関係機関での事例検討
を用いた説明会の検討。随時
介護教室等での制度説明実
施
③民児協等での事業説明実
施

２権利擁護の周知普及
①②関係機関での事例検討を
用いた説明会の検討。随時介
護教室等での制度説明実施
③民児協等での事業説明実施

４生活支援員の資質向上、雇
用整備
①②5月支援員研修実施（単
独）日々のケース対応による
専門員との連携。
③定年制、時給等の雇用整
備検討

４生活支援員の資質向上、雇
用整備
①②支援員研修準備。日々
のケース対応による専門員と
の連携。
③定年制、時給等の雇用整
備検討

４生活支援員の資質向上、雇
用整備
①②5月支援員研修実施（城
西ﾌﾞﾛｯｸ）日々のケース対応
による専門員との連携。
③定年制、時給等の雇用整
備検討

４生活支援員の資質向上、雇用
整備
①②5月支援員研修実施（単
独）日々のケース対応による専
門員との連携。
③定年制、時給等の雇用整備
検討

１契約者支援と相談対応
①随時対応【継続】
②ケース会議とモニタリングを
隔月実施【継続】
③手順書の見直しを行う

１契約者支援と相談対応
①随時対応【継続】
②ケース会議とモニタリングを
隔月実施【継続】
③手順書の再確認

１契約者支援と相談対応
①随時対応【継続】
②ケース会議とモニタリングを
隔月実施【継続】
③係内ケース共有について検
討

１契約者支援と相談対応
①随時対応【継続】
②ケース会議とモニタリングを
隔月実施【継続】
③係内ケース共有について検
討

２権利擁護の周知普及
①②ケア２４等関係者向けの
説明を行う。
③7月　広報誌に制度紹介掲
載準備

２権利擁護の周知普及
①②7月　権利擁護について
の区民向け講演会実施。後
見センターと共催の講演会実
施。ケア24南ﾌﾞﾛｯｸ協力員へ
の事業説明
③7月　広報掲載
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平成  ２８年度 行動計画

事 業 名
1-1-14
　　ささえあいサービス事業

所管係 ささえあい係

取組項目 現　状
目　標

(具体的に）
行　動　計　画

1.相談援助及び会
員の登録

（会員の確保及び
参加率の向上

・新規協力会員は目標値を得た
ものの、退会人数が多く、総数
は減少した。
・活動参加率は目標の48%を超
えた。

平成26年度
　利用会員　320人
　協力会員　325人
平成27年度
　利用会員　341人　（新規入会
110人）
　協力会員　357人
　　　↓　　<28年3月31日現在>
 【協力会員の増加】
・新規登録は、目標の50人に対
して  　　 63人（達成率 126%）
　＊退会者　41人
・登録者は、目標の345人に対し
て　　+12人（達成率　103%）
・活動参加率は、目標の48％に
対して　53.3%（達成率 111%）

年間50人の新規協力会員
登録を行うと同時に世代交
代を図る。また、実際に活
動に参加する協力会員の
割合を高める。

・協力会員の新規登録　50
人
・登録更新を経て、年度末
登録数を前年度比20人増
加する。
・活動参加率　50%

協力会員募集出張説明会
の実施

①協力会員募集のチラシをコミュニティバ
ス内に設置・配布する。

②区及び社協広報紙に協力会員募集の記
事を定期的に掲載する。

③登録継続意向調査を実施する。

④活動参加状況を把握する（未活動の会
員の参加を促進する）。

⑤協力会員募集出張説明会を実施する。

事業費

2.研修と交流 介護保険制度下で、範囲外とな
る通院介助、同居家族の存在で
家事援助が利用できない等の
現状がある。
サービスでは満たされない、生
活上のいきがい等の課題に気
づくも、支援の手がなく、苦慮し
ている。

①ニーズに即したスキル向
上と新規協力会員を獲得す
る。

②フォローアップ研修の内
容を随時見直し、実施す
る。

③意見交換・情報交換を目
的とした交流会を行い、協
力会員同士の連携も図る。

①登録時研修の回数や進み方を見直し、
効率を高める。
②フォローアップ研修を実施する。
③交流会・茶話会を実施する。見学会の開
催を検討する。

3.情報提供とPR 27年1月に変更した「ささえあい
サービス」の名称でさらに浸透さ
せる必要がある。
会員用の情報紙は、利用会員
向け、協力会員向けに分離し
た。それぞれに対して、わかり
やすい情報の提供、研修会や
交流会等の案内を行うことがで
きている。

協力会員については、新規
の活動募集情報を定期掲
載し、参加啓発を行う。

①利用会員向け情報紙を年4回、発行す
る。

②協力会員向け情報紙を年12回、発行す
る。

4.サービスの向上 27年度に実施した、「ささえあい
サービス未来会議」を受けて、
QOL(生活の質)を高める外出介
助支援に力を入れていく。
社会変化に応じたサービスのあ
り方について検討する。

①ささえあいサービス未来
会議継続検討課題の検討
②QOL(生活の質)を高める
外出介助支援の実施
③生活保護受給者への減
免制度の実施に向けて準
備する。
④関係機関との情報交換を
行い、連携を図る。

①ささえあいサービス未来会議継続検討課
題の検討
②QOL(生活の質)を高める外出介助支援
を実施する。
③生活保護受給者への減免制度実施に向
けて準備を行う。
④関係機関との情報交換会実施について
検討する。必要に応じて実施する。

千円拠点区分 地域福祉推進事業 サービス区分 ホームヘルプサービス事業 26,091
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2.研修と交流会
①登録時研修　2回実施

2.研修と交流会
①登録時研修　2回実施
②研修　1回実施
③交流会　1回実施

2.研修と交流会
①登録時研修　2回実施
②研修　1回実施
③茶話会　1回実施

1.会員の確保及び参加率向
上

②区報への掲載　2回実施
③登録意向調査の実施

④毎月 活動参加状況の把握
⑤出張説明会

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

3.情報提供とPR
①利用会員向け　1回発行
②協力会員向け　毎月発行
（累計6回）
③訪問活動の実施

1.会員の確保及び参加率向
上

①コミュニティバスへの掲出
　　1回実施

②区報への掲載　2回実施
④毎月 活動参加状況の把握

1.会員の確保及び参加率向
上

②区報への掲載　2回実施
④毎月 活動参加状況の把握

⑤出張説明会

1.会員の確保及び参加率向
上

①コミュニティバスへの掲出
　　1回実施

②区報への掲載　2回実施
③調査の整理・メンテナンス

④毎月 活動参加状況の把握

次
年
度
へ
の
課
題

達
成
度

2.研修と交流会
①登録時研修　2回実施
②研修　2回実施
③交流会　1回実施

4.サービスの向上
②利用会員へQOL(生活の
質)を高める外出介助支援の
広報周知
③生活保護受給者への減免
制度実施に向けて準備を行う

4.サービスの向上

③生活保護受給者への減免
制度実施に向けて準備を行う

④情報交換会実施について
検討

4.サービスの向上

③生活保護受給者への減免
制度実施に向けて準備を行う

ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

3.情報提供とPR
①利用会員向け　1回発行
②協力会員向け　毎月発行
（累計3回）
③訪問活動の実施

3.情報提供とPR
①利用会員向け　1回発行
②協力会員向け　毎月発行
（累計9回）
③訪問活動の実施

3.情報提供とPR
①利用会員向け　1回発行
②協力会員向け　毎月発行
（累計12回）
③訪問活動の実施

4.サービスの向上
①ささえあいサービス未来会
議継続検討課題の検討

③生活保護受給者への減免
制度実施に向けて準備を行う
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平成  ２８年度 行動計画

