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平成 29 年度 事業報告     

〔平成 29 年度の特徴〕 

 

平成 29 年度は、実施計画（平成 26～30 年度）の４年目であり、昨年度行っ

た中間見直しを加え、最終年につなげる重要な年度でした。 

計画の新規事業として取り上げた「福祉なんでも相談」は、事業実施から 4 年

を経て認知され、相談件数が増えてきましたが、それぞれの福祉課題は益々、複

雑化・重層化しています。 

ボランティアや地域活動は杉並の地域特性から多くの区民の方々に支えられ、

活発ではありますが、膨大なニーズの前には担い手不足も言われています。 

この 1 年は大きな地震はなかったものの豪雨や台風、噴火などの自然災害は

あり、いつ起きるかわからない災害に備えて、災害時における協力や連携の仕組

みづくりも急がれます。 

 

これらはまさに社会福祉協議会の基幹業務であり、担当する各職場では粘り

強く成果を挙げる努力を続けてきました。 

なんでも相談では緩やかな見守りと他機関連携のあり方を模索し、ボランテ

ィアや地域活動は活動に参画するきっかけづくりを工夫し、災害については行

政との連携やボランティアネットワークの構築などを進め、実施計画の基本目

標である「あなたの力をつなげる共助のまちづくり」に着実に取り組みました。 

 

また、前年度は経営の観点から見ても減収から人件費（組織運営積立金）、事

業費（地域福祉事業積立金）を取り崩すなど長期的経営視点からは看過できない

取り組みをしましたが、本年度は、財務の効率を高め必要な資源を集中投入する

工夫も行うなど財務の改善を行いました。また組織体制については 4 月に全面

施行された「改正社会福祉法」をふまえて、理事会、評議員会の体制を刷新する

など更なる経営基盤の強化を図りました。 

  

 

Ⅰ 経営管理課 

 

 １ 平成 29 年度事業計画に対する結果  

 

「改正社会福祉法」に対応した、組織基盤のガバナンスの強化を目的として、

新たな評議員会、理事会のもと組織運営を行い、事業運営の透明化、財務規律

の強化などに取り組みました。 
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財務基盤の強化については、大口の寄付（3,000 万円）もあり、それに加え

た節約財政の成果として 3,445 万ほどの黒字化を達成しました。平成 28 年度

取り崩し額の積み直しを行い、平成 30 年度には事務経費の更なる 10％の削減

を目指しつなげていきます。 

また、賛助会員、会費は新たな周知ＰＲ活動の開発が進まなかったこともあ

り、会員数で前年比４％減、金額で１％増という結果に終わりました。 

 

 

 ２ 平成 30 年度への課題  

 

     平成 30 年度は、区内社会福祉法人ネットワークによる地域公益活動の推進

を掲げています。社会福祉法人の責務というだけでなく、新たな地域連携の形

を社協が積極的に推し進め、「この地域で社会福祉法人に何ができるか」を具

現化していきます。 

また新実施計画（平成 31 年度～35 年度）の策定も行政計画との連携はもち

ろん、区民にもわかりやすく「社協がこの 5 年で何をするのか」を伝え、多く

の力と連携し、地域福祉推進役のプロフェッショナルとしての役割を担ってい

きます。 

    

 

Ⅱ 生活支援課 

 

１ 平成 29年度事業計画に対する結果      

 

地域福祉権利擁護事業では、判断力が十分でない方々の権利や意思を尊重し

つつ、地域で安心して暮らし続けることができるよう支援しました。また、地

域の関係機関や支援者に、この制度を十分に理解し活用いただくための出張説

明会の開催や地域ケア会議等への参加など周知普及に努めました。親族の支援

が難しい判断力のある高齢者･障害者と契約して支援するあんしん未来支援事

業についても、同様に制度の理解と活用のための周知活動を行いました。 

  

ささえあいサービス事業では、平成 28 年度から開始したＱＯＬ(生活の質)

を高めるための外出介助支援を継続しました。また、ささえあいサービス事業、

及びファミリーサポートセンター事業において、協力会員の増数をめざし出張

登録説明会など周知活動を強化しましたが、前年度末との比較で、協力会員、

利用会員ともに微減という結果となりました。 
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窓口の開設から 3 年目となった生活困窮者等自立支援事業(くらしのサポー

トステーション)と生活福祉資金貸付事業は、福祉事務所等関係機関と密に連

携しつつ相談者を支援しました。実施件数はほぼ横ばいで推移していますが、

相談支援に時間を要するケースが増加傾向にあります。 

 

要介護認定調査では、介護保険制度の改正により要介護認定の有効期限が延

長になった影響等で年間の申請件数が減ったことにより、前年度比 1,563 件

（13％）減という結果でした。 

 

 

 ２ 主な実施計画事業の進捗状況 

 

4 年目となった「福祉なんでも相談」は、総合相談事業として孤立しがちな

区民やどこに相談したらよいのかわからない区民の困りごとに対し、適切な窓

口へ繋げることを主軸として支援しました。複数の課題を抱えている場合や、

近隣の区民からの相談で客観的に課題が見られるような場合などは、関係機関

と連携した上で支援を継続しています。 

また、駅頭での街頭相談会を３回実施し、困りごとを一人で抱え込まず、で

きるだけ早い段階で相談することを呼びかけるなど、啓発活動にも力を入れま

した。 

 

 

３ 平成 30 年度への課題 

 

 平成 30 年度には「ウェルファーム杉並」へ移転し、施設内の各部署を中心と

した関係機関の連携強化が課題となっています。外部との連携をスムーズにす

すめるための前提として、生活支援課の各係の職員が、横断的に情報を共有する

とともに各事業内容の理解と地域福祉における役割を再認識し、有効的な制度

の活用につながる周知活動と区民が利用しやすいしくみとなっているかの検証

及び必要な再構築に努めます。 

 また、ファミリーサポートセンター事業については、保育施設が充実する中で、

量的にも質的にも多様化した保育ニーズに対応した事業実施を目指します。 
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Ⅲ 地域支援課 

 

１ 平成 29年度事業計画に対する結果      

 

「すぎなみ地域福祉フォーラム 2017」は、国が提起する「我が事・丸ごと～

地域共生社会の実現に向けて～」をテーマに実施しました。基調講演は、大阪府

豊中市で、社会福祉協議会のコミュニティ・ソーシャル・ワーカー（CSW）と

して、制度と制度の狭間の福祉課題の解決のため先駆的に取組まれている勝部

麗子氏をお招きしました。豊富な事例を交えて、課題解決のための様々な出口づ

くりは、まさに「我が事・丸ごとの実践」で、杉並のこれからを考える貴重な機

会となりました。後半のパネルディスカッションでは、区内で活動する４団体か

ら実践報告をいただき、地域のつながりづくりについて論議を深めました。 

 

歳末たすけあい運動募金を財源とする「地域福祉活動費助成金」は、福祉的な

地域課題の解決のための地域活動を応援する資金で、平成 28 年度に助成を受け

た 8 団体からの活動報告会を初めて開催しました。助成金にかかわる審査委員

や町会自治会関係者に活動の成果を直接伝えることができました。 

 

若者のボランティア活動への参加促進の方策を検討するため、区内 6大学の 

学生を対象に「ボランティア意識調査」とボランティアを受入れる団体や福祉施

設を中心「受入れ状況の実態調査」を実施しました。単純集計のみは終えました

が、分析作業等は翌年度の作業となります。 

 

 地域包括支援センター（ケア２４）は、国が進める大きな方策「地域包括ケア

システムの構築」として、引き続き、認知症対策、在宅医療連携推進、生活支援

体制整備に取り組みました。 

 

２ 主な実施計画事業の進捗状況 

 

（１）地域支援ネットワーク 

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「地域支援ネット

ワーク」の社協としての事業推進のあり方を明確にするため、杉並社協内部で

検討を進めました。 

 

ケア２４善福寺のエリアでは、ＮＰＯ、地域サロン、ケア２４との協働によ

る「ご近所ささえあいプロジェクト」は、生活支援体制整備を意識した講演会

の企画実施、ご近所ささえあいマップづくりなどと継続的に取り組みました。 
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（２）ボランティア・地域活動 見本市 

永福和泉地域区民センターを会場に実施しました。 

近隣のボランティア団体や地域団体（24 団体）にご協力いただき、活動の

周知 PR に留まらず、活動体験コーナーなどの新企画にも取り組みました。 

また、大学生ボランティアによる会場内の団体を紹介して回る「ボランティ

アツアー」も好評でした。 

 

（３）災害ボランティアネットワーク 

杉並社協が主体となり、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「災害ボランティアネットワーク」の構

築は、準備会を経て、3月に正式発足となりました。今後は継続的に課題を洗

い出しや災害への対応を検討していきます。 

また、災害ボランティア活動支援で、先進的な取組みをしている世田谷区（世

田谷ボランティア協会）への視察も行いました。 

５期目となった「災害ボランティアセンター運営スタッフ養成講座」は、15 

名が受講修了しました。 

「災害ボランティアセンター立ち上げ訓練」は、通常のメンバー以外に民生

児童委員、震災救援所運営連絡会の委員へも参加を呼びかけて実施し、106 名

が参加しました。 

 

 

３ 平成 30 年度への課題 

 

一つ目は、「地域支援ネットワーク」の外的環境とも言える地域包括支援セ

ンター（ケア２４）を中心として、地域包括ケアシステムの構築（生活支援体

制整備）が進められており、杉並社協の地域福祉推進事業との整合性が課題と

なっていました。平成 30 年度より杉並社協は「第 1層生活支援コーディネー

ター」の業務を受託することとなりましたので、この事業を進める中で地域支

援のネットワークづくりを進めていきます。 

二つ目は、首都直下地震がいつ起きてもおかしくない中で、災害ボランティ

アネットワークを具体化することです。立ち上げ訓練をより実践的な内容とす

るなどの工夫をして平時の取組みを強化、充実します。 

 

三つ目は、ボランティア活動の推進について、区内 6大学の学生を対象に実

施した「ボランティア意識調査」の分析作業を通して、活動への参加促進の方

策を検討するなど、若者のボランティア活動の支援の充実を進めます。 



１ 会員の拡充と財政基盤の強化

（1）賛助会員数及び会費 （会費単位：円）

年　　度

区　　分

（2）活動会員数

（3）寄　　　付

　①寄　付　金　

（法人運営） 一般寄付 　　66件

指定寄付 　　1件

合計 71件

　②寄 付 物 品 ・車いす(新品1･中古12)

