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平成29年度は、以下の4点を重点項目に掲げ、地域福祉の推進に取り組んでまいりました。

1  地域福祉活動計画（としまNICEプラン）の見直し
　今回の計画改定では、区民ミーティングや地域で福祉活動を実践している多くの団体にヒアリングし
た内容を反映するとともに、多文化共生や区内企業の社会貢献活動の視点を取り入れ、今日的な福祉課
題への取り組みも強化し、地域共生社会の実現を図ります。
　計画期間については区が策定する「豊島区地域保健福祉計画」との整合を図り、2018年度から2023
年度までの6年間としました。
　また、平成29年11月には南大塚ホールでフォーラム「福祉はまちづくり～地域共生社会の実現に向
けて～」を開催し、200名以上の方々にご参加頂きました。
　豊島区民社会福祉協議会では、今後さらに地域課題にきめ細かく対応し、地域における新たな支え合
いの仕組みづくりを推進するため、コミュニティソーシャルワーカー（CSW）を段階的に増進してい
きます。

2  地域公益活動への取組
　社会福祉法人による「地域における公益的な取組」については、平成29年度より区内の26社会福祉
法人の連携による「福祉なんでも相談窓口」を設置しました。
　保育園や高齢者施設・障害者施設等、各法人がこれまでに培ってきた福祉サービスに関する専門性や
地域ネットワーク等を活かした、身近な地域での相談支援体制の整備に取り組みました。次年度から
は、周知・啓発活動を積極的に展開していきます。

3  大規模災害と防災への対応
　平成29年7月に池袋西口公園で災害ボランティアセンター立ち上げ訓練を行いました。大規模災害時
に全国各地から駆けつけるボランティアの受入れ訓練や、被災者のニーズに合わせた災害ボランティア
活動などマニュアルに基づいた初めての実地訓練で、総勢約90名が参加しました。今後は東日本大震災
及び熊本地震等の教訓を踏まえて、関係団体・機関との連携・協働で避難行動要支援者への支援体制の
構築を図ります。

4  経営管理（ガバナンス）の強化と経営の透明性の確保
　確固とした地域福祉を推進できるよう基盤となる社会福祉協議会の経営管理を強化します。地域福祉
ニーズを踏まえた公正かつ適正な事業運営に努めます。

平成29年度 主要事業報告 平成29年度 決算報告
平成29年度　重点項目

収　　入
収入科目 収入金額（円）

会費収入 7,651,000

寄付金収入 5,010,513

経常経費補助金収入 188,044,639

受託金収入 214,856,629

事業収入 16,492,807

介護保険収入 7,459,764

受取利息配当金収入 7,441,582

基金積立資産取崩収入 131,297

その他の収入 2,142,927

積立資産取崩収入 19,793,266

合　　　計 469,024,424

支　　出（事業運営経費）
事業別区分 支出金額（円） 主な事業内容

法人運営事業 111,852,194

❖事務局機能
❖理事会、評議員会等運営
❖広報事業
❖感謝状贈呈
❖活動計画推進事業　
❖成年後見制度利用促進事業

地域福祉事業 198,786,378

❖リボンサービス事業
❖ハンディキャブ運行事業
❖困りごと援助サービス事業
❖緊急支援事業
❖親子ふれあい助成事業
❖ふくし健康まつり
❖コミュニティソーシャルワーク事業
❖生活困窮者自立支援促進事業
❖生活支援コーディネート事業
❖東日本大震災被災者支援事業
❖リフト付乗用自動車運行事業
❖高齢者元気あとおし事業
❖受験生チャレンジ支援事業

ボランティア活動推進事業 14,023,776 ❖ボランティアセンター運営事業❖ボランティア活動推進PR事業

助成事業 24,569,416 ❖障害者施設・団体等事業助成❖給食ボランティアグループ助成等

生活福祉資金貸付事業 9,725,527 ❖�教育支援資金、福祉資金、総合支援資金等の貸付❖�ひとり親家庭高等職業訓練促進貸付事業

福祉サービス利用援助事業 60,741,547

❖福祉サービス権利擁護支援室
❖地域福祉権利擁護事業
❖法人後見・社会貢献型後見人活用事業
❖社会貢献型後見人養成事業

歳末たすけあい運動事業 1,264,005 ❖歳末たすけあい運動

公益事業 55,286,014 ❖�中央高齢者総合相談センター（地域包括支援センター）運営事業❖ひとり暮らし高齢者アウトリーチ事業
合　　　計 476,248,857