事 業 名
1-1-15
ファミリーサポートセンター事業

所管係 ささえあい係

取組項目 現　状
目　標

(具体的に）
行　動　計　画

事業費 4,695

1.相談援助及び会
員の登録

（会員の確保）

利用会員は若干前年度末より減
少。協力会員は順調に増加する
も、利用会員の1/3である。
活動件数は減少傾向。

・利用会員　1,407人
・協力会員　  356人
・両方会員   　  4人
       　↓
【協力会員の増加】
・新規登録  61人（達成率 102%）
・登録目標368人に対して-8人
（達成率98%）

 <28年3月31日現在>

・協力会員の新規登録　60
人

・登録更新を経て、年度末
登録数を前年度比　20人増
加する。

①関係機関に対してポスターやチラシ等の
配布及び掲示を依頼する。

②区広報紙へ募集記事の掲載依頼をする
（低コストで、もっとも効果的である）。

③協力会員の登録地域を意識して、出張型
の説明会を実施する。

2.研修と交流 会員の活動意欲を高め、スキル
アップにつながるような研修及
び交流会を行なう必要がある。

子育てを取り巻く現状を伝
え、ニーズに対応することが
できる協力会員の養成を図
る。

①フォローアップ研修は、現在の子育て世
帯の状況や子どもの心理の理解、行政施
策の動向等のテーマで行う。

②参加型の企画を行い、会員同士の交流
を促進する。

千円

3.情報提供とPR 会員の協力を得て、情報紙の発
行が行われている。利用会員も
協力に前向きである。
制度の周知が充分ではないの
ではないかという声がある。

会員に対して適宜・適切な
情報提供を行うと共に、子
育て世代に制度の周知と理
解を進める。

①会員に記事投稿などの協力を得ながら、
情報紙を発行する

②利用会員向けの入会の手引きの配布先
を見直し、配布量の拡大を行う

③広報媒体の検討実施

拠点区分 地域福祉推進事業 サービス区分 ファミリーサポートセンター事業
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3.情報提供・PR
①ファミサポ通信の発行　1
月、3月
②利用の手引き　作成・配布

ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

3.情報提供・PR
①ファミサポ通信の発行　5月

③新しい広報媒体の検討

3.情報提供・PR
①ファミサポ通信の発行　7
月、9月

③新しい広報媒体の実施

3.情報提供・PR
①ファミサポ通信の発行　11
月
②利用の手引き　企画

次
年
度
へ
の
課
題

達
成
度

次
へ
の
課
題

2.研修・交流
①登録時研修　4月、5月、6月
　ステップⅠ　　4月、6月
　フォローアップ　6月
②交流会　　　　6月

2.研修・交流
①登録時研修　7月、9月
　ステップⅠ　　9月
　ステップⅡ　　7月
　フォローアップ　7月、9月

2.研修・交流
①登録時研修　11月
　ステップⅠ　　11月
　ステップⅡ　　10月
②交流会　　　　10月

2.研修・交流
①登録時研修　1月、3月
　ステップⅠ　　2月
　ステップⅡ　　2月
　フォローアップ　2月

1.会員の確保
②5月号に掲載依頼
③企画

1.会員の確保
②7月号、9月号に掲載依頼
③実施

1.会員の確保
①企画
②11月号に掲載依頼
③企画

1.会員の確保
①実施
②1月号、3月号に掲載依頼
③実施
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千円拠点区分 地域福祉推進事業 サービス区分 福祉相談事業 事業費 227

1.福祉なんでも相
談の開催

・2年が経過し、月20件程度の相
談が定着してきた。

・相談の主体は62％が本人から
で、約半数は高齢者からであり、
医療にもつながっているが病気
や健康管理に関する相談が多
い。

・相談の多くは、制度の狭間にあ
る困りごとであり、問題・課題の
整理を一緒にすることで、軽減に
つながる支援を目指している。

・内容は困窮や不安ばかりでは
なく、寄付や社会参加の前向き
な相談もあった。

・孤立しがちな相談者の支援だ
けでなく、周囲の人たちのかかわ
り方を支援することもあり、地域
支援的要素が欠かせない。他部
署（地域福祉推進係）と連携を強
め、地域支援につなげる必要が
ある。

福祉なんでも相談の定着
月20件

あんさんぶる以外の相談
会の開催（3か所）

①相談対応
・関係機関との連携を強化し、相談対
応の充実を図る。
・また、社内では地域支援部署や個別
支援部署との連携を図り、適切な支援
につなげる。

②アウトリーチ型の取り組み
・出張型の相談会として、他団体等と
共催して多様な相談をワンストップで
受けられるようにしたり、地域イベント
に出張するなど、出張相談会を開催す
る。
・社協全部署で把握した制度の狭間の
困りごと等を共有・分析し、総合的に対
応する。

③ＰＲの強化
・福祉なんでも相談通信の発行
・広報紙「すぎなみ社協」への掲載
・地域イベントに出張し、ＰＲを強化す
る。（再掲）

2.（地域の関係者
を交えた）事例検
討会の開催

・他機関と連携したケース検討会
は開催したが、主宰するには
至っていない。
・事例検討会の開催目的が定ま
らず実施していない。

内部の事例検討会の実
施（四半期に1回程度）

・事例検討会の実施
地域づくりの視点から、地域でできるこ
とや関わりを増やしていくことを目的と
して、社内部署横断的に3月に1回、検
討会を行う。

平成  ２８年度 行動計画

事 業 名 1-1-16　福祉なんでも相談 所管係 生活相談係

取組項目 現　状
目　標

(具体的に）
行　動　計　画
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次
年
度
へ
の
課
題

達
成
度

次
へ
の
課
題

第2四半期 第3四半期 第4四半期
1①相談対応
・窓口・電話・訪問相談対応、
継続支援
　新規相談件数月20件
　②出張相談会の開催
　6月街頭なんでも相談会実施
　随時:制度の狭間の相談把握
　③PRの強化
　4月福祉なんでも相談通信4
号の配布（町会・民協等）
　5月広報紙すぎなみ社協への
掲載

2　事例検討会の実施（1回）

1①相談対応
・窓口・電話・訪問相談対応、
継続支援
　新規相談件数月20件
　②出張相談会の開催
　9月地域行事への出張（相談
会・PR）
　随時:制度の狭間の相談把握
　③PRの強化
　7月広報紙すぎなみ社協への
掲載