・サーカスチケット

・食料支援（缶詰等）

・その他（切手等）　　　　　　　　　　　　件

合計

　③そ　の　他

（長寿応援基金） 3件

2,094

170165157

3,057,2402,963,151

2,010

129

334,000 354,000 326,000 309,000

2,059

348,000 345,000 340,000

76

1,716,000 1,976,000 2,018,000

3,036,621 3,043,136 3,266,397

348,000 372,000

144142146143

68727877

2,5002,4582,421

255,000

242030

2,3762,293

350,000 302,000 295,000 200,000

693

5,761,151 5,753,621 5,980,136 6,141,397 5,853,240

平成28年度

※ホームヘルプ・ファミリーサポート
協力会員等

平成29年度

企　業　会　員

会　員　数

会　　　費

合　　計

会　員　数

会　　　費

平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度

238,000

1,931,000

3034

1,766,000

個　人　会　員

会　員　数

会　　　費

1,898 1,967

団　体　会　員

会　員　数

会　　　費

159156

34,257,448円

施　設　会　員

会　員　数

会　　　費

地 域 団 体 会 員

会　員　数

会　　　費

会　員　数 650

25件

121件

250,000円

10,112,453円

34,507,448円

12件

1件

83件
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１ 社会福祉事業

29年度 28年度 増減

１ 法人運営 318 474 △ 156

　理事会・評議員会を開催した。

　主に予算・事業計画、決算・事業報告など組織の重要案件について

協議、議決した。

 (1）理事会

　・毎会計年度終了後3ヶ月以内、10月、3月及び案件等の必要性に応じ

　開催した。

 第1回　6月13日（火）

   議案第 1号 社会福祉法人杉並区社会福祉協議会評議員会

　　　　  選任候補者について

   議案第 2号 平成28年度事業報告（案）について

   議案第 3号 平成28年度各会計決算報告及び監査報告（案）について

   議案第 4号 平成29年度定時評議員会（第1回評議員会）

　　　　　　　の招集について

   報告第 1号 平成29年度資金管理計画について

   報告第 2号 平成29年度行動計画

   報告第 3号 平成28年度歳末たすけあい運動結果報告について

　 報告第 4号 平成28年度行動計画　各事業達成度と次年度への課題点

 第2回　6月29日（木）

議題第1　　社会福祉法人杉並区社会福祉協議会会長選任

　　　　　 の件について

議題第2　　社会福祉法人杉並区社会福祉協議会副会長選任

　　　　　　  の件について

議題第3　　社会福祉法人杉並区社会福祉協議会常務理事選任

　　　　　 　 の件について

議案第 5号　理事、監事、評議員の役員賠償責任保険への加入について

 第3回　8月18日（金）

議案第 6号　社会福祉法人杉並区社会福祉協議会評議員選任

　　　　　　候補者の推薦について

 第4回　10月2日（月）

議案第 7号　社会福祉法人杉並区社会福祉協議会会長専決規則の制定

議案第 8号　社会福祉法人杉並区社会福祉協議会会長の専決に

　　　　　　属する事項の一部を委任する規程の制定

議案第 9号　社会福祉法人杉並区社会福祉協議会職員定数規則の制定

議案第10号　社会福祉法人杉並区社会福祉協議会個人情報保護

　　　　　　規程の一部を改正する規程

報告第 5号　社会福祉法人杉並区社会福祉協議会評議員選任・解任

　　　　　　委員会審議結果について

報告第 6号　社会福祉法人杉並区社会福祉協議会平成30年度予算

　　　　　　編成方針について

 第5回　12月22日（金）

議案第11号　社会福祉法人杉並区社会福祉協議会定款の一部変更

議案第12号　社会福祉法人杉並区社会福祉協議会実施計画改定

　　　　　　基本方針の策定について

議案第13号　社会福祉法人杉並区社会福祉協議会給与規程の

　　　　　　一部を改正する規程

議案第14号　平成29年度第一次補正予算について

 第6回　3月5日（月）

議案第15号　社会福祉法人杉並区社会福祉協議会定款の一部変更

議案第16号　社会福祉法人杉並区社会福祉協議会給与規程の

　　　　　　一部を改正する規程

議案第17号　社会福祉法人杉並区社会福祉協議会組織規程の

　　　　　　一部を改正する規程

議案第18号　社会福祉法人杉並区社会福祉協議会職員定数規則

　　　　　　の一部を改正する規則

事業名 事　　業　　内　　容

(単位：千円）

決　　算

１　地域福祉推進
　　事業

(1)法人運営
　 事業
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29年度 28年度 増減
事業名 事　　業　　内　　容

(単位：千円）

決　　算

議案第19号　社会福祉法人杉並区社会福祉協議会経理規程の

　　　　　　一部を改正する規程

議案第20号　社会福祉法人杉並区社会福祉協議会事務局職員の

　　　　　　標準的な職及び職責に関する規程の制定

議案第21号　社会福祉法人杉並区社会福祉協議会杉並ボラン

　　　　　　ティアセンター運営規程の一部を改正する規程

議案第22号　社会福祉法人杉並区社会福祉協議会介護保険要介

　　　　　　護認定調査事業運営規程の一部を改正する規程

議案第23号　社会福祉法人杉並区社会福祉協議会生活困窮者等

　　　　　　自立支援事業実施規程の一部を改正する規程

議案第24号　社会福祉法人杉並区社会福祉協議会ささえあい

　　　　　　サービス事業規程の一部を改正する規程

議案第25号　社会福祉法人杉並区社会福祉協議会ファミリーサポ

　　　　　　ートセンター事業実施規程の一部を改正する規程

議案第26号　平成29年度第二次補正予算（案）について

議案第27号　平成30年度各会計資金収支予算（案）について

議案第28号　社会福祉法人杉並区社会福祉協議会

　　　　　　平成30年度事業計画（案）について

議案第29号　社会福祉法人杉並区社会福祉協議会交通遺児基金の

　　　　　　一部取崩（案）について

報告第 7号　社会福祉法人杉並区社会福祉協議会実施計画改定

　　　　　　委員会の構成について

報告第 8号　非常勤職員等の報酬月額の改定について

 (2)評議員会

 第1回　6月28日（水）

   議案第 1号 社会福祉法人杉並区社会福祉協議会理事及び

　　　　  監事の選任について

   議案第 2号 平成28年度事業報告（案）について

   議案第 3号 平成28年度各会計決算報告及び監査報告（案）について

   報告第 1号 社会福祉法人杉並区社会福祉協議会　欠員に伴う

　　　　　　　評議員の選任について

   報告第 2号 平成29年度資金管理計画について

   報告第 3号 平成29年度行動計画

   報告第 4号 平成28年度歳末たすけあい運動結果報告について

　 報告第 5号 平成28年度行動計画　各事業達成度と次年度への課題点

　　　　　　　について

 第2回　1月11日（木）

議案第 4号　社会福祉法人杉並区社会福祉協議会定款の一部変更

議案第 5号　平成29年度第一次補正予算書について

報告第 6号　杉並区社会福祉協議会実施計画改定に向けた基本方針

　　　　　　について

 第3回　3月16日（金）

議案第 6号　社会福祉法人杉並区社会福祉協議会定款の一部変更

議案第 7号　平成29年度第二次補正予算（案）について

議案第 8号　平成30年度各会計資金収支予算（案）について

議案第 9号　社会福祉法人杉並区社会福祉協議会

　　　　　　平成30年度事業計画（案）について

議案第10号　社会福祉法人杉並区社会福祉協議会交通遺児基金の

　　　　　　一部取崩（案）について

報告第 7号　社会福祉法人杉並区社会福祉協議会実施計画改定

　　　　　　委員会の構成について

 (3)評議員選任・解任委員会

 第1回　6月16日（金）

   議案第 1号 社会福祉法人杉並区社会福祉協議会評議員の選任について

(1)法人運営
　 事業
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29年度 28年度 増減
事業名 事　　業　　内　　容

(単位：千円）

決　　算

 第2回　9月8日（金）

   議案第 2号 社会福祉法人杉並区社会福祉協議会評議員の選任について

 (4)監査

  ①杉並区社会福祉協議会・監査

　　日時：6月6日（火）

　　議題：平成28年度杉並区社会福祉協議会事業報告及び各会計

          決算並びに財務諸表の検査

　②自己検査の実施　11月

２ 組織基盤の強化 971 988 △ 17

　実施計画（平成26～30年度）に掲げた事業等を実施し、地域福祉の

推進役として役割を果たしていくために組織基盤の強化を図った。

 (1)資金管理計画の策定

　 杉並区社会福祉協議会資産管理方針に基づき、資産管理計画を

　策定し、資産管理を行った。

　・平成29年度資産管理計画を策定し、理事会・評議員会に報告した。

☆(2)新たな事業資金の確保

　福祉課題に柔軟に取り組むための財源を確保に努めた。

　①企業・団体への寄附の呼びかけ

　・寄附金の所得控除や税額控除を受けられることも含め、広報紙に

　　よる呼びかけを行った。（「すぎなみ社協」5月号に掲載した。）

☆(3)職員研修の実施

　職員の資質向上をめざし、人材育成計画に基づき職員研修を実施した。

　・9月6日　救命講習を実施

　・9月28日　交通安全講習を実施

　・10月11・12・13日　個人情報保護研修、及びセルフケア研修を実施

☆(4)主体的キャリアアップの奨励

　　職員の力を伸ばし､組織運営に活かすため以下の取り組みを

　行った。

　①業務に必要な資格取得

　・主任介護支援専門員・介護支援専門員等の資格取得勧奨を行った。　　

　・資格取得について、人材育成計画の中に位置付けし、勧奨を

　　行い、2人活用した。

 (5)会員組織の強化

　　会員増強と既存の地域組織との関係性を強化するため、既存

　会員の継続強化と新規会員の拡大に努めた。

　　特に企業会員については、法人会の情報通知を活用した呼びか

　けや、広報等で企業紹介をする等の工夫をすると共に、名簿等を

　活用した個別の勧誘を行った。

　①新規会員の勧誘

　・企業会員獲得のため、杉並法人会の交流会に出席（9月）し、

　　賛助会員への勧誘を行った。

　・荻窪法人会の会報等の送付時に社協広報紙やリーフレットを

　　同封し、企業や団体に対し賛助会員への勧誘を行った。

　②既存会員の維持継続

　・会費振込用紙付広報紙「すぎなみ社協（特別号）」の発行（5月）

　・前年度までの全会員に向けた会費納入依頼（6月）
　・「杉並社協　感謝のつどい」の開催

　　　日　時：1月20日（土）　午後1時から4時まで

　　　内　容：地域福祉協力者表彰、事業報告

　　　　　　　映画「きみはいい子」

　　　会　場：セシオン杉並・ホール

　　　参加者：306名　 参加費：賛助会員無料、一般1,200円

 (6)社会福祉法人制度改革への対応

　・新定款に基づき、いくつかの規程の整備と財務諸表の充実等

　　組織基盤強化に努めた。

(1)法人運営
　 事業
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29年度 28年度 増減
事業名 事　　業　　内　　容

(単位：千円）

決　　算

３ 部会 1,152 1,152 0

　　地域の様々な福祉的課題に対して、その課題を共有し、課題の解決

　に向け活動した。

  ①保育部会

　　区内公立・私立保育園により組織し、保育園の社会的役割、子ども

　の健やかな成長と大人の責任、保育者の専門性を確立するための活動

　を行った。

　・研修費　70,000円

　②民生委員・児童委員部会

　　民生委員・児童委員活動及び児童福祉に関する事業を行った。

　・民生・児童委員の活動助成　432,000円

　③支部活動費の助成

　　区内13支部に対し社会福祉の実践と増進を目的に助成した。

　・650,000円（1支部あたり50,000円）

(2)広報事業 　社協活動を積極的に周知し、わかりやすい社協をめざした。 9,797 10,172 △ 375

　 　社協の存在を知ってもらい、理解を得られるように新たなプレゼン

　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、社協の周知を図った。

１ 「すぎなみ社協」の発行（年間6回）

　　　社協事業に関わる区民の活動を写真で伝えるなど、理解と

　　共感の輪を広げる紙面づくりを行った。

　　・167,000部×5回（7月、9月、11月、1月、3月）

　　・5月発行分に社協会員振込用紙を印刷

　　　294,000部（各戸ポスティング）×1回

(1)法人運営
　 事業

183号 ・杉並社協　感謝のつどい案内・会長新年のあい
さつ・あんしんサポート係事業案内・福祉なんで
も相談事業案内・赤い羽根共同募金・歳末たすけ
あい運動街頭募金実施報告・きずなサロン運営の
い・ろ・は・ボランティア・地域活動見本市案
内・杉並社協移転のお知らせ・食料のご寄附のお
願い・読者アンケートのお願い・ささえあう地域
福祉の輪

平成30年1月10日

181号
・赤い羽根共同募金・ささえあいサービス、ファ
ミリーサポートセンター事業紹介、協力会員出張
説明会・赤い羽根共同募金ありがとうメッセー
ジ・赤い羽根共同募金の配分申請（地域配分）・
ささえあう地域福祉の輪・あんしんサポート共催
講演会・はじめてのボランティア説明会・福祉な
んでも相談街頭相談会

平成29年9月10日

182号 ・歳末たすけあい運動案内・地域サロンファーラ
ム案内・すぎなみ地域福祉フォーラム2017報告・
くらしのサポートステーション出張説明会・生活
福祉資金貸付制度　教育支援資金案内・杉並社協
感謝のつどい案内・地域福祉活動費助成金案内・
はじめてのボランティア説明会・福祉なんでも相
談　街頭なんでも相談会・ささえあう地域福祉の
輪