469,024,424円 476,248,857円

公益事業

歳末たすけあい運動事業

福祉サービス
利用援助事業

生活福祉資金
貸付事業

助成事業

ボランティア活動推進事業

地域福祉事業

法人運営事業

積立資産取崩収入

その他の収入基金積立資産取崩収入

受取利息配当金収入

介護保険収入

事業収入

受託金収入

経常経費補助金収入

寄付金収入

会費収入
7,651,000円

5,010,513円

188,044,639円

214,856,629円

16,492,807円

7,459,764円

7,441,582円

131,297円 2,142,927円

19,793,266円

55,286,014円

111,852,194円

198,786,378円

14,023,776円

24,569,416円

9,725,527円

60,741,547円

1,264,005円

収 入 支 出

豊島区民社会福祉協議会の平成29年度決算の概要は、以下のとおりです。
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   区民ミーティングを実施し、地域における新たな支
え合いの仕組みづくりや地域課題の把握、解決に向
けた取り組みに活用しています。
   会報誌「豊島福祉」や広報誌「トモニーつうしん」
の発行、ホームページの運営等で、地域の福祉情報
の共有化を推進しています。

皆様の会費が
地域福祉の充実に 

つながります
793,340円

917,783円

2,346,000円

1,762,060円

1,026,817円

総 額
6,846,000円

会員関連費用等

広報事業

役員活動

感謝状贈呈関連

活動計画推進事業

●社協を支えてくださっている
　皆様へのお礼など

●トモニーつうしん、
　豊島福祉の発行など

●理事会、
　評議員会の実施など

●地域福祉の向上にご協力・
　ご支援いただいた皆様へのお礼

●地域課題の把握、解決に
　向けた取り組みに活用

平成29年度 会費の使い道

わんわんポリス見回り隊　 目白地域

　わんわんポリス見回り隊は、毎日のペットの散
歩の際に腕章を身に付け、児童の登下校時などに
見守りを行う活動です。目白ペット倶楽部という
団体が中心となって活動しており、地域全体の見
守り体制を構築することで、住民の変化やSOSに
気付き、また、犯罪抑止力を高める効果がありま
す。そのため、わんわんポリス見回り隊を実施す
るにあたり、活動時には積極的な挨拶や声掛けを
し、何か変化に気づいた際には目白警察や保健
所、地域の小学校等と連携・相談する体制を整え
ています。

　平成30年6月に始まったばかりの活動で、ペットを飼ってい
る人による地域福祉の取り組みによって、誰もが暮らしやすい
地域づくりが推進され、ペットを飼う人々とそうでない人々が
認め合い共生することで、有事の際のトラブル防止、相互理解
につながると考え、始まりました。参加者は登録制となってお
り、現在32名の方が登録し、それぞれ散歩時に見守り活動を実
施しています。

友引の会　 池袋三丁目親交町会

　友引の会は、元民生委員の西矢さんの「民生委員が手
助けしている一人暮らし高齢者、一人ひとりが横につな
がる事で、孤立化の防止につながるのではないか」とい
う思いから始まった高齢者サロンです。現在は、池袋三
丁目親交町会の木内会長が代表となり、町会や地域住民
の方々がその思いを受け継いで活動しています。
　毎月第2金曜日の10時～12時、池袋三丁目親交町会の
高齢者や障がい者を対象に、みらい館大明で活動してお
り、テーマを決めてのおしゃべり会や相談事、唱歌、昔
話、体操などを行っています。6月8日の会では、豊島区
役所高齢者福祉課の方と介護予防サポーターさんにお越
しいただき、としまる体操と体力測定をやりました。
　この活動が始まって今年で7年目、最近では少しずつ
横のつながりが出来てきたと実感しています。利用者同
士のネットワークや支え合いが自然とできてきました。

地 域 の 活 動 豊島区で行われている地域の活動を
ご紹介しています。

▶ この腕章を身につけて
活動しています

▲ 皆でとしまる体操をしている様子

▲ 防災についての話し合い

　賛助会員　東京都理容生活衛生同業組合豊島支部　

　東京都理容生活衛生同業組合豊島支部(以下、「組合」)は、理容店の業
界団体であり、理容技術の研鑽を行いつつ、組合員が連帯して、お祭りや
ポイ捨て禁止キャンペーンなどの地域イベントの手伝いや被災地等への寄
付・子ども110番・障がい者や高齢者へのヘアカット『ケア理容講習』な
どの社会貢献活動を通じて地域との関わりを大切にしております。
　また、若いスタッフには理容技術だけでなく、地域と人と共に歩む理容
店の精神も受け継いでいきたいと考えています。
　そして、