2　事例検討会の実施（1回）

1①相談対応
・窓口・電話・訪問相談対応、
継続支援
　新規相談件数月20件
　②出張相談会の開催
　12月:地域行事への出張（相
談会・PR）
　随時:制度の狭間の相談把
握
　③PRの強化
　10月　福祉なんでも相談通
信5号の作成・配布
　9月･11月広報紙すぎなみ社
協への掲載

2　事例検討会の実施（1回）

1①相談対応
・窓口・電話・訪問相談対応、
継続支援
　新規相談件数月20件
　②出張相談会の開催
　2月街頭なんでも相談会実
施
　随時:制度の狭間の相談把
握
　③PRの強化
　3月福祉なんでも相談通信6
号の作成
　1・3月広報紙すぎなみ社協
への掲載

2　事例検討会の実施（1回）

ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

第1四半期
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平成  ２８年度 行動計画

事 業 名 1-2-1 生活福祉資金貸付事業 所管係 生活相談係

取組項目 現　状

4,059

目　標
(具体的に）

行　動　計　画

1.資金貸付の周知 ・「借りればなんとかなる」と決め
てくる方がいるが、貸付要件に
該当しない場合が多い。
・資金貸付を必要とする方に適
切な情報が届くよう、関係機関
との連携を密にして、周知に努
める必要がある。

資金貸付を必要とする方に
適切な情報が届くよう、関
係機関との連携を密にし
て、周知に努める

①関係機関の職員への周知
②すぎなみ社協等による区民への周知
③民生・児童委員を通じて区民への周知
④関係機関等の窓口にパンフレット配布
⑤教育支援資金説明会の実施

2.低所得者等への
支援

・不動産担保型貸付の借受人
が高齢により入院等が発生、臨
時増額をする等の支援を要する
ケースが数件発生した、。
・貸付は該当しないが、継続的
な見守りを必要とする世帯の増
加が目立っている。
・かなり細やかに心身や家計の
状況を聴き取りしないと貸付の
判断ができない世帯が増えてき
ている。

借受人世帯の状況を適切
に把握し、自立した生活を
送れるよう貸付けを通した
相談支援を行う。

必要に応じて、民生委員、
福祉事務所等、他の関係
機関等との連携及び情報
共有を行う。

生活困窮者自立支援機関
との連携において、相談者
の負担を軽減し、適切かつ
効率的な相談支援を行う。

①貸付することにより自立した生活を送れ
るよう相談業務を遂行する。
②借受人世帯の状況によって、民生委員、
福祉事務所等他機関等との連携及び情報
共有を行う。
③生活困窮者自立支援窓口と共に相談対
応をする実績を積み、効果的な連携方法を
整理する。
④職員研修の実施

3.償還業務の適切
な遂行と滞納者へ
の支援

・27年度も、滞納しがちな債権
者宅を訪問するなど償還への
取り組みを強化した。
・訪問した人のなかから完済す
るケースが出てきている。
・しかし、総合支援資金、緊急小
口資金の償還率は低く、その実
態把握が必要となってきてい
る。

個別訪問　20件
償還状況把握率　100％
（償還滞納者状況把握可能
件数／償還滞納者数）

①償還通知の速やかな送付と不達の人の
後追い。
②生活状況により東社協と連携し救済制
度等の活用や悪質なケースには法的手段
を適用する。
③効率的かつ効果的な償還業務体制を確
立する。
④滞納世帯に対するアウトリーチを行い、
世帯の自立への道筋を確立できるよう試み
る。

4.調査委員会 ・福祉事務所や民生委員児童
委員協議会等関係機関に対し、
事業の実施状況や課題を報告
するとともに情報共有に努めて
いる。

年1回開催 ①調査委員会の開催

千円拠点区分 生活福祉資金貸付事業 サービス区分 ―― 事業費
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4　調査委員会に向けた準備
(委員推薦・資料作成)

4　調査委員会の開催(７月)

1　資金貸付の周知
特になし

2　低所得者等への支援
①④随時
②5～6月　福祉事務所や生
活困窮者自立支援事業窓口
との連絡会
③検討・試行

2　低所得者等への支援
①・④随時
③検討・試行

2　低所得者等への支援
①・④随時
③検討・試行

2　低所得者等への支援
①・④随時
③検討・試行

3　償還業務の適切な遂行と
滞納者への支援
①5・6月　通知発送
②月報を確認し、滞納者へ連
絡
③4月 貸付け資金種別ごとに
償還状況把握するための計
画をたてる

3　償還業務の適切な遂行と
滞納者への支援
①8月　通知発送
②不達者の調査（1回程度）
②月報を確認し、滞納者へ連
絡

3　償還業務の適切な遂行と
滞納者への支援
①11・12月　通知発送
②月報を確認し、滞納者へ連
絡
④総合支援資金・緊急小口資
金滞納者等個別訪問の実施

3　償還業務の適切な遂行と
滞納者への支援
①2月　通知発送
②月報を確認し、滞納者へ連
絡

次
年
度
へ
の
課
題

達
成
度

次
へ
の
課
題

ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
1　資金貸付の周知
①担当職員紹介等あいさつ
に回る
②すぎなみ社協7月号に教育
支援資金説明会開催案内を
掲載する。

1　資金貸付の周知
②すぎなみ社協9月号に教育
支援資金の内容と説明会開
催案内を掲載する。
③民生委員児童委員協議会
でパンフレットの配布。
④関係機関にパンフレットを
配布。

1　資金貸付の周知
②すぎなみ社協11月号に教
育支援資金の内容を掲載す
る。

48



現　状

サービス区分

行　動　計　画

事業費

取組項目
目　標

(具体的に）

①定例の町会連合会へ出席する。
②募金依頼や報告の方法を工夫する。
③町会の募金運動取り組みの現状把握に
努める。
④新規開拓の検討。募金期間での広報及
び営業活動を行う。また、地域福祉活動費
助成金の助成団体を中心に区内イベント等
へ参加し募金運動の周知啓発を図る。

1　歳末たすけあい
運動

351

平成  ２８年度 行動計画

事 業 名 1-3-1　歳末たすけあい運動① 所管係 地域福祉推進係

千円

・募金総額は減少傾向である
が、周知・啓発努力により、昨年
募金件数は約20件増。
・町会各戸募金の減少。

歳末たすけあい運動事
業

前年と同額の募金額を維持
するため、引き続き、町会・
自治会との連携強化やさら
なる募金運動の周知・啓発
強化を行う。
また、新規募金協力者の開
拓（社協協会員、地域団
体、企業等）も行っていく。

拠点区分
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1　歳末たすけあい運動
1月 募金集計事務
2月 送金
3月 募金報告（お礼状）

第4四半期第2四半期 第3四半期
1　歳末たすけあい運動
4月～ 新規開拓の企画検討
5月 小・中学校との街頭募金
のスケジュール確認
6月 今年度作成ノベルティの
検討

1　歳末たすけあい運動
10月 資材調査、街頭募金の
準備
11月 広報（助成団体等、募金
使途取材）、募金依頼、資材
発送
12月 募金期間（集金）・街頭
募金プログラム

ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

第1四半期
1　.歳末たすけあい運動
7月～ 新規開拓の準備
8月
9月 小・中学校との街頭募金
及び前後プログラム打合せ

次
年
度
へ
の
課
題

達
成
度

次
へ
の
課
題
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目　標
(具体的に）

千円

(1)赤い羽根共同募金
.前年と同額の募金額を維
持するため、引き続き、町
会・自治会との連携強化を
行い、さらなる募金運動の
周知・啓発強化を行う。
また、新規募金協力者の開
拓（社協協会員、地域団
体、企業等）も行っていく。

(2)地区配分推せん委員会
・地域福祉活動費助成金と
の役割分担を検討する。地
域配分（B配分）の周知強化
として、広報に加え団体宛
てに通知を行う。自助団体
及び保育所等への周知を
徹底する。
・過去の配分団体及び申請
団体に対し、赤い羽根共同
募金事業への協力を呼び

(1)赤い羽根共同募金
・募金総額は減少傾向である
が、周知・啓発努力により、昨年
募金件数は約40件増。
・町会各戸募金の減少。

(2)地区配分推せん委員会
・地域福祉活動費助成金は助成
予算額を上回る申請があるが、
地域配分（B配分）は申請件数
が少なく、配分予算額を下回っ
ている。
・地域配分（B配分）の財源であ
る赤い羽根共同募金の募金額
が年々減少している。

事業費
歳末たすけあい運動事

業

平成  ２８年度 行動計画

事 業 名 1-3-1　歳末たすけあい運動② 所管係 地域福祉推進係

サービス区分

取組項目

2事務局の運営

(1)赤い羽根共同
募金

(2)地区配分推せ
ん委員会

現　状 行　動　計　画

(1)赤い羽根共同募金
①定例の町会連合会へ出席する。募金依
頼や報告を改善する。
②町会の募金運動取り組みの現状把握に
努める。
③新規開拓の検討。募金期間での広報及
び営業活動を行う。また、地域配分（B配
分）の配分団体を中心に区内イベント等へ
参加し募金運動の周知啓発を図る。

(2)地区配分推せん委員会
①前年度の報告書受理
②配分団体及び申請団体への募金事業協
力の呼びかけ
③配分対象事業の視察
④地域配分（B配分）の周知、配分申請受
付
⑤配分推せん委員会の開催

拠点区分
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第4四半期

次
年
度
へ
の
課
題

達
成
度

(1).赤い羽根共同募金
1月 募金集計事務
2月 送金、資材返却
3月 募金報告（お礼状）・地区
協力会理事会の開催

(2)地区配分推せん委員会
1月 ⑥配分推せん委員会の
開催
2月
3月 配分決定通知を郵送

次
へ
の
課
題

(1).赤い羽根共同募金
4月～ 新規開拓の企画検討
5月 会計監査・地区協力会理
事会の開催
6月

(2)地区配分推せん委員会
4月
5月　①前年度の報告書受理
6月　⑤地域配分の周知を行
う団体の検討

(1).赤い羽根共同募金
10月～12月　募金期間（集
金）
区内イベントへの参加

(2)地区配分推せん委員会
10月 ④配分委員と配分対象
事業の視察⑤配分申請受付
11月 ④配分委員と配分対象
事業の視察
12月

ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

第3四半期
(1).赤い羽根共同募金
7月～ 新規開拓の準備・今年
度作成ノベルティの検討
8月 地区協力会理事会の開
催・資材調査
9月 小地域福祉活動費支払
い・各所広報・資材発送

(2)地区配分推せん委員会
7月　⑤地域配分の周知
8月
9月　③配分団体及び申請団
体への募金事業協力の呼び
かけ⑤配分申請受付

第1四半期 第2四半期
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行　動　計　画

１地域との連携
【１－１】
・徘徊模擬訓練を地域住民や地域団体、関
係機関を巻き込んでの実施。
・神明町文化会を中心として、認知症や高
齢期の課題を対話を通じて深めていく。
・神明町文化会、南荻窪会、西荻窪町会と
協力し、認知症予防ファシリテーションを活
用した神明健康クラブへの協力。支え手支
援。

【１－２】
・自主事業(健康華齢24）共同事業（はるカ
フェ・西田サロン）を通じて、住民自身の力
や地域力が上がるようなアプローチを行な
う。
・多世代が、高齢者や地域に目が向けられ
るよう、ゆう杉並と高齢者との交流実施。学
校での認知症サポーター養成講座の実
施。

【１－３】
・ケア24たより（年7回発行）を活用し、地域
で活動している団体の把握、連携、地域課
題の共有。
・各地域活動グループへの定期的なアプ
ローチにより課題を把握。（団体、個人双方
の課題）

２
【２－１】
家族介護教室や各種講座を通じて、高齢
期の方々の力の活用、育成。
・地域包括ケアシステムの構築に向けて職
員がそれぞれが役割を果たし、全員体制で
臨む。

目　標
(具体的に）

１　地域との連携
.地域のネットワー
クづくり
(地域ケア会議等）

２.家族介護教室の
開催

拠点区分 サービス区分
地域包括支援センター事業

ケア24南荻窪
介護保険事業

平成  ２８年度 行動計画

事 業 名
2-1-1(1)
地域包括ケアシステムの構築①

所管係 ケア24南荻窪

千円

現　状

１.　担当エリアを生活に即した
圏域に4分割し、それぞれの特
性に合わせ、町会、ゆうゆう館、
地域活動グループなどをを通じ
たアプローチを実施。

・高井戸東四丁目町会と神明町
文化会との関係の構築がなさ
れ、地域課題（認知症理解や認
知症予防、地域で認知症を支え
ることについて、など）の解決に
向けて地域ケア会議や懇談会
の共同での開催に至った。

・徘徊模擬訓練を通じて、地域
の施設や地域住民を巻き込ん
だ認知症理解に努めた。
誰もが声を掛け合える地域とな
ることの大切さの意識づけがな
された。

・地域を育てることを意図し、ゆ
う杉並を利用している中高生と
高齢者との交流の実施。

２．地域住民にとって興味関心
があり、必要とされている内容
を、職員が業務を通じ察知し、
柔軟に講座へ反映させた。

取組項目

１　認知症予防、認知症に
やさしい街を目標としなが
ら、地域住民が、制度に頼
りすぎることなく、我が事と
して考えられるような意識を
高めていく。

２　世代や立場の違いを越
えて、交流し連携していくこ
とで、高齢者が地域で安心
して生活できるような体制
の整備を行っていく。

３　生活支援体制整備や
2025年問題を鑑み、高齢期
の方々に向けて前向きな終
活の情報提供、共有。
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第2四半期
【１－１】あんしん協力員連絡
会 （毎月）