平成29年11月10日

主　な　記　事

179号 ・杉並社協の事業・活動のご紹介
・賛助会員募集平成29年5月10日

180号
・夏のボランティア体験・すぎなみ地域福祉
フォーラム2017・平成28年度決算及び事業報告・
ささえあう地域福祉の輪・あんしんサポート講演
会・きずなサロン運営のいろは・ボランティア体
験講座・福祉なんでも相談お知らせ

平成29年7月10日

発行日

－10－



29年度 28年度 増減
事業名 事　　業　　内　　容

(単位：千円）

決　　算

(2)広報事業

　

２ 杉並社協ハンドブックの発行

　　移転に伴い、住所等改訂箇所の挟み込み資料を作成し、配布した。

３ 杉並社協リーフレットの発行

　杉並社協の各種イベント等で配布した。

　また移転に伴い、リーフレットの改訂を行った。

４ 杉並社協ホームページの運営管理

　定期的に事業の新着情報等を掲載し、ホームページの充実に努めた。

５ SNS等の導入に向けての検討

　フェイスブック開設に向けて、準備を行った。

１　すぎなみ地域福祉フォーラム2017の開催 900 1,318 △ 418

　地域力向上を目的に暮らしの課題や地域の福祉課題を発信し、

解決への糸口を共に考える場として開催した。

　テーマ：「地域共生社会～受け手と支え手を超えた

　　　　　　　　　　　　　　　地域のつながりづくりを考える～」

　日時：9月3日(日）午後1時から4時まで

　会場：高齢者活動支援センター・2階　多目的室

　内容及び参加人数

【講演会】

講師：勝部麗子氏（豊中市社会福祉協議会　福祉推進室長）

講演内容：豊中市のコミュニティーソーシャルワーカーの取組み事例と

　　　　　「我が事・丸ごと地域共生社会」

【パネルディスカッション】

パネラー：すぎなみ重度心身障害児親子の会みかんぐみ

　　　　　　　　　　　　　　　川田かおり氏、大信田めぐみ氏

　　　　　特定非営利活動法人杉並介護者応援団　北原理良子氏

　　　　　荻窪地域区民センター協議会　　中澤一郎氏

　　　　　西荻窪町会　　秋山成子氏

コメンテーター：勝部麗子氏

内容：各団体の活動状況の発表と「地域のつながりづくり」

　　　について意見交換

参加人数：129名

発行日 主　な　記　事

(3)普及啓発
   事業

184号 ・杉並社協移転のお知らせ・きずなサロン案内・
きずなサロン運営のいろは・赤い羽根共同募金運
動・歳末たすけあい運動協力団体等名簿・杉並社
協の災害に備えた取り組み・平成30年度ボラン
ティア保険案内・地域福祉権利擁護事業生活支援
員募集・香典返しご寄附案内・ささえあう地域福
祉の輪

平成30年3月10日
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29年度 28年度 増減
事業名 事　　業　　内　　容

(単位：千円）

決　　算

　地域住民が主体となって身近な課題を拾い上げ、小地域単位の地域

特性にあった活動を行い、住民相互の地域活動により顔の見える関係

づくりを進めるため、活動団体に対する支援事業を行った。

１ きずなサロン支援事業 1,528 2,341 △ 813

　  (1)きずなサロンの立ち上げ支援や運営支援

　地域の有志によるサロン活動の立ち上げ支援や運営支援を行った。

　気軽に立寄り、お茶を飲みながら、地域住民同士の交流を図る場

を支援した。（全40か所、設立順、★印は新規立ち上げ）

　延べ開催数：686回、参加人数：15,721人 　30年3月31日現在

きずなサロン
名称

開催日／時間 会　　場
開催
回数

参加
人数

ふれあいサロ
ンきずな

毎週金曜日
午後2時〜5時

ゆうゆう堀ノ内松ノ木
館多目的室

（松ノ木2-38-6）
47 1,557

<開設20周年記念行事>「お花のプレゼント」
　5月開催

高円寺北
きずなサロン

第1･2･3･4
火曜日

午後1時〜3時

ゆうゆう高円寺北館
（高円寺北3-20-8）

48 1,169

<開設16周年記念>「飲み物等の無料サービス」
　　10月開催

荻窪
きずなサロン

第2水曜日
午後1時〜3時

荻窪ふれあいの家
（荻窪2-29-3）

12 168

きずなサロン
 ハートto

Heart

第2･4火曜日
午後1時30分

　　〜3時30分

阿佐ヶ谷中学校
（阿佐谷南1-17-3）

22 1,356

ゆうゆう阿佐谷館
（阿佐谷北2-18-17）

22 683

○小地域福祉活動ﾆｭｰｽ｢阿佐谷きずな｣の発行
阿佐谷にまつわる話､福祉の情報､話題などを住民に知
らせるために小地域広報紙を隔月で発行｡
　喫茶、歌、ペン習字、手芸の活動を実施。おしゃべ
り回想法なども行っている。

きずなサロン
さくら

第2水曜日
午後1時

〜3時30分

和泉サナホーム
（和泉4-16-10）

12 1,456

○小地域福祉活動ﾆｭｰｽ｢さくらだより｣の発行
和泉近辺にまつわる話、サロンの情報などを知らせる
ために、小地域広報紙を年4回発行。
　ハープの演奏会やクリスマス会などで、手作りケー
キを振舞っている。

荻窪家族レジデンス
（荻窪4-24-18）

48 1,142

きずなサロン
Ａ

第4月曜日
午後1時30分
〜3時30分

ギャラリーＡ
（永福2-57-8）

10 125

子育てきずな
サロン

ままころ

第1･3･5月曜日
午前10時〜12時

(4)小地域福祉
活動推進事業

<開設7周年記念サロン>11月開催

クリスマスサロンでは、沖縄の三線のミニライブが大
盛況であった。

きずなサロン
みんなの広場

ほっぺ

毎週火曜日
（祝日は休み）
午前10時30分
〜午後2時30分
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29年度 28年度 増減
事業名 事　　業　　内　　容

(単位：千円）

決　　算

(4)小地域福祉
活動推進事業

高円寺北みん
なのひ・ろ・

ば

第3土曜日
午前10時〜12時

高円寺二丁目町会会館
（高円寺北2-2-21）

10 98

きずなサロン
わ西永福

第3土曜日
午前11時

　　　〜午後6時

すぎなみ１５１
（永福4-19-4
安藤ビル2-C）

12 161

きずなサロン
ひまわり

毎週水曜日
午後1時〜4時

和田1-69-12 48 562

<ミニイベント>七夕音楽会、ハロウィン、クリスマス
会、ひな祭り、参加利用者の誕生日会などの開催

30年4月より井草地域区民センターからゆうゆう四宮
館へ会場変更となる

7 22

堀之内妙法寺仮堂
（堀ノ内3-48-8）

12

子育て
きずなサロン
プチ・シュ

シュ

きずなサロン
きみのいえ

第2月曜日
午後2時〜4時

自宅開放
（土宅：上井草1丁目）

すくすく
子育てサロン

和田堀

第3水曜日
午後1時30分

〜3時

第4水曜日
午後1時30分

　　〜3時30分

ゆうゆう四宮館
（上井草2-28-3）

＜17周年行事＞くじ引きでのプレゼントあり
○看護師、保健師、栄養士の専門職のによる講座を実
施している。

10 211

567

<ミニイベント>
毎回の写真パネル掲示、参加者による折り紙コー
ナー、マジックショーなど

206

きずなサロン
庵

第4日曜日
午後1時～3時

東京第三友の家
（松庵2-5-1)

11

西荻南
きずなサロン

第3日曜日
午前10時〜12時

西荻南区民集会所
（西荻南3-5-23）

12

きずなサロン
宮三・ほっぺ

第2･4金曜日
午前11時
〜午後3時

高井戸
きずなサロン

第2日曜日
午後1時〜4時

浴風会南陽園１階
（高井戸西1-12-1）

12 94

<ミニイベント>相撲甚句イベントの開催など

176

茶話会を中心として、日常会話や介護の話などをして
いる。また、クリスマス会としてケーキを焼いてい
る。

472

慈宏寺祖師堂2階
（宮前3-1-3）

10 145

340

クリスマス音楽会、ハーモニカ演奏会、ハンドマッ
サージなど、多彩な講座を開催した。

西荻北
きずなサロン

第2火曜日
午後1時〜4時

自宅開放
(鈴木宅：西荻北5丁目)

12

開催
回数

参加
人数

<ミニイベント>ケア24職員による講座、ハロウィン
パーティー、クリスマス会、新春落語会の開催など

きずなサロン
花

第2日曜日
午後1時〜3時

デイサービス龍宮城
（阿佐谷南2-5-2）

12

きずなサロン
名称

開催日／時間 会　　場
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29年度 28年度 増減
事業名 事　　業　　内　　容

(単位：千円）

決　　算

(4)小地域福祉
活動推進事業

下井草駅前
きずなサロン

第2土曜日
午後2時〜4時

グリーンデイ下井草
（下井草3-39-21）

阿佐谷南
きずなサロン

虹

第2金曜日
午後1時30分

　　〜3時30分

12 331

ゆうゆう馬橋館
（高円寺南3-29-5）

12 333

浴衣の着付け講習会、アロマのハンドマッサージ、ハ
ロウィンのイベントなど実施している。

きずなサロン
交流ひろば

第4日曜日
午後1時〜4時

阿佐谷北三丁目
都営住宅集会所

（阿佐谷北3-33-26）
11 165

いぐさきずな
サロンYY

第1木曜日
午後1時〜3時

自宅開放（中川宅：井
草1丁目）

10 251

<ミニイベント>
お茶会、笑いヨガ、手品、クリスマス会、トロンボー
ン演奏などを実施。

高井戸東
きずなサロン

ふじ

第3水曜日
午後1時

　　〜3時30分

自宅開放
(秋山宅：高井戸東3丁

目)
8 57

きずなサロン
めだか

第3水曜日
午後1時30分
〜3時30分

阿佐谷北三丁目
都営住宅集会所

（阿佐谷北3-33-26）
11 123

12

<ミニイベント>
ハロウィーン、相撲甚句、クリスマス会を実施してい
る。

清水
きずなサロン

第1金曜日
午後1時30分
〜3時30分
第4月曜日

午後1時30分～4時

金：自宅開放
（中吉宅:清水1丁目）
月：ゆうゆう桃井館
（桃井1－35－2）

247

18 236

<ミニイベント>
七夕、ケア24からの健康や病気についての講座を実施
している。

方南和泉
きずなサロン

峰

第3･4木曜日
午後2時〜4時

高円寺南
きずなサロン

ひとつな <ミニイベント>
クリスマス会、オカリナコンサートなどの開催など

高井戸駅前
きずなサロン

パレット

第3土曜日
午前10時〜12時

きずなサロン
A・J

第2木曜日
午後1時30分
〜3時30分

　自宅開放
(原田宅:阿佐谷北6丁

目)

ホワイト・ホース
（方南2-13-11）

22 344

<ミニイベント>
高井戸警察署から「防犯について」の話をしを開催し
ている。

第3水曜日
午後1時

〜3時30分

高円寺フリースペース
ヒトツナ(ルック商店街
中程高円寺南3-23-16)

11 108

18 469

<ミニイベント>
クリスマスライブイベントの開催など

高井戸地域区民セン
ター内高齢者活動支援
センター第2講座室
（高井戸東3-7-5）

11 132

きずなサロン
名称

参加
人数

開催日／時間 会　　場
開催
回数

<ミニイベント>
ハロウィンパーティー・クリスマス会などの開催など

子育て
きずなサロン

下井草
プレママころ

第2･4月曜日
午前10時〜12時

東原中学校隣民家
（下井草1丁目）

－14－



29年度 28年度 増減
事業名 事　　業　　内　　容

(単位：千円）

決　　算

(4)小地域福祉
活動推進事業

★

★

★

★

（2)サロン参加に向けた情報発信

  ・きずなサロンリーフレットの改訂版を4月に発行した。

　  各団体・機関へ発送及び窓口での配布を行った。

  ・きずなサロン開催日カレンダーを作成し、杉並区社会福祉協議会の

 　 ホームページへ掲載した。また社会福祉協議会窓口にてポスター、

　  チラシの掲示及び配布を行った。

（3）きずなサロン運営のい･ろ･はの開催

　  きずなサロンの普及拡大を目的とし、新規立ち上げ希望者がきずな

    サロンの理解を深められるよう、運営者との交流を取り入れた説明会

    を実施した。

　・第1回　4月25日（火）参加者：13名

　・第2回　7月31日（月）参加者： 6名

　・第3回 11月29日（水）参加者：19名(地域サロンフォーラムと同時開催)