【１－１】神明町文化会講座
（毎月）

【１－２】認知症予防プログラ
ム支援（6月）

【１－２】地域ケア会議（随時）

【１－３】ケア24たよりの発行
（4月、6月）

【２－１】家族介護教室（4月）

ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

第1四半期 第4四半期
【１－１】あんしん協力員連絡
会（7月、9月）

【１－１】神明町文化会講座
（毎月）

【１－２】認知症予防プログラ
ム
支援（8月､9月）

【１－２】地域ケア会議（随時）

【１－２】地域懇談会（7月）

【１－３】ケア24たよりの発行
（8月、9月）

【２－１】家族介護教室（7月、
9月）

第3四半期

次
年
度
へ
の
課
題

達
成
度

【１－１】あんしん協力員連絡
会（毎月）

【１－１】神明町文化会講座
（毎月）

【１－２】認知症予防プログラ
ム
支援（継続）

【１－２】地域ケア会議（随時）

【１－２】地域懇談会（12月）

【１－３】ケア24たよりの発行
（10月､12月）

【２－１】家族介護教室（10
月、11月）

次
へ
の
課
題

【１－１】あんしん協力員連絡
会（毎月）

【１－１】神明町文化会講座
（毎月）

【１－２】認知症予防プログラ
ム
支援（継続）

【１－２】地域ケア会議（随時）

【１－３】ケア24たよりの発行
（2月）

【２－１】家族介護教室（1月、
3月）
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１
【１－１】
・地域ケア会議の開催をする。
・医療機関との連携をしていく。

【１－２】
たすけあいネットワーク連絡会の開催をす
る。

【１－３】
ケア24たよりを年6回発行し、介護情報の
掲載だけでなく、ネットワークのPRをするこ
とで、地域連携に役立てる。

２
【２－１】
・「地域の居場所づくり」の充実、拡大を図
る。
・「ご近所なるほど講座」を地域のコミュニ
ティへ出向き、地域に合った内容で開催す
る。
・認知症サポーター養成講座を開催する。

目　標
(具体的に）

行　動　計　画

１
・地域包括ケア推進員を中心に
在宅医療地域ケア会議を開催し
た。
・個別ケース課題について、地
域ケア会議を開催し検討をし
た。
・たすけあいネットワーク連絡会
を開催した。

２
・地域に出向き、地域に適した
内容にて開催をした。
・有料老人ホームニチイ、グラン
ダ「まちの保健室」内で教室の
開催をし、地域住民の居場所づ
くりを継続している。

１
・地域ケア会議を開催し、地
域のネットワークと連携を
し、個別課題、地域課題の
解決に取り組んでいく。

２
・「地域の力を取り戻そう」
の活動を通して、地域住民
の居場所づくり、地域の担
い手の発掘をしていく。
・地域に適した地域づくりの
提案、周知活動をしていく。

千円拠点区分 サービス区分
地域包括支援センター事業

ケア24梅里

１　地域との連携
地域のネットワー
クづくり（地域ケア
会議等）

２  家族介護教室
の開催

事業費

平成  ２８年度 行動計画

事 業 名
2-1-1(1)
地域包括ケアシステムの構築②

所管係 ケア24梅里

取組項目 現　状
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次
年
度
へ
の
課
題

達
成
度

次
へ
の
課
題

ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
【１－１】地域ケア会議(毎月）

【１－２】あんしん協力員連絡
会（4月、5月、6月）

【１－３】ケア24たよりの発行
（5月）

【２－1】家族介護者教室等
（毎月）

【１－１】地域ケア会議（毎月）

【１－２】　あんしん協力員連
絡会（7月、9月）

【１－３】ケア24たよりの発行
（7月、9月）

【２－１】家族介護者教室等
（毎月）

【１－１】地域ケア会議（毎月）

【１－２】あんしん協力員連絡
会（10月、11月、12月）

【１－３】ケア24たよりの発行
（11月）

【２－１】家族介護教室等
（毎月）

【１－１】地域ケア会議（毎月）

【１－２】あんしん協力員連絡
会（1月、2月、3月）

【１－３】ケア24たよりの発行
（1月、3月）

【２－１】家族介護教室等
（毎月）
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現　状

サービス区分

行　動　計　画

事業費

平成  ２８年度 行動計画

事 業 名
2-1-1(1)
地域包括ケアシステムの構築③

所管係 ケア24永福

取組項目
目　標

(具体的に）
１　地域との連携
地域のネットワー
クづくり（地域ケア
会議等）

 

２  家族介護教室
の開催

1
【1-1】
地域懇談会や地域ケア会議を
通じ、町会や民生委員等との顔
の見える関係作りや、個別ケー
スの課題解決の学びと気づきの
場を作っ
ている。
【1-2】
ケア24たよりを発行することで、
地域情報や介護知識を周知し
ている。
【1－3】
高齢者が地域で自分らしく暮ら
し続けられるよう、様々な年代
や目的を持った住民に対し、高
齢者を支える意識の働きかけを
行っている。
【1－4】
近隣のケア24や主任ケアマネを
中心として、ケアマネ支援のた
めの連絡会を行い、ケアマネの
バックアップに役立っている。

２
【2-１】
高齢者を介護する家族や介護
に関心のある区民に対し、介護
や介護予防、健康づくりのため
の講座を開催している。

1
【1-1】
個別ケースまたはそこから
見える地域課題について他
職種・住民らが検討するこ
とで、個別ケース及び地域
課題の解決につながる。
【1-2】ケア24たよりを効果
的に利用し、介護情報の掲
載だけでなく社会資源開発
や地域連携に役立てる。
【1-3】地域包括ケア推進員
を中心として、高齢者に限
らず地域住民が安心して暮
らし続けられるよう、住民同
士が互いに支え合える仕組
みを作る。
【1－4】
ケアマネ等の関係者が連
携できる関係性を作ること
で、困難事例に対応できる
体制を構築する。

２
【2－1】
家族介護教室を通して、住
民の福祉・介護の知識が深
まると同時に、地域での
ネットワーク作りをしていく。

１
【1-1】
・地域ケア会議を随時行い、出席者やテー
マを変えて個別ケースや地域課題の検討
を行う。【1-2】
・ケア24たよりを年6回発行し、介護情報の
掲載だけでなくネットワークのPRをすること
で、社会資源開発や地域連携に役立てる。
【1-3】
・地域団体や福祉団体と連携しながら、既
存の取り組みに限らず、新たなネットワーク
を形成していく。
・あんしん協力員とともに「挨拶運動」を継
続。
・地域懇談会の場で地域のケアマネや町
会、民生委員等が互いに顔の見える関係
が持てる機会を作る。
【1－4】
・ケアマネ等の関係者を対象とし、情報交
換や事例検討を行う連絡会を行う。

２
【2－1】
・家族介護教室は、福祉・介護の知識が深
まるようなテーマ設定をし、年7回実施。地
域でのネットワークを意識づけるように工
夫する。

拠点区分 介護保険事業
地域包括支援センター事業

ケア24永福
千円
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【1－1】地域ケア会議（6月）

【1－2】ケア24たよりの発行
(4月、6月）

【1－3】あんしん協力員連絡
会
(4月、5月、6月）、お茶会（6
月）

【1－4】ケアマネ連絡会(5月）

【2－1】家族介護教室
（4月、5月）

【1－1】地域ケア会議
（11月、12月）

【1－2】ケア24たよりの発行
(10月、12月）

【1－3】あんしん協力員連絡
会(11月）、お茶会（11月）

【2－1】家族介護教室
（10月、11月）

【1－1】地域ケア会議（3月）

【1－2】ケア24たよりの発行
(2月）

【1－3】あんしん協力員連絡
会
(1月）、地域懇談会(1月）、
お茶会(3月）

【2－1】家族介護教室
（2月）

ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
【1－1】地域ケア会議（9月）

【1－2】ケア24たよりの発行
(8月）

【1－3】あんしん協力員連絡
会
(7月）、地域懇談会（7月）

【2－1】家族介護教室
（7月、9月）

次
年
度
へ
の
課
題

達
成
度

次
へ
の
課
題
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行　動　計　画

地域包括支援センター事業
ケア24南荻窪

１．制度や情報を熟知し、全体像を捉えた
適切なアセスメントにより、相談者の必要に
的確に応えていく。
・職員への建設的なフィードバックや、適宜
ケース検討を行い対応能力を上げていく。

２．自立支援に向け、本人の力や社会資源
をも活用した、支援を行う。
・主任ケアマネと共に、地域のケアマネが
円滑に業務が行えるよう勉強会や連絡会
の実施。

３．虐待の状況を丁寧に把握し、状況に応
じたチーム対応を行う。
・虐待や権利侵害を未然に防ぎ、早期に発
見できるよう、関係機関との連携を図る。

平成  ２８年度 行動計画

事 業 名
2-1-1(2)
高齢者総合相談・支援①

所管係 ケア24南荻窪

取組項目 現　状
目　標

(具体的に）
１　高齢者総合相
談支援と実態把握

２　介護予防ケア
マネジメント

３　高齢者虐待防
止・権利擁護事業

１，相談件数、実態把握件数は
増加している。
関係機関や地域住民からの相
談がより増加傾向にあり、ケア
24の周知、連携が図れている。
・本人、家族、環境など全体を
捉えた相談援助に努めている。

２，適切なアセスメントにより、
サービスのみにとらわれない支
援の実施。

３，民生委員や関係機関との日
頃からの情報交換を密に行い
関係を構築することで、虐待
ケースの早期発見、連携による
対応を行った。
・適宜、所内でのケース検討を
行いチーム対応を行っている。

１．相談者が課題や問題を
主体的に捉え、課題解決で
きるような支援をしていく。
・職員の対応能力向上。

２．総合事業への円滑な移
行。
・在宅で自立した日常生活
を継続できるような支援を
行う。

３．住み慣れた地域で尊厳
が維持すること ができる生
活を支える。

拠点区分 介護保険事業 事業費 千円サービス区分
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ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
１．相談対応、支援
　安心おたっしゃ訪問
　　（5月～9月）

２．介護予防ケアマネジメント
　ケアマネ、事業所連絡会
　　主任ケマネ連絡会
　　（5月、6月）

３．虐待防止・対応、権利擁護

１．相談対応、支援
　安心おたっしゃ訪問
　　（継続）

２．介護予防ケアマネジメント
　ケアマネ、事業所連絡会
　　主任ケマネ連絡会
　　（７月、9月）

３．虐待防止・対応、権利擁護

１．相談対応、支援
　安心おたっしゃ訪問後の支
援　　（継続）

２．介護予防ケアマネジメント
　ケアマネ、事業所連絡会
　　主任ケマネ連絡会
　　（11月）

３．虐待防止・対応、権利擁護

１．相談対応、支援
　安心おたっしゃ訪問後の支
援　　（継続）

２．介護予防ケアマネジメント
　ケアマネ、事業所連絡会
　　主任ケマネ連絡会
　　（1月）

３．虐待防止・対応、権利擁護

達
成
度

次
へ
の
課
題

次
年
度
へ
の
課
題
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１　所内ケースミーティングを行うことで、
ケース共有をすると共に、支援方法につい
て検討、学習する場としていく。

２　事業内容について熟知し、利用者、ケア
マネが適切に利用できるように支援指導が
できるようにしていく。
・自立に向けたプラン作成をする。

３　地域のネットワークから情報収集をする
と共に、関係者と連携をして対応をしてい
く。

１　高齢者総合相
談支援と実態把握

２　介護予防ケア
マネジメント

３　高齢者虐待防
止・権利擁護事業

千円

１　職員の相談援助力の向
上に努め、速やかに対応し
ていく。所内でケース共有
を図り、チームとして解決に
取り組んでいく。

２　介護予防・日常生活支
援総合事業への移行がス
ムーズにできるように取り
組んでいく。
・自立支援を目指したプラン
を作成し、支援をしていく。

３　高齢者が在宅にて安全
に暮らせるように、虐待の
早期発見、早期対応をして
いく。

１　ケア２４梅里が周知され、相
談件数は年々増加している。

２　要支援のプランは増加して
おり、自立支援に向けて支援を
している。
・短期集中ケアマネジメント会議
へ出席し、ケース検討をした。

３　通報があった場合は速やか
に事実確認をして区に報告、関
係機関と連携をし解決に努め
た。

平成  ２８年度 行動計画

事 業 名
2-1-1(2)
高齢者総合相談・支援②

所管係 ケア24梅里

現　状取組項目
目　標

(具体的に）
行　動　計　画

介護保険事業拠点区分 サービス区分 事業費
地域包括支援センター事業

ケア24梅里
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ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
１　相談対応・支援
  安心おたっしゃ訪問事業

２　介護予防ケアマネジメント

３　虐待防止・対応、権利擁護

１　相談対応・支援
  安心おたっしゃ訪問事業

２　介護予防ケアマネジメント

３　虐待防止・対応、権利擁護

１　相談対応・支援
  安心おたっしゃ訪問事業後
の支援

２　介護予防ケアマネジメント

３　虐待防止・対応、権利擁護

１　相談対応・支援
  安心おたっしゃ訪問事業後
の支援

２　介護予防ケアマネジメント

３　虐待防止・対応、権利擁護

次
年
度
へ
の
課
題

達
成
度

次
へ
の
課
題
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平成  ２８年度 行動計画

事 業 名 2-1-1(2) 高齢者総合相談・支援③ 所管係 ケア24永福

取組項目 現　状 行　動　計　画

１　介護保険法改正に伴い、制度を正しく
理解し、支援や情報提供を行う。制度以外
の地域情報や社会資源についても積極的
に取り入れていく。

２　身体状況だけでなく生活環境等も総合
的にアセスメントしながら支援する。
個々の心身生活状況やニーズに合わせ
て、自立支援のための計画作成、モニタリ
ング、評価を行う。

３　各関係機関と互いに顔の見える関係性
を深め、適切な支援をする。職員間で情報
共有し、必要時は複数の職員で動く。

千円

１　相談件数、実態把握件数は
いずれも増加している。認知症
や退院後の生活支援等につい
ての相談が多くなっている。

２　適切にアセスメントを行い、
介護が必要な状態にならないよ
う相談支援している。
適切にアセスメントを行い、介護
予防についてマネジメントを行っ
ている。

３　ケアマネや地域住民等と日
頃から情報のやり取りがしやす
い関係作りを行い、関係機関と
連携して速やかに対応してい
る。

１　高齢者総合相
談支援と実態把握

２　介護予防ケア
マネジメント

３　高齢者虐待防
止・権利擁護事業

１　高齢者や家族、地域住
民等からの相談には的確
で迅速な対応をし、職員間
で情報共有をする。

２　専門職として将来的リス
クも視野に入れながら、自
立した生活を送れるように
支援する。
適切にアセスメントしなが
ら、自立に向けた支援、ス
ムーズな総合事業への移
行を行う。