　・第4回  2月23日（月） 参加者： 5名

（4）サロン運営者への研修会・交流会の開催

　サロン活動に社協が期待していること、またサロン開催中での危機管理

  について講話をし、その後、交流・意見交換を行った。

　第１回　　実施日：8月5日（土）     　

　　　　　　参加者：14サロン　23名　

　　　　　　テーマ①：「きずなサロンの成り立ちとその目的」

　　　　　　　　講師：社協職員

　　　　　　テーマ②：「危機管理について」

　　　　　　　　講師：荻窪警察署犯罪抑止係

　第２回　　実施日：㋀29日（月）

　　　　　　参加者：19サロン　28名　

　　　　　　テーマ　：「認知症サポーター養成講座」

　　　　　　　　講師：ケア24南荻窪職員

きずなサロン
いずみ

第2金曜日
午後2時
～4時

4 68

きずなサロン
みんなのたま
り場“松下さ

んち”

第1～4火曜日
午後1時30分～4時

第3金曜日
午後11時～3時

松下さんち
（本天沼1丁目）

15 299

7 247

あさ北きずな
サロン

第1･3･5火曜日
午後1時30分

～4時

ゆうゆう阿佐谷北館
（阿佐谷北6-26-13）

13 609

第2水曜日
午後1時30分

〜4時

区営下高井戸5丁目
住宅集会所

（下高井戸5－1－1）

自宅開放（和泉マン
ション106）

（和泉4丁目）

12

きずなサロン
沖縄タウン

第2･3土曜日
第2･3･4木曜日
午後1時30分
〜3時30分

沖縄タウン内ユーキ
設備ショールーム
（和泉1-8-17）

115

55 600

きずなサロン
下高ファイブ

阿佐谷
きずなサロン

イロドリ

第4火曜日
午前10時〜12時

　ゆうゆう阿佐谷館
（阿佐谷北2-18-17）

11 130

桜上水きずな
サロン散歩道

第1･3水曜日
午後1時30分
〜3時30分

下高永福談話室
（下高井戸3-2-7）

24 270

お花見会、ポールウォーキングや「振込詐欺に注
意！」、「ケア24の活用方法」などをテーマに皆で懇
親を兼ねて話し合った。

きずなサロン
ひだまり

第3月曜日
午前10時〜12時

ゆうゆう高井戸東館
（高井戸東3-14-9）

きずなサロン
名称

開催日／時間 会　　場
開催
回数

参加
人数
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29年度 28年度 増減
事業名 事　　業　　内　　容

(単位：千円）

決　　算

 (5)地域イベントへの参加

　・おぎくぼセンター祭への参加

　　実施日：7月8日（土）

　　参加者：3サロン　5名

　　内容：荻窪周辺の5サロンのパネル展示、チラシ配布等を行った。

　・井草センターまつりへの参加

　　実施日：9月9日（土）10日（日）

　　参加者：2サロン　

　　内容：井草周辺の5サロンのパネル展示、チラシ配布等を行った。

　・まちづくり博覧会2018への参加

　　実施日：3月11日（日）

　　内容：パネルの展示、リーフレットの配布、チラシの配布をし、

　　　　　PR活動を行った。

　　協力者：2サロン　2人

２　関係機関との連携強化

　定期連絡会への参加及び事業への協力、情報収集・提供等を行った。

 （1)杉並区民生委員児童委員協議会

　　  各地区民生委員・児童委員と協働で地域福祉の増進を図った。

  　　・会長協議会（11回）、会長連絡会（5回）、13地区協議会（10回）

  　　　に出席、社協からの連絡、依頼、報告を行った。

  　　・自主研修の支援

  　　　地区外研修の視察先の候補等の相談に対応した。また、

  　　　自主研修などに参加して、連携を強化した。

 （2）杉並区町会連合会

 　　 ・常任理事会（11回）、17地区町会連合会（7回）に出席、社協

 　　　 からの連絡、依頼、報告を行った。

　(3)生活支援体制整備連絡協議会

 　　 地域包括ケアシステムの構築にあたって「生活支援体制

 　　 整備連絡協議会」に職員2名を派遣

 　　 運営準備会：5回　　研修会：2回　　協議会：3回

　(4)第1層生活支援コーディネーター

      生活支援コーディネーター　(第１層）を1名配置し、

 　　 地域包括支援センター（ケア24）等と連携して

 　　 地域課題の把握に取り組んだ。

　　　　　事前打合せ：7回

　　　　　第2層生活支援コーディネーターとの連絡会：6回

　　　　　ネットワーク連絡会：3回（事前打合せ：2回）

　(5)その他（区・ケア24・他社協、NPO、地域活動団体への協力）

 　 ①ケア24善福寺・地域ケア会議の参加(6/12)

    ②杉並介護者の会連絡会へ参加（7/5）

    ③ケア24南荻窪・地域懇談会へ参加（7/18）

    ④すぎなみ子ども食堂ネットワークの支援

 　 ⑤永福和泉地域区民センター・地域サロンフォーラム合同開催(11/29)

     ～地域区民センター協議会との協働事業により開催

  　　 永福和泉地域のきずなサロン､その他サロンが展示ブースを設け、

  　　 来場者にＰＲ活動を行った。また地域サロンに関する講話とパネ

  　　 ルディスカッションの依頼を受けた。

　　　 ・出展きずなサロン：6サロン、来場者131名

　　　 ・講話＆ﾊﾟﾈﾗﾃﾞｨｽｶｼｮﾝ:93名

　  ⑥ケア24永福・方南・堀ノ内三所合同研修・講話（11/30）

 　 ⑦花笠まつりの杉並社協・和田堀支部の協力（12/9）

　  ⑧杉並区たすけあいネットワーク全体連絡会・講話（1/30）

　  ⑨西荻地域区民センター地域懇談会へ参加（1/31）

　  ⑩ケア24久我山／地域懇談会・講話（2/27）

　  ⑪荻窪地域区民センター地域懇談会へ参加（3/7）

　  ⑫永福和泉地域区民センター地域懇談会へ参加（3/9）

(4)小地域福祉
活動推進事業
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29年度 28年度 増減
事業名 事　　業　　内　　容

(単位：千円）

決　　算

　困ったときに家のそばで借りられるように、地域と協力して貸出事業

を行った。

１ 短期の車いす貸出及び貸出拠点の拡充 450 338 112

　民生・児童委員ほか、ケア24、商店会等にも拡充

取扱者 　　 拠点数  保管台数 件数

民生・児童委員 所 台 件

社協（あんさんぶる） 1 所 台 件

ケア24 所 台 件

商店会 3 所 4 台 件

町会・自治会 所 台 件

その他 所 台 件

合計 所 台 件

２ 車いすのメンテナンス

　・快適、安全な利用のため、業者によるメンテナンス・部品交換を

　 行った。（阿佐谷、荻窪、天沼、成田、下井草、井荻、宮前、高井戸）

　・杉並区就労支援センター（すぎトレ）訓練の一環として車いす清掃

　 の業務を活用した。

　地域の絆向上につながる活動を応援するため助成事業を行った。
１ 地域福祉活動費助成事業の実施 4,500 4,668 △ 168
　①平成29年度地域福祉活動費助成金　助成合計額：5,360,000円

　チャレンジ応援助成：14団体　 2,607,000円

　定例活動活性化助成：28団体　2,753,000円

　②助成対象事業の視察（12団体）、30年度助成団体を含めた区内施設

　　等に、地域福祉助成事業およびB配分周知のためのチラシを郵送。

　③平成28年度地域福祉活動費助成金　報告会・交流会の実施

　　9月13日（水）午後1時30分から4時30分まで

　　28年度受配団体8団体から報告。

　　出席者：25名（助成金審査委員、配分推せん委員、共同募金会理事）

　④助成金の申請のポイントや助成金を使用するにあたっての注意点を

　　周知するため、助成金説明会を2回開催した。（参加者：14団体15名）

　⑤平成30年度地域福祉活動費助成金の審査を実施した。

１ 地域支援ネットワーク

182 403 △ 221

(1)ケア24圏域でのモデル事業

＜ケア24善福寺（善福寺、西荻北3～5丁目地域）＞

　 ・昨年度からケア24善福寺、NPO法人おでかけサービス杉並、オー　

　　 プンリビング けやきの見える家、社協で「ご近所ささえあいづ

　　 くりプロジェクト」というネットワークチームを継続的に実施。

　   「ご近所ささえあいマップづくり」を試行的に行い、講演会の

　　 企画立案を行った。

　 ・企画会議：12回

　 ・講演会：日時　平成30年2月19日（月）午後2時から4時まで

　　　　　　 会場　西荻地域区民センター3階　　　　　　

　　　　　　 テーマ「あなたは助け上手、助けられ上手？」

　　　　　　 講師　木原孝久氏（住民流福祉総合研究所）

　　　　※この講演会は杉並区生活支援体制整備講演会としてケア24

　　　　　善福寺、上井草、上荻、西荻の4所と合同企画で開催した。

(2)地域支援ネットワーク事業検討委員会

　杉並社協が地域福祉活動を推進する機関としての機能・役割を具体

化して、その推進の中核としての地域福祉推進係の事業推進のあり方

を明確にするため、昨年度に引き続き、日本社会事業大学准教授・菱沼

幹男さんをアドバイザーに迎え、検討を進めた。

　・検討委員会：6回

　・構成員：本会地域支援課職員6名、事務局（地域福祉推進係）2名
　　　　　　　　　

(6)地域福祉
   助成事業

(7)ネットワー
  ク推進事業

311

　小地域でケア24がもつ既存のネットワークを活用し、地域での孤立

防止や災害時の共助などにつながるよう、多世代交流や顔がつながる

地域づくりをめざし、多世代の交流促進を行った。

(5)車いす
　 貸出事業

124

96

1,853

44

11

17

542

174

87317

20

41

19

148

197

165

62
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29年度 28年度 増減
事業名 事　　業　　内　　容

(単位：千円）

決　　算

　地域の福祉課題等を取り上げ、ボランティア学習、福祉教育の推進を図った。

１ 模擬体験セット、体験用車いす等の貸出 81 104 △ 23
　　・活動器材の貸出

　地域福祉活動啓発事業の一環として、体験用に車いす・高齢者

　模擬体験セットの貸し出しを行った。

体験セット 　所有数 貸出件数

模擬体験セットⅠ･ｷｯｽﾞ 30 件

車いす 29 件

点字練習器 9 件

点字指導者用ボード 9 件

白杖 8 件

アイマスク 12 件

くま 1 件

合計 件

２ 小中高大学等でのボランティア学習、福祉教育プログラムの

　 企画への協力、講話依頼への対応

4月18日　明治大学　ボランティア入門講座

4月22日　高千穂大学　佐藤ゼミ　ボランティア講話

5月23日・25日  三菱東京ＵＦＪ銀行新人研修

6月10日　天沼中学校　人権教育（視覚障害について）

6月11日　立正佼成会福祉体験（車いす体験）

6月16日・20日  明治大学　夏ボラ出張ガイダンス

6月21日　豊多摩高等学校　福祉講話

7月10日　高円寺中学校　福祉体験授業（視覚障害体験）

7月12日　高円寺中学校　福祉体験授業（車いす体験）

7月30日　立正佼成会　視覚障害体験

9月 9日　向陽中学校　高齢者体験

9月27日　明治大学　ボランティア入門講座

9月28日　荻窪小学校　福祉体験授業

9月29日　堀之内小学校　車いす体験授業

10月12日　杉並第七小学校　視覚障害体験

10月13日　高井戸第二小学校　視覚障害体験授業

10月22・29日　英会話教室アベフル　ボランティア講話

10月17日　大宮中学校　福祉体験授業

10月21日　大宮小学校　福祉体験授業

10月24日　スポーツ振興財団　車いす講座

11月11日　荻窪中学校　職業インタビュー

11月22日　通所介護事業者連絡会　ボランティア講話

12月2日　スポーツ振興財団　車いすサポーター講座

12月15日　日本医歯薬専門学校　ボランティア活動先紹介

1月10日　明治大学ボランティア入門講座

1月12日　ｽｸｰﾙ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ･ﾈｯﾄﾜｰｸ　学校･地域コーディネーター初任者研修

1月27日　東田中学校　視覚障害体験授業

2月23日　富士見丘中学校　ボランティア講話

３ 福祉教育プログラムへの障害当事者の紹介

・高井戸第二小学校に視覚障害者支援総合センター職員を紹介

・東田小学校に視覚障害者支援総合センター職員を紹介

・高井戸第三小学校に点字サークルさざんかを紹介

　災害発生時にスムーズな被災地支援活動ができるよう、平常時

から関係機関と連携しながら支援体制づくりに取り組んだ。

☆１ 災害ボランティアネットワークの構築 1,657 585 1072
11月29日　災害ボランティアネットワーク連絡会　準備会

1月12日・13日　先進地区（世田谷区）の視察

　・常設型　災害ボランティアセンターの運営

98

(8)福祉教育
   推進事業

(9)災害
  ボランティア
  センター事業

10月5日　堀之内小学校　車いす体験授業

20セット

10台

60台

１枚

33本

40個

１体
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29年度 28年度 増減
事業名 事　　業　　内　　容

(単位：千円）

決　　算

　･災害ボランティア・マッチング・コーディネーター養成講座

3月15日　災害ボランティアネットワーク連絡会発足

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

　・センター運営を支えるスタッフを養成するための講座を実施。

　　・講座修了生及び関係者対象のフォローアップ講座

11月23日　フィールドワーク「防災倉庫備蓄資材の使用体験」

12月12日　講義・ワーク「被災者のニーズ把握とその対応」

2月6日　講義・ワーク「災害ボランティアセンターの広報」

　　・運営スタッフ養成講座オプションプログラムの実施。

　　　2月24日　西宮中学校震災救援所訓練に参加。

　　　第1期～第5期講座修了生36名が参加。

３ 災害ボランティアセンター立ち上げ訓練の実施

1月8日（月・祝）にセシオン杉並の展示室にて実施した。

本会職員、区職員と第1期～第5期講座修了生、センター運営委員、

震災救援所運営連絡会 役員、民生児童委員、地域防災コーディ

ネーター育成機構、他区社協職員　106名が参加。

４ 災害ボランティアセンターの周知PR

10月28日(日)区の総合震災訓練(下高井戸おおぞら公園開催)に参加。

災害ボランティアセンターと講座修了生が立ち上げた任意団体

「杉並災害ボランティアの会」の周知PRを行った。

　杉並区が災害時要配慮者の支援として位置づけた｢地域のたすけあい

　ネットワーク(地域の手)｣に関して、震災救援所運営連絡会の活動を 182 234 △ 52
　支援した。これまで築いてきた地域のネットワークや専門性を活かし､

　安否確認や避難支援行動を想定したアドバイス等を行った。

１ 個人情報保護研修の実施

　　災害時要配慮者台帳等の取り扱いについての研修を行った。

・9月12日　集合研修（あんさんぶる荻窪）　参加者8名

14名

1月20日

１　災害ボランティアセンター立ち
上げ・運営訓練ふりかえり
２　講座のまとめ
３　修了生からの話
４　今後の予定について

ｾﾝﾀｰ職員 15名

(10)たすけあい
  ネットワーク
  事業

　　昨年度に引き続き、第5期災害ボランティアセンター運営

　　スタッフ養成講座を開催した。　全6回連続講座（受講生18名）

　　日時：【第1回】10月14日～【第5回】1月20日

　　内容：講義及びワークショップ等

日時 内容 講師

10月14日

・オリエンテーション 区危機管理室
防災課長

区保健福祉部管
理課地域福祉推

進担当係長
ｾﾝﾀｰ職員

・講義Ⅰ「杉並区の防災対策」

・講義Ⅱ「災害時要配慮者支援」

・講義Ⅳ、ワークショップ
平山優子氏 14名

「多様な視点で災害活動に取り組む」

出席人数

17名

・講義Ⅲ「災害ボランティア

11月18日
・フィールドワーク 杉並災害ボラ

ンティアの会
15名

「防災まち歩き体験」

①ｾﾝﾀｰ職員
②本会職員

③災害VC運営
スタッフ養成
講座第５期生
④杉並災害ボ
ランティアの
会(本講座第１

～４期生)
⑤関係団体

15名
・講義Ⅴ[震災救援所の機能と役割｣
・防災倉庫の見学

ｾﾝﾀｰ職員

1月8日
○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

11月25日

(9)災害
  ボランティア
  センター事業

　　　　　センターの機能と役割」

10月21日

－19－



29年度 28年度 増減
事業名 事　　業　　内　　容

(単位：千円）

決　　算

・9月16日　出張研修（馬橋小学校震災救援所）　参加者10名

　 ・11月7日　桃井第五小学校震災救援所　参加者2名

　 ・11月22日　井荻小学校震災救援所　参加者14名

・1月25日　集合研修（杉並区役所）参加者13名

・2月2日　阿佐ヶ谷中学校震災救援所　参加者13名

・2月18日　東田小学校震災救援所　参加者22名

２ 震災救援所救護支援部に対する避難支援会議の設置、支援

今年度は避難支援会議の支援依頼なし

　地域で問題を抱えている人と地域課題に取り組む団体や、地域の

ために活動したいという人のコーディネートを行うことにより、 3,659 3,738 △ 79
ささえあう地域づくりを進めた。

１ コーディネート事業

☆(1)はじめてのボランティア説明会の開催

　　・ボランティア活動希望者を対象に少人数で 説明会を開催した。

①ボランティアとは（４原則）

　　　4月26日（火）参加者①10時 －４名　②13時半－ ５名　③19時－１名②活動を始める際の注意点

　　　5月24日（火）参加者①10時 －２名　②13時半－２名　③19時－１名③情報提供の時間

　　　＊6月は見本市開催のため休み

　　7月26日（火）参加者①10時－４名②13時半－３名③19時－０名

　

　

　　8月23日（火）参加者 ①10時－３名　②13時半－１名③19時－１名

・はじめてのボランティア体験会（高齢者施設編）

・ボランティア活動の紹介だけではなく実際に活動の体験会を

行なって活動に入りやすいように推進した。

①ボランティアとは（４原則）

②活動を始める際の注意点

③体験する施設の紹介

⑤施設以外のボランティア情報提供

・はじめてのボランティア体験会（障害者施設編）

・施設の秋のイベントに合わせてボランティア活動に入りや

　すいように説明会と体験会を実施した。

①ボランティアとは（４原則）

②活動を始める際の注意点

③体験する施設の紹介

⑤施設以外のボランティア情報

オリエンテーション

※質問には随時答える

オリエンテーション

　提供※質問には随時答える

内　　　　容 日　程

20名

11月11日 ひまわり作業所3名

12月中
視覚障害者支援

総合センター3名
④ボランティア保険の説明

 場所と参加人数

10月14日 説明会5名、個別で4名

11月8日 ひまわり作業所5名

5月30日 方南ふれあいの家3名

13名

5月24日 方南ふれあいの家１名

5月26日 和田堀ホーム0名

④ボランティア保険の説明 5月27日 方南ふれあいの家2名

内　　　　容 日　程  場所と参加人数

5月13日 説明会6名

5月17日 和田堀ホーム１名

3月13日 0 0

14 37

1月30日 4 3

3月10日 4

12月19日 1 1

1月27日 3

11月28日 2 1

12月16日 2

※質問には随時答える 9月26日 1 2

11月25日 3

6月27日 0 2

④ボランティア保険の説明 9月16日 3

6

6月17日 0

内　　　　容
13時

日　程
 参加人数

10時

(11)ボランティ
ア活動推進事業

4月15日オリエンテーション 7

4月25日 6
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29年度 28年度 増減
事業名 事　　業　　内　　容

(単位：千円）

決　　算

（2）特技を活かしたボランティア登録、コーディネート及び

　｢特技ボランティア広場｣の開催
・ボランティア登録69団体 ・コーディネート件数24件

・活動件数18件

　・活動先となる福祉施設等への特技ボランティアの紹介と特技

  を披露する場の設定

・6月16日のボランティア受け入れ担当者連絡会の中で4組の

特技ボランティアを紹介し特技を披露。

・特技ボランティア交流会

 登録69団体に対して感謝の意を示すとともに、特技ボランティア

　同士の情報交換と親睦を深める機会を提供した。

　日時：2月23日（金） 　会場：あんさんぶる荻窪

　参加人数：25名　　 　バイオリン演奏－美尾洋乃氏

（3）「ボランティア・地域活動見本市」の開催

　　イベント名：ボランティア・地域活動見本市　in　永福和泉

　　日時：2月18日（日）午前11時から午後3時30分まで

　　会場：永福和泉地域区民センター

　　協力団体：区内ボランティア活動団体、地域団体　24団体

　　来場者：延べ213名

　　内容：協力団体による活動周知を兼ねて体験コーナーを実施。

　　　　　大学生による会場内の団体を紹介して回るボランティアツアーを開催。

　　　　　終了後は団体や施設、当日ボランティア、VC職員で振り返りを行った。

（4）学生ボランティア交流会の開催

　 日時：11月4日（土）

場所：明治大学和泉校舎  　 参加人数：12名

明治大学の学生ボランティアと他大学の学生ボランティアの意見交換の場

として開催し、それぞれの活動について共有した。

（5）杉並チャリティー・ウォーク2017の共催

　　ワンコイン（500円）から始められる、社協共催のチャリティーイベント。

　実行委員会への出席、ボランティア募集・調整、当日スタッフとして、

　資材運搬などを担当した。

実施日：5月21日（日）午前11時から午後4時まで

実施場所：高円寺中央公園、高円寺の商店街等

参加者：858名

２ 人材養成・研修事業

 (1)受入先のボランティアコーディネート体制の充実、連携強化

　　・福祉施設等を対象としたボランティアコーディネーター研修

　　及び連絡会の開催

　①「ボランティア受入れ担当者連絡会」の開催

　  日時:6月16日（金）午後2時から5時まで

　　会場：あんさんぶる荻窪

　　参加：区内福祉施設(高齢者施設・障害者施設等)から34名

　　内容：各施設間で情報交換を行った。

　　　　　「特技ボランティア発表会」を同時に開催した。（特技ボランティア5団体）

　②「受入施設ボランティア受入れ担当者体験型研修」の開催

　　日時：9月～11月の希望日程　午後1時から4時まで

　　開場：ひまわり作業所／あけぼの作業所／マイルドハート高円寺

 　 　　　ひまわり作業所　7月19日　1名

　　　　　あけぼの作業所　7月20日　1名

　　　　　マイルドハート高円寺　7月22日　1名

　　参加：区内福祉施設(高齢者施設・障害者施設等)受入れ担当者

　　内容：体験型研修として、担当者自身が実際に施設へボランティアとして出向

  　      き、施設で活動することで、ボランティアコーディネーターの対応の仕方を

　　　　　学ぶと共に、活動しているボランティアの視点を知ることを狙いとして開催。

　③「ボランティア受入れ担当者連絡会」の開催

　　日時:10月26日（木）午後2時から4時まで

(11)ボランティ
ア活動推進事業
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29年度 28年度 増減
事業名 事　　業　　内　　容