３　高齢者の権利が侵害さ
れず、安心して地域で暮ら
せるよう支援する。

拠点区分 サービス区分

目　標
(具体的に）

地域包括支援センター事業
ケア24永福

事業費
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ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

第1四半期 第2四半期 第3四半期

１　相談・支援
　(継続)

・安心おたっしゃ訪問
　（5月～9月）

２　介護予防ケアマネジメント
　(継続)

３　虐待防止・権利擁護
　(継続)

１　相談・支援
　(継続)

・安心おたっしゃ訪問終了後
の支援等

２　介護予防ケアマネジメント
　(継続)

３　虐待防止・権利擁護
　(継続)

第4四半期

次
へ
の
課
題

１　相談・支援
制度を正しく理解し、支援や
情報提供を行う。制度以外の
地域情報や社会資源につい
ても積極的に取り入れていく。

・安心おたっしゃ訪問
　（5月～9月）

２　介護予防ケアマネジメント
個々の心身生活状況やニー
ズに合わせて、自立支援のた
めの計画作成、モニタリング、
評価を行う。

３　虐待防止・権利擁護
関係機関と連携しながら適切
に支援する。

１　相談・支援
　(継続)

・安心おたっしゃ訪問終了後
の支援等

２　介護予防ケアマネジメント
　(継続)

３　虐待防止・権利擁護
　(継続)

次
年
度
へ
の
課
題

達
成
度
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4.調査員の資質向
上

調査そのものではなく、不用意
な言葉かけを原因とする苦情が
寄せられることがあった。
都、区研修、社協研修（2回）へ
の参加を行うとともに、コミュニ
ケーション力を高めるための研
修を検討し、実施する。

区現任研修1回
都現任研修1回
社協研修年2回

　調査技術、個人情報保護、周辺知識、接
遇の観点で必要に応じて課題設定して実
施する。

拠点区分

南荻窪事務所270件／月
 調査員１日あたり2.6件の
実施

永福事務所200件／月
 調査員１日あたり2.4件の
実施

1.馬橋事務所の経
営

区内北側調査は距離が遠くなっ
たが、調査員の努力により対応
件数が増えている。

事務所内に異なる賃金体系が
存在する経営の難しさがある
が、あんさんぶる移転時に抜本
的な解決を図る。

区内北側担当　200件／月
　調査員1日あたり件数2.3
件

区内東側担当　300件／月
　調査員１日あたり件数2.6
件

基準に則した調査の実施

2.南荻窪及び永福
事務所の経営

ケア24と同居する2所はケア24
の職員増員や事務所の在り様
の変化に対して柔軟に対応せざ
るを得ない。

ケア24の勤務体制の変更に伴
い、土曜午後の調査対応の増
について検討する。

3.区外調査の実施

現　状
目　標

(具体的に）
行　動　計　画

サービス区分 千円

90件／月交通の不便な地域の調査もあ
り、必ずしも2件/日の実施はで
きない。

目標件数のクリアと上積みに向
けて努力する。

要介護認定調査事業 ―― 事業費 12,063

平成  28 年度 行動計画

事 業 名
2-2-1
　　　　要介護認定調査事業

所管係 認定調査係

取組項目
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次
へ
の
課
題

次
年
度
へ
の
課
題

達
成
度

ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

第1四半期
1～3.基準に則した調査の実
施

南荻窪事務所　270件／月
　調査員１日あたり2.6件の実
施

永福事務所　200件／月
　調査員１日あたり2.4件の実
施

馬橋事務所
　区内北側担当　200件／月
　　調査員1日あたり件数2.3
件
　区内東側担当　300件／月
　　調査員１日あたり件数2.6
件

区外調査　90件／月

1～3.基準に則した調査の実
施

南荻窪事務所　270件／月
　調査員１日あたり2.6件の実
施

永福事務所　200件／月
　調査員１日あたり2.4件の実
施

馬橋事務所
　区内北側担当　200件／月
　　調査員1日あたり件数2.3
件
　区内東側担当　300件／月
　　調査員１日あたり件数2.6
件

区外調査　90件／月

1～3.基準に則した調査の実
施

南荻窪事務所　270件／月
　調査員１日あたり2.6件の実
施

永福事務所　200件／月
　調査員１日あたり2.4件の実
施

馬橋事務所
　区内北側担当　200件／月
　　調査員1日あたり件数2.3
件
　区内東側担当　300件／月
　　調査員１日あたり件数2.6
件

区外調査　90件／月

1～3.基準に則した調査の実
施

南荻窪事務所　270件／月
　調査員１日あたり2.6件の実
施

永福事務所　200件／月
　調査員１日あたり2.4件の実
施

馬橋事務所
　区内北側担当　200件／月
　　調査員1日あたり件数2.3
件
　区内東側担当　300件／月
　　調査員１日あたり件数2.6
件

区外調査　90件／月

4.調査員の資質向上
 都現任研修

4.調査員の資質向上
　区現任研修
　社協個人情報研修

4.調査員の資質向上
　社協研修

4.調査員の資質向上

第2四半期 第3四半期 第4四半期
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行　動　計　画

千円

平成  ２８年度 行動計画

事 業 名
2-3-1
   訪問育児サポーター事業

所管係 ささえあい係

取組項目 現　状
目　標

(具体的に）
1.相談援助及び訪
問活動

申込家庭の中には本事業では
なく、専門機関が対応すべき事
例が混在しているため、コーディ
ネーター訪問後、速やかに専門
機関へつないでいる。

・利用相談 173件
・利用申込 168件
・コーディネーター訪問 168件
    （達成率 93%）
・サポーター訪問　260回

支援を必要とする家庭に対
して、コーディネーター及び
サポーターの訪問により適
切な援助を行なう。

・コーディネーター訪問
156件（月13件）を目標とす
る。

杉並区内に住所があり、１歳未満の乳児の
いる家庭を対象に、訪問育児サポーターが
家庭を訪問（３回が限度）し、必要な援助を
行う。
①サポーターの訪問に先立ち、コーディ
ネーターが訪問し、ニーズの把握や活動内
容の確認等を行い、訪問するサポーターを
調整する。

2.研修と交流 事業開始初年度養成した48  人
の区民が登録している。
サポーターの活動意欲を高め、
スキルアップにつながるような
研修及び交流会を行なう必要が
ある。