(単位：千円）

決　　算

　　会場：あんさんぶる荻窪

  　参加：区内福祉施設（高齢者施設・障害者施設等）から20名

　　内容：体験型研修の参加者からの報告、各施設の情報交換

☆(2)地域でのインフォーマル活動の人材養成及びフォローアップ

①傾聴ボランティアスキルアップ講座の開催

　日時：12月5（火）午後1時から5時まで

　会場：あんさんぶる荻窪

　参加：杉並区内で傾聴ボランティアとして現在活動している方　22名

　内容：ロールプレイや質疑応答などを行い自身の活動を振り返った。

　講師：NPO法人ホールファミリーケア協会　　山田　豊吉氏

②傾聴ボランティア養成講座の開催

　日時：1月24日、1月31日、2月6日、2月14日、2月15日～27日、2月28日

　　　　午後1時30分から4時30分（第5回は体験実習のため受入れ施設先

　　　　により異なる）

　会場：杉並区役所分庁舎

　参加：区内在住・在勤・在学の方で、受講後、傾聴ボランティアとして

　　　　活動ができる方　31名

　内容：理論と体験学習により、傾聴ボランティアに必要な知識と技能

　　　　を学んだ。第5回では、傾聴ボランティアグループ協力のもと、

　　　　区内高齢者施設での実習を行った。

　講師：特定非営利活動法人P.L.A　小谷津光子氏、峯崎のり子氏

 (3)ボランティアセミナーの開催

　 ・小学生、中学生、高校生、大学生を対象に夏休み期間中の

ボランティア体験学習を実施

   ・申込み及びオリエンテーション

　　 7月8日・15日申し込み受付、他に窓口にて受付

　　 7月24日から8月31日まで

　　 それぞれの活動先でのボランティア体験学習

【参加者数】

【ボランティア体験学習　受入施設･団体数】

　 ・8月26日 夏ボラ交流会実施

　　　 参加者：17名

　　【ボランティアセミナーオープンメニュー】

　 ・小学生対象ボランティア体験プログラムとして、「赤張子群団

　　 ジュニア」を実施。特技さんの赤張子群団に南京玉すだれを習い、

　 　高齢者施設で発表を行った。

　 　実施日：8月4日（練習）、8月8日（発表）

　 　参加者：12名

　　「きほんのき」点字コース

　　　日時：8月3日、5日、9日

　　　参加者：58名

　 ・ボランティア体験講座「きほんのき」

　　 一般区民を対象に、障害のある方とのコミュニケーションを学ぶ

　　 講座を開催した。

　　「きほんのき」手話コース

　　　日時：7月21日、24日、26日、28日、8月1日

　　　参加者：107名

医療 環境 防犯 計

1 1 1 113

子ども 高齢者 障害児・者 国際交流

68 21 18 3

大学・専門学生 15

勤労者等 2

計 104

高校生 25

中学生 62

(11)ボランティ
ア活動推進事業
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29年度 28年度 増減
事業名 事　　業　　内　　容

(単位：千円）

決　　算

　 ・昨年度点字コースに参加した方を対象に発展編を実施。視覚障害者

　 　とのコミュニケーションを学ぶワークや絵本の点訳を行った。

　 　参加者：18名

☆３ 大学生へのボランティア意識調査の実施

　大学生のボランティア活動の実態を把握し、若者のボランティア活動

を支援・促進するための方策を検討するため、区内６大学・短期大学に

通う学生を中心に、ボランティア活動に関する意識調査を実施した。

また合わせて、活動先となる受入れ先（施設・団体等）の状況について

も調査を実施した。

　【ボランティア意識調査】　区内大学生：441名分回収

　【受入先調査】受入れ団体：245団体分回収

４ 情報の収集と発信・提供

 (1)事業と連動した情報紙｢ボラン・て｣の編集、発行

　　・毎月10日発行(月5,000部)　情報掲載件数151件(月平均12件)

 (2)ホームページの運営

　　・常時新しい情報を発信

　　　情報掲載数：434件（月平均36件）

　　　アクセス数：528,713件（月平均44,059件）

５ ボランティアセンターの運営

（1）運営委員会の開催

（2）部会（広報・企画・調査部会）の開催

（3）窓口等による相談対応

　　・活動相談　総計1,238件

（4）センター利用のための団体登録、個人登録

　　　センターの利用を前提に団体登録を進めた。個人に対しては

　　　定期的に情報誌を自宅に送るための情報通知登録を行った。

　　・センター登録　個人150名、団体95団体

(11)ボランティ
ア活動推進事業

  その他、意見・要望など 131

合計 1,238

　寄付 5

個別ケース 82

車いす貸し出し 18

　助成金 2

募金

75

　ボランティア・行事保険 143

　災害支援に関する相談 3

1

　使用済み切手

特技さんに関する相談 84

情報提供希望 56

センターに関する相談 423

相　談　内　容 件数

ボランティア活動をしたい 137

47

情報掲載依頼 31

広報部会
「ボラン・て」の編集及び企画
開催回数：12回、出席者：延べ51人

企画部会
センター研修事業の企画検討等
開催回数：3回、出席者：延べ11人

調査部会
区内大学生へアンケート調査･研究についての検討
開催回数：3回、出席者：延べ12人

11月28日 下半期に事業について 9人

3月2日 平成30年度センター事業について 12人

6月6日
平成28年度　事業報告及び
平成29年度の事業について

11人

9月5日 平成29年度上半期事業報告について 13人

開催日 内　　　容 参加人数

ボランティア募集依頼
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29年度 28年度 増減
事業名 事　　業　　内　　容

(単位：千円）

決　　算

（5）活動器材の貸出

　①器材の貸出

　・リソグラフ：84件 　・点字プリンター：21件

　・大判プリンター：67件 　・くま着ぐるみ：1件

（6）保険加入の支援

　ボランティア保険の加入事務

　・加入者数8,950名　総保険料3,156,700円　

　判断力が十分でない障害者や高齢者、重度身体障害者に対して、 2,131 3,506 △ 244

福祉サービスを利用する際の手続きや、郵便物等書類の確認、

日常の金銭管理などを行った。また、成年後見センターや行政、ケア24

等と連携しながら、権利侵害を防ぎ、住み慣れた地域で暮らし

続けられるよう支援した。

１ 適切な相談対応による契約や他制度の紹介

　　(1)相談内容及び件数、契約者支援回数

問合せ

初回相談

継続相談

契約者に関する相談

その他

契約者支援回数

(2)契約件数

新規契約者数

解約者数

平成30年3月31日現在契約者数

※解約者の内、成年後見制度利用への移行は16件。

２ 権利擁護の周知普及

(1)出張説明会等

5月22日 杉並区主催　ケア24、ケアマネジャー等対象　

高齢者の虐待と権利擁護研修

7月12日 杉並区地域包括支援センター職員研修

職種別研修(社会福祉士)オブザーバー出席

7月27日 杉並区成年後見センター合同説明会

「あんしんな地域生活と財産管理」

11月8日 杉並区成年後見センター合同説明会

「あんしんな地域生活と財産管理」

12月13日杉並区地域包括支援センター職員研修

職種別研修(社会福祉士)オブザーバー出席

　　(2)講演会

7月24日 講演会「知っておきたい身近な法律知識」

講師：白石光征弁護士　参加者：34名

11月13日すまいる高井戸合同講演会

「地域で暮らすための見守りサポート」 参加者：29名

　　(3)その他

・6、7月各地区民生児童委員協議会にて事業説明を行い、

　周知普及を行った。

３ 関係機関との連携強化

・杉並区成年後見センター運営委員会への出席

　及び業務連絡会実施（毎月）

・ケア24やケアマネジャーが主催する担当者会議等へ出席(随時）

東京都社会
福祉協議会

相　談　内　容

人数

34

131

44

0

区分

85

件数

69

342

2,574

8,475

相談合計 8,971

(12)地域福祉権
利擁護事業（福
祉サービス利用
援助事業含む）
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29年度 28年度 増減
事業名 事　　業　　内　　容

(単位：千円）

決　　算

４ 生活支援員の資質向上

(1)生活支援員研修

・6月30日　認知症サポーター養成講座、他。

講師：ケア24永福　相談員　　参加者：16名

・1月29日　「こんな時、あなたならどうする？」、他。

講師：専門員　　参加：9名

※生活支援員：一般区民から募集し、研修修了後に社協と雇用契約

　を交わし、生活費のお届けや郵便物の確認等の支援活動をする。

　杉並区内に暮らしている判断力の十分な高齢者や障害者等で、支援

可能な親族がいない方を対象とした、杉並社協の独自事業である。 4,968 2,754 2,214

　十分な判断能力のあるときに支援方法を決めて契約し、急な入院等

必要時に金銭の管理や必要なサービス利用の手続き、保証人機能など

を担い、地域で安心して暮らしていけるように支援した。

１ 契約者支援と相談対応

契約前相談

契約者訪問・電話・来所

関係機関との連絡調整

資料送付

死後事務

情報提供・聞き取り

他機関つなぎ

苦情

その他

新規契約者数

解約者数

平成30年3月31日現在契約者数

制度開始からの契約者累計

２ 関係機関との連携強化

　 ・ケア24を中心とした関係機関への事業説明

　　　ケア24やケアマネジャーが主催する担当者会議等へ出席(随時）

　日常生活を送る上で手助けの必要な人（利用会員）の自立を援助

するために、訪問して家事や介護をする人（協力会員）の登録を行 18,978 21,551 △ 2,573

い、区民相互の助け合いの活動を地域の中で行った。

　協力会員となりうる区民にPR活動を行い、参加を促すために

事業案内を作成し、機会のあるごとに周知に努めた。

　利用相談に対しては訪問し、状況把握の上適切な案内を行った。

１ 相談援助及び会員の登録

　　・相談に対して必要な情報提供を行い、入会希望者に実態把握の

　　　ため訪問を行った

　　・活動に協力する会員の登録を面談を行った。

　　・家事援助サービス及び介護援助サービスを提供した

　①新規相談件数　　　　：352件（7.9％減）

589

95

相　談　内　容 件数

962

区分 人数

229

3

6

19

0

0

42

4

26

21

相談合計

(13)あんしん
　　未来支援
　　事業

2

(14)ささえあい
　サービス事業
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29年度 28年度 増減
事業名 事　　業　　内　　容

(単位：千円）

決　　算

　②新規訪問件数　　　　：102件（28.7％減）

（事業内容を説明し、入会・利用を確認するための訪問)

　③経過訪問件数　　　　：176件（251.4％増）

（状況把握を兼ねて行った訪問)

　④協力会員紹介訪問件数： 89件（41.1％減）

（協力会員を紹介するために行った訪問)

　⑤会員の登録

　・利用会員登録数：　329人（退会 112人　新規  64人）

　・協力会員登録数：　323人（退会　74人　新規  44人）

　⑥ホームヘルプサービスの実施

２ 研修と交流会

　　・登録時研修、フォローアップ研修等、協力会員に必要な

　　　研修を行った。
　　・交流会を開催し、会員間の情報交換・交流を進めた

　①登録時研修：　8回（参加者延39人）

　②フォローアップ研修

　③協力会員交流会

・ 食に関するテーマで開催し、今まで交流会に参加していなかった

協力会員の参加促進を図った。
実施日：5月26日　　参加者：18名

・ 心身の健康向上をテーマとしたミニ講座を開催し、あわせて

参加者同士の交流を行った。
実施日：11月1日　　参加者：17名

３ 情報提供とＰＲ

　①情報紙「ささえあい」を発行し、会員に情報提供を行った
・ 利用会員向け　4回（季刊）

・ 協力会員向け　12回（毎月）

　②「広報すぎなみ」に協力会員募集記事の掲載

・ 8回、記事掲載を行った。

　③南北バス「すぎ丸」の車内に協力会員募集チラシの掲示

・実施日：7月・12月・2月（各1ヶ月間）

　④出張登録説明会の開催

　　　協力会員が不足している地域にて登録説明会を実施し、

　　　協力会員の増加を図った。

・実施日：9月26日　午前・午後　高井戸地域区民センター

　　　　参加者：12名

４ 新たなサービスの導入

　　・ＱＯＬ(生活の質)を高める外出介助支援を実施した。

　区民の子育てを支援するために、子育ての手助けがほしい人

（利用会員）と手助けができる人（協力会員）が会員となり、

地域の中で援助活動を行った。

杉並区 　区民の協力活動への参加を促すために、出張型の説明会を引き続き

実施する等ＰＲ活動に努めた。

高齢者の暮らしを支えるイロイロ 1月25日 20

衣類が片付くセミナー
衣替えがいらなくなる収納法

7月4日 26

外出介助研修 10月3日 18

家事援助サービス
(食事の支度､掃除等)

7,751回
(前年度比5.8％減)

11,394時間
(前年度比6.0％減)

1,784.5時間
(前年度比22.0％減)

講座名 日程 参加人数

派遣回数 派遣時間

介護援助サービス
(食事の介助､補助等)

830回
(前年度比20.4％減)

サービス

(14)ささえあい
　サービス事業

(15)ファミリー
    サポート
    センター
    事業

－26－



29年度 28年度 増減
事業名 事　　業　　内　　容

(単位：千円）

決　　算

☆１ 相談援助及び会員の登録

　・相談に対して必要な情報提供を行い、入会希望者に面接を行った。 3,555 3,944 △ 389

　・活動に協力する会員の登録を行った。
　①会員の登録

杉並区 　　利用会員：　1,514人（退会 548人　新規 594人）

  　協力会員：　　322人（退会  76人　新規  56人）

  　両方会員：　　　5人（退会　 1人　新規   4人）

　②活動状況について

　　活動回数：  　5,950回

　　総活動時間： 8,920時間

保育所･学校等の送り、迎え

保育所・幼稚園・学校の登園、登校前の預り及び送り

保育所・学校等休みのときの援助

保育所等施設入所前の援助

保護者等の短時間・臨時的就労の場合の援助

保護者等の求職活動中の援助

保護者等の買い物等の外出の場合の援助

保護者の出産や病気、急用などの場合の援助

事前打合せ

その他

２ 研修と交流会

　　・協力会員向け出張説明会を行った。

　　・登録時研修、ステップアップ講習会、フォローアップ

　　　研修会等、協力会員に対して必要な研修を行った。
　　・交流会を開催し、会員間の情報交換・交流を進めた。

３ 情報提供とＰＲ

　①情報紙の発行
情報紙「杉並ファミサポ通信」を季刊発行にし、利用会員・

　　　協力会員・関係機関等に送付した。（年4回）

　②ポスター、チラシの配布、掲示

　・「広報すぎなみ」に協力会員募集記事の掲載

5月、7月、9月、11月、1月の5回、記事掲載を行った。

　・区内関係機関
利用を希望する世帯への便宜を図るために、「利用の手引き」

の配布を依頼した。（約4,000冊）

16

フォローアップ＆交流会

①平成28年度の実績報告と「ことばのプレゼ
ント交換」

7月5日 20

②「ほっこりひととき、絵本と手づくり」
　　　読み聞かせの会　代表　小川由紀氏
　　　手づくり作家　　秋元容子氏

9月28日 10

③「気持ちが通い合うコミュニケーションの
つくり方、かかわり方」
　　　コミュニケーション・ファーム
　　　　　　　　　　　高野まゆみ氏

11月28日

ステップアップⅠ講習会 5 54

ステップアップⅡ講習会 3 41

研修・講習会等 実施回数 参加人数

登録時研修 7 39

273

788

434

22

活動回数総計 5,950

95

1

142

2
保護者等の冠婚葬祭による外出、 他の子どもの学校行事の場合の援助 14

活　動　内　容 回数

1,265

378

保育所・学童保育等からの迎え及び帰宅後の預り又は預かりのみ 2,536

(15)ファミリー
    サポート
    センター
    事業
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29年度 28年度 増減
事業名 事　　業　　内　　容

(単位：千円）

決　　算

　③協力会員出張説明会 　

　　　協力会員が不足している地域で事業説明会を実施し、

　　興味関心を高め、協力会員になることを検討する材料を

　　提供した。（各日2回実施）

杉並区

４「杉並子育て応援券」への対応

利用会員の応援券による支払いに対応できるように、協力会員

に協力を要請し、社協窓口での換金を行った。

・ 取扱件数：218件
・ 取扱金額：1,474,000円（2,948枚分）

　自立した日常生活が営める65歳以上の方又は65歳以上と60歳以上

の方で構成されている世帯や身体障害者手帳、精神障害者保健 634 1,427 △ 793

杉並区 福祉手帳もしくは愛の手帳の交付を受けている単身の障害者

世帯を対象に、預託金を預り、本人が亡くなった際の

「葬儀の実施」「残存家財の撤去」を行った。

　・契約件数　　　　　： 20件  （新規申込みは1件）

　・実施件数　　　　　：  1件

　・解約件数　　　　　：  2件　

(17)福祉相談 　地域に出向き、積極的に働きかけていくことで、孤立しがちな区民や

どこに相談したらよいのかわからない区民の、地域で暮らし続ける力を 177 131 46

支えるために相談事業を行った。

☆１ 福祉なんでも相談

　　電話や窓口のほか地域に出向き相談を行った。
 (1)相談状況

　①新規相談受付件数 総計321件

・電話 ： 116件
　 ・来所 ：  32件

・その他 ： 173件

　②新規相談内訳（1件あたり複数集計あり）

1 病気や健康管理

2 障害（疑い）

3 住環境（ごみ屋敷等）

4 家計管理

5 負債(ローンの支払等）

6 人間関係（家族・近隣等）

7 ひきこもり・不登校

8 仕事探し・就職

9 介護

10 子育て

11 老後不安

12 ＤＶ・虐待

13 法律（相続、土地・建物等）

14 社会保険・年金

15 社会貢献（寄附等）

16 制度・窓口問合せ

17 その他

③継続相談受付件数　総計385件

(15)ファミリー
    サポート
    センター
    事業

10月17日 浜田山会館 3

実施日 会　　場 参加人数

7月26日 ゆうゆう善福寺館 5

件数

8

3

13

105

25

17

9

40

11

45

410

相談内容内訳

2

48

6

18

相談内容内訳総計

7

14

39

(16)高齢者入居
    支援事業

－28－



29年度 28年度 増減
事業名 事　　業　　内　　容

(単位：千円）

決　　算

(17)福祉相談  (2)早期相談の啓発活動

※印：杉並ワンストップ法務サポーターズとの共催

　・ケア24地域ケア会議等に出席（3回）

 (3)事業周知の強化

　・福祉なんでも相談通信を発行し配布した。

　・きずなサロン運営者連絡会にてリーフレットと通信を配布し、

　　事業PRを行った。

 (4)事例検討会の開催

　　つながり先がなく、継続的な関わりが必要な場合は、地域の関係

　　者とともに調整の場を設け、当面の支援のあり方やその後の方向

　　性について検討した。

　　・事例検討会（1回）

　交通機関による事故によって父母等を失った満18歳未満の児童・

生徒に援護金を支給した。また、高校進学祝金を支給した。 216 248 △ 32

　・関係機関へ周知PRを行った。

　・支給件数：一世帯、2名　（新規申し込みなし)

　東京都内において高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に

在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対し 40 5 35

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金の貸付事務を行うことにより、

東京都社会 ひとり親家庭の親の自立の促進を図った。

福祉協議会 上限：入学準備金50万円、就職準備金20万円

・貸付件数　入学準備金6件、就職準備金1件

　地域に暮らす低所得者世帯や障害者世帯、日常生活上療養又は

介護を必要とする高齢者世帯に対し、必要な目的の資金を貸付け 3,759 3,759 0

ることにより安定した生活を送ることができるよう支援した。

東京都社会 　また、生活困窮者自立支援相談窓口（くらしのサポートステー

福祉協議会 ション）との連携を強化し、生活困窮している世帯等に必要な

支援を行った。

１ 生活福祉資金貸付

　（1）資金貸付制度の周知

・各地区民生児童委員協議会(13地区)に出席し、パンフレットや制度

運用変更の案内チラシを配布し、制度の周知と協力依頼を行った。

・広報｢すぎなみ社協｣9月･11月号にて教育支援資金の周知を行った。

・母子福祉資金担当者の会議に参加し、制度の運用変更の説明と

周知を行うと主に、円滑な事業実施のための連携を図った。

　（2）低所得者等への支援

　　・世帯の自立及び償還が見込まれる世帯に対し資金の相談と

　　　貸付を行うことで、安定した生活を送れるよう支援した。

*1緊急小口資金には特例緊急小口資金を含む。

*2離職者支援資金は、総合支援資金に含む。

福祉資金・
教育支援資金

217 22

新規相談
件数

新規貸付
件数

継続相談件数
(貸付・償還)

開催日 内容/会場（共催先）

6月23日 街頭相談/荻窪北口駅前広場　　※

当会扱い
債権件数

件数

69

街頭相談/荻窪北口駅前広場　　※ 59

954 387

46

*2 総合支援資金 35 4 77 340

*1 緊急小口資金 115 1 67

41 0 53 8
要保護世帯向け

不動産担保型生活
8 0 73 6

不動産担保型生活資金

その他生活相談等 47 0 20 0

合計 463 27 1,244 787

12月8日 街頭相談/荻窪北口駅前広場　　※ 43

9月27日

(18)交通遺児
    援護事業

(20)生活福祉
   資金貸付
   事業

(19)ひとり親家
庭高等職業訓練
促進貸付事業
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29年度 28年度 増減
事業名 事　　業　　内　　容

(単位：千円）

決　　算

東京都社会 　（3）償還業務の適切な遂行と滞納者への対応

福祉協議会 　　償還完了　32件(うち教育全額辞退8件)

　　・東京都社会福祉協議会から発行される償還通知等を送付する

　　　とともに、借受人の償還が適切に進むよう促した。

　　・滞納者世帯の生活状況の把握に努め、必要に応じて救済制度

　　　及び他制度利用へのアプローチを行った。

　　・償還金長期滞納者に対する督促状(東京都社会福祉協議会会長名

　　　による内容証明郵便の督促状)の対象者として17債権を候補とし

　　　て選定した。また、督促状受理者に対し償還を含め生活安定に

　　　向けた面談や電話相談を行った。

　生活困窮者に対し、区役所と福祉事務所を窓口として、応急 128 84 44

　的、一時的な援護を行うことによって自立更生を助長し、生

杉並区 　活の安定と生活意欲の増進を図った。（貸付窓口：杉並福祉事

　務所　保健福祉部管理課）

　　・貸付件数：242件

　　・貸付総額：1,136,880円、返還総額：1,031,140円

　住民相互のたすけあいを基調として、住民自らが参加する

福祉コミュニティを実現するため、地域住民が主体となって行う 624 272 352
福祉活動や福祉施設が地域と協働で実施する事業等多様な活動を

財政面から支援する運動に取り組んだ。

１ 歳末たすけあい運動募金の実施

　（運動期間12月1日から12月31日まで）

　・目標額　12,500,000円

　・町会連合会常任理事会及び地区町連に出席(18回）

　　募金への協力依頼、小地域福祉活動費配分及び集金

　・小学校、中学校に12月の街頭募金の協力を呼びかけ、天沼、高円寺、

　　阿佐ヶ谷・荻窪の4つの中学校、及び杉並第四・杉並第六・杉並第七・

　　杉並第八の４つの小学校、高円寺・高円寺中央・井荻・宮前地区

　　民生委員と、社協職員と一緒に街頭募金を実施した。

　　（JR荻窪・西荻窪・阿佐ヶ谷・高円寺駅）

　・平成29年度募金実績　11,730,365円　（211件）

　・杉並区共同募金感謝状要綱に則り対象者に感謝状を送付（204か所）

２ 東京都共同募金会地区協力会事務局の運営

　　事務局として、赤い羽根共同募金活動を行った。

 （1）監査

　・第1回　6月6日（火）午後0時30分から午後１時まで

　　　内容：平成28年度事業報告並びに会計監査の実施

 （2）理事会の開催

　・第1回　6月13日（火）午後1時から午後1時30分まで

　　　議案第1号　平成28年度事業報告

　　　議案第2号　平成28年度会計決算報告及び監査報告

　　　議案第3号　東京都共同募金会杉並地区協力会会長の選任について

　　　議案第4号　東京都共同募金会杉並地区協力会副会長の選任について

　　　報告第1号　平成28年度歳末たすけあい運動募金 結果報告

　・第2回　8月4日（木） 午後2時から午後３時まで

　　　議案第5号　東京都共同募金会杉並地区協力会監事の選任について

　　　議案第6号　平成29年度　赤い羽根共同募金運動要綱の制定について

平成29年度共同募金運動説明会

　・第3回　3月5日（木）　午後1時から午後1時40分まで　

　　　議案第7号　東京都共同募金会杉並地区協力会 会則の一部改正

　　　議案第8号　東京都共同募金会杉並地区協力会 平成30年度事業計画書

２　歳末たすけあい
    運動事業

(1)歳末たすけ
   あい運動

(20)生活福祉
   資金貸付

   事業

新規相談
件数

新規貸付
件数

継続相談件数
(貸付・償還)