利用申込状況により、一定
数のサポーターを確保する
ため、講習会を実施する。

サポーターに対するフォ
ローを適切に実施する。

①養成講習会の実施
　養成講習会について所管課と協議し、内
容の検討を行う。また、利用申込状況を勘
案し、必要に応じて養成講習会を実施す
る。
　登録にあたり、養成講習会の修了者にオ
リエンテーションを実施する。
②交流会の実施
　サポーターからのヒアリングと情報交換を
目的にした交流会を実施する。
③スキルアップ研修の実施
　子育てに関する情報を提供することなど
を目的に研修を実施する。
④サポーターの現況確認（意向確認）の実
施。
　サポーターの活動日等を確認する。

3.情報提供とPR 事業周知の取り組みは行ってい
るものの、対象となる家庭から
の反応は鈍い。

事業周知を行い、必要な家
庭に対して適切な援助を行
なう。

①チラシを作成し、子育て応援券配布に同
梱する。

②保健センターを中心に訪問し、対象家庭
に対する案内を行う。

拠点区分
訪問育児サポーター事

業
サービス区分 ―― 事業費 1,672
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3.情報提供とPR
　①チラシ配付は随時実施
　②関係機関訪問

1　相談（コーディネート）・訪
問
　相談と申込みは随時。
　申込みのあった家庭をコー
ディネーター（以下、Ｃｏと略
す）が随時訪問。
　サポーターを調整し、派遣す
る。

1　相談（コーディネート）・訪
問
　相談と申込みは随時。
　申込みのあった家庭をコー
ディネーター（以下、Ｃｏと略
す）が随時訪問。
　サポーターを調整し、派遣す
る。

1　相談（コーディネート）・訪
問
　相談と申込みは随時。
　申込みのあった家庭をコー
ディネーター（以下、Ｃｏと略
す）が随時訪問。
　サポーターを調整し、派遣す
る。

1　相談（コーディネート）・訪
問
　相談と申込みは随時。
　申込みのあった家庭をコー
ディネーター（以下、Ｃｏと略
す）が随時訪問。
　サポーターを調整し、派遣す
る。

2.研修・交流
②交流会　　5月

2.研修・交流
①養成・オリエンテーション
検討
③スキルアップ研修　　10月

次
年
度
へ
の
課
題

達
成
度

次
へ
の
課
題

ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

3.情報提供とPR
　①チラシ作成・同梱
　②関係機関訪問

3.情報提供とPR
　①チラシ配付は随時実施
　②関係機関訪問

3.情報提供とPR
　①チラシ配付は随時実施
　②関係機関訪問
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事業費 千円

目　標
(具体的に）

行　動　計　画

・開設から1年、平均70件の相
談が入るようになった。

・区民への周知は一般向けにメ
ディア等を通じて図られてきた
が、より必要とする方に届くよ
う、拠点を絞り周知をする必要
がある。

・また関係機関に対しては、開
設は知られているものの、専門
的機能、対応内容の実績等は
十分共有できておらず、誤った
情報提供で相談者を送りだされ
る場合がある。

・生活困窮に関する課題は、経
済的な問題のみならず、社会的
な孤立や医療問題など複合的
な課題を抱える場合や、本人だ
けでなくその家族にも課題があ
り、それらが絡み合っている場
合が多くあり、他機関と連携して
関わることが多い。

・28年度に入り、制度運用の変
更なども出ているため、不具合
のないよう事務の見直しが必要
である。

拠点区分
生活困窮者等自立支援

事業
サービス区分 ―――

１．相談窓口の開
設・運営

2．各支援機関との
連携体制の構築

①チラシやリーフレット、
ホームページ等での周
知

②自立相談　1,000件/年
　相談に適切に対応、そ
の人にあった包括的な
支援を提供する。必要に
応じ、他制度機関へ適切
な橋渡しを行う。

③住居確保給付金
　新規相談　80件/年

④家計相談支援
　新規相談　80件/年

①支援フローの改善
　
②実態に合わせ、必要と
される、サロンや中間的
就労等、社会参加機会と
なる社会資源の開拓を
連携により行う。

③円滑な支援を行えるよ
う、関係機関との連携・
協力体制を高める。
・関係機関向け「くらサポ
通信」の作成（年4回）

①生活自立相談窓口　くらしのサポー
トステーションの周知徹底
・ホームページの充実
・リーフレット・ポスターの掲示
・カード型ＰＲ紙の作成・設置
・関係機関への説明会実施

②相談支援
・相談に対し、的確なアセスメントを行
い、対応する。
・メディア相談（メール等）等アウトリー
チを行う。

③住居確保給付金支給対象者の支援
・再就職に向けて居住の確保が必要な
方に速やかに手続きを進める。
・制度の周知のため、ハローワーク、
ネットカフェ等対象者像を想定し、チラ
シ配り等を行う。

④家計相談支援
・家計からの生活再建に向けて収支バ
ランス等の改善に向けて支援する。

①支援フローの改善と共有
・各支援機関との連携体制をフロー化
した支援フローを改善し、共有に努め
る。
・福祉事務所、就労支援センター、生
福等連携のフロー、繋ぎ先チェックリス
ト等を実態に合わせ更新する。

②社協内他部署との連携
・相談ニーズを地域支援課や各機関、
団体等にフィードバックを行い、社会参
加の機会となる社会資源を連携により
開拓していく。
・随時、カンファレンスを行う。

③関係機関との連携・協力
「くらサポ通信」を発行し、関係機関へ
配布することで、周知・連携に努める。

平成  ２８年度 行動計画

事 業 名
2-4-1
   生活困窮者等自立支援事業

所管係 生活相談係

取組項目 現　状
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1．①周知徹底
・区掲示板に貼付（3月）
・関係機関への説明会実施
　②相談支援
・相談支援、連携体制の構築
　③住居確保給付金手続き
　　随時
　④家計相談支援
　　随時

2．①支援フロー等の随時更
新
・連絡会の開催
　②社協内部署との連携
・随時
　③通信の発行（1回）

ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
1．①周知徹底
・パンフレット、リーフレットな
ど関係機関等への配布
・関係機関への説明会実施
民協・町連等
 ②相談支援
・相談支援、連携体制の構築
 ③住居確保給付金手続き
　　随時
 ④家計相談支援
　　随時

2．①支援フロー等の随時更
新
・相談マニュアル､フロー等作
成完了･他機関との共有
・連絡会の開催
　②社協内部署との連携
・随時
　③通信の発行（1回）

1．①周知徹底
・区掲示板に貼付（7月）
・ホームページ更新
・カード型PR紙作成
・関係機関への説明会実施
区相談窓口等
　②相談支援
・相談支援、連携体制の構築
　③住居確保給付金手続き
　　随時
　④家計相談支援
　　随時

2．①支援フロー等の随時更
新
・連絡会の開催
　②社協内部署との連携
・随時
　③通信の発行（1回）

1．①周知徹底
・区掲示板に貼付（11月）
・パンフレットリーフレット等関
係機関への配布
・関係機関への説明会実施
・カード型PR紙設置
　②相談支援
・相談支援、連携体制の構築
　③住居確保給付金手続き
　　随時
　④家計相談支援
　　随時

2．①支援フロー等の随時更
新
・連絡会の開催
　②社協内部署との連携
・随時
　③通信の発行（1回）

次
年
度
へ
の
課
題

達
成
度

次
へ
の
課
題
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