当会扱い
債権件数

臨時特例つなぎ資金 1 0 0 0

(21)応急援護
　 事業
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29年度 28年度 増減
事業名 事　　業　　内　　容

(単位：千円）

決　　算

　　　議案第9号　東京都共同募金会杉並地区協力会 平成30年度収支予算

　　　報告第2号　平成29年度赤い羽根共同募金実績

　　　報告第3号　平成29年度歳末たすけあい運動募金実績

　(3)赤い羽根共同募金運動の実施（運動時間10月1日から12月31日まで）

　・目標額　10,330,000円

　・町会連合会常任理事会及び地区町連に出席(18回）

　　募金への協力依頼、小地域福祉活動費配分及び集金

　・配分団体と共に11月4日（土）に「すぎなみフェスタ」にて街頭募金

　　を実施。

　・平成29年度募金実績　7,597,775円　（178件）

　・杉並区共同募金感謝状要綱に則り対象者に感謝状を送付（169か所）

　・10月2日、天沼中学校生徒と社協職員で荻窪駅頭募金を実施。

３ 東京都共同募金会杉並地区配分推せん委員会

 （1）地域配分（Ｂ配分）の広報周知：広報紙への掲載及び区内施設等

　　　にチラシ配付

 （2）配分申請受付後、新規申請先を中心に視察(12団体）

 （3）配分推せん委員会　11月14日(火)午後5時から7時まで

 （4）平成29年度地域配分（Ｂ配分）　

　　　配分推せん総額：34件　5,080,000円

　杉並区長寿応援ポイント制度の「長寿応援ファンド」の適切な

  管理・運営、及び、助成金の交付を行った。 13,941 15,896 △ 1,955

１　基金の管理

　・平成29年度基金実績　10,112,655円

２　助成交付

（1）長寿応援ファンド助成

　・助成総額　3,729,192円（6件）

　低所得世帯の子どもの高校進学を支援するため、「東京都受 7,554 7,009 545

　験生チャレンジ支援貸付事業」の補完事業として、中学3年生

　を対象に学習塾等の受講費用の貸付を行った。

　　・貸付件数     　　77件

　　・貸付額　　 7,482,200円

(1)長寿応援
   基金の管理

４　杉並区受験生
チャレンジ支援貸付
事業

(1)杉並区受験
生チャレンジ支
援貸付事業

３　長寿応援
    基金事業

(1)歳末たすけ
   あい運動
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２　公益事業

29年度 28年度 増減

　「認知症対策」「在宅医療連携推進」「生活支援体制整備」等の業務を

通じて、地域包括ケアシステムの構築を図るよう取り組んだ。 9,471 8,928 543

　また、高齢者の様々な相談を正確に聴き取り判断し、適切な支援につな

げた。

１ 地域包括ケアシステムの構築

 (1)地域との連携

・南荻窪 　①地域包括ケア推進員を中心とした地域のネットワーク作り

・梅里 ・地域活動グループや集合住宅の住民がつながり、支え合う関係を

・永福 つくるための講座やイベントを開催した。

杉並区 ・町会等地域団体の会合へ出向き、地域把握に取り組んだ。

・ひとり暮らし高齢者等たすけあいネットワークに取り組んだ。

○あんしん協力員 ○地域連絡会

　②社会資源の活用と広報活動

　・ケア24だよりの発行

　③介護者支援（家族介護教室の開催）

 (2)困難事例対応とケアマネジャー支援

　　各ケア24単位で開催するもののほか、区内7圏域での在宅医療地域

　ケア会議や近隣のケア24、地域の居宅支援事業所の主任ケアマネジャー

　と合同で開催した。

２　高齢者総合相談・支援

 (1)総合相談・支援と実態把握

　地域に住む高齢者に関するさまざまな相談を受け止め､適切な機関･

制度・サービスにつなぐとともに、必要に応じて継続的に支援した。

　高齢者や家族等からの相談を待つだけでなく、訪問によって、地域

の高齢者の心身の状況や家庭環境等についての実態把握を行った。
的確に実態把握することにより、支援やサービスを必要とする人へ

の適切な対応につながった。

○相談受付件数 ○実態把握件数

 (2)高齢者虐待防止・権利擁護事業

　行政や関係機関との連携を行いながら、ケース対応を行った。

 (3)介護予防ケアマネジメント

　区内3ブロックの介護予防ケアマネジメント支援会議を経て、

必要なケースについて短期集中予防サービスにつなげた。

永福 5,434 永福 1,302

合計 20,210 合計 5,199

件数

南荻窪 7,467 南荻窪 2,251

梅里 7,309 梅里 1,646

合計 18 278

件数

梅里 6 95

永福 6 75

回数 人数

南荻窪 6 108

南荻窪 7

梅里 6

永福 7

合計 85 合計 33 394

発行回数

11 103

永福 18 永福 11 101

南荻窪 30 南荻窪

梅里 37 梅里

１ 介護保険事業

(1)地域包括支
援センター(ケ
ア24)及び介護
予防支援事業

人数

(単位：千円）

事業名 事　　業　　内　　容
決　　算

回数 人数

11 190
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29年度 28年度 増減

(単位：千円）

事業名 事　　業　　内　　容
決　　算

  要支援の認定を受けた高齢者に

対し、状態の維持、改善を目標とした

予防プランを作成するとともに、高齢者

自身の生きがいや自己実現のための取り

組みを総合的に支援した。

　介護保険の新規申請、更新申請、区分申請の認定調査を行った。

１ 区内及び区外の認定調査の実施 8,817 5,414 3,403

 (1)区内・区外調査実績

要会議認定の有効期限が延長になった影響で調査実績は前年度に
（指定市町村 比べて13％弱少ない。

事務受託法人）

区内調査

杉並区 馬　橋

南荻窪

永　福

区外調査

 (2)他保険者調査実績

　　杉並区以外の自治体(保険者)と契約を結び、9件の調査を実施した｡

２ 調査員のスキルアップ

　・調査技術向上を目的に、区職員を講師に研修を行った（2回）。
　　　　南荻窪事務所（5人参加）

　　　　馬橋事務所（8人参加）

・個人情報保護、メンタルへルス、交通安全に関する社内研修

　を行った。　　

・調査員8人を東京都の開催した認定調査員現任研修に参加させた。

　子育て支援活動の経験があり、研修を受けた訪問育児サポー

ターが、子育てに不安感・負担感を感じている１歳未満の乳児 970 1,072 △ 102

のいる家庭を訪問し、相談・援助を行った。

　対象となる家庭の掘り起しのため、関係機関と連携し事業を

杉並区 周知する。

１ 相談援助及び訪問活動

・ 利用相談 件 （前年度比17.9％減）

・ 利用申込 件 （前年度比21.6％減）

・ コーディネーター訪問 件 （前年度比21.9％減）

・ サポーター訪問 回 （前年度比 4.2％減）

２ 研修と交流会

　　サポーター登録数：45人
　①スキルアップ研修

　　「気づきの大切さ」をテーマに訪問育児活動の体験の共有と

　　臨床心理士・飯田佳子さんによる講話を行った。

　　　実施日：10月26日（参加者10人）

　②交流会

　　登録するサポーターに対して情報交換するため交流会を開催した。

　　　実施日：6月22日（参加者14人）

３ 情報提供とＰＲ

利用対象家庭に対して周知活動を行うため、保健センターや

児童館等にチラシの配布を依頼した。(年間累計：5,805枚)

また、保健センターや児童館等を訪問し、対象家庭や職員に案内

を行った。（23回）

永福 2,254

合計 8,785

２ 要介護認定調査
   事業

(1)要介護認定
　 調査事業

　・予防給付ケアマネジメント

件数

南荻窪 3,395

梅里 3,136

107

1,563 件減

件減

9,332

件　数 前年度比

３ 訪問育児
   サポーター事業

(1)訪問育児
サポーター事業

1,474 件減

4,916 346 件減

2,654 656 件減

1,762 472 件減

1,095 89

183

10,427

115

105

合計
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29年度 28年度 増減

(単位：千円）

事業名 事　　業　　内　　容
決　　算

　私立保育所施設及び諸整備の充実を図り、円滑な運営を確保 0 0 0

 し児童福祉の向上に寄与するため、施設整備のための資金を

 無利子で貸付ける事業であるが、平成29年度は申請なし。

（限度額　200万円、60ヵ月以内で償還）

　・平成29年度　　　0件

　生活に困窮している人に対し、生活保護受給に至る前の段階で 251 2,045 △ 1,794

相談援助を行い、課題が複雑化・深刻化しないよう包括的な支援

体制のもと、伴走型の支援を行った。

　また複合的な課題があり、現行の制度のみでは支援することが

難しい人に対し、既存の個別的なニーズに対応する制度・福祉

杉並区 サービスを活用しつつ、ワンストップで生活全般に渡る包括的な

支援を提供する仕組みづくりを行った。

１ 相談窓口の運営

　「くらしのサポートステーション～生活自立支援窓口～」

 (1)周知・PR

　　・リーフレット配布（452枚）

　　・ポスター（A3サイズ）配布（計461枚）

 (2)相談支援

　　・アウトリーチ（訪問支援）による把握・相談支援（随時）

　　・各支援機関との連携のための会議等の開催（随時）

　　・職員によるスキルアップのための研修参加（随時）

 (3)住居確保給付金支給対象者の支援

 (4)家計相談支援

２ 各支援機関との連携体制の構築

 (1)フローの作成と共有

　　・対象者へ適切な支援を行うため、各支援機関と支援フローを作成

　　　し、共有した。

　　・書式の見直し等、事務改善に取り組んだ。

 (2)社協内他部署との連携

　　・相談者のニーズを他係にフィードバックし、他事業との連携

　　　や社会参加の機会となる社会資源の開拓等を目的として、

　　　随時カンファレンスを行った。

（3)説明会の実施

　　・杉並区及び福祉事務所を対象に事業説明会を行った（2回）。

（4)職員の資質向上

　　・外部研修への参加

　　　　厚生労働省、東京都主催研修（17回、のべ17名参加）

　　　　外部研修会（20回、のべ38名参加）

　　・内部研修の実施（2回、のべ11名参加）

５ 生活困窮者等
  自立支援事業

(1)生活困窮者
等自立支援事業

４ 私立保育所施設
 整備資金貸付事業

(1)私立保育所
 施設整備資金
 貸付事業

延べ対応件数

324

当初申請 延長申請

就労支援対象者 107

再延長申請

申請件数 21 9 5

6,021

プラン件数 157

面接件数

利用件数 20

当初申請前相談

833

新規件数

利用件数 118

新規件数

相談件数
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３　収益事業

29年度 28年度 増減

　収益を社会福祉事業もしくは公益事業の経営に充当するため、 2,847 2,887 △ 40

杉並区役所及びあんさんぶる荻窪内に自動販売機を設置した。
 また、新たな自動販売機の設置場所を検討し、自主財源の増強に
活用した。

収益：2,784,200円

１　自動販売機
設置事業

(単位：千円）

事業名 事　　業　　内　　容
決　　算

(1)自動販売機
設置事業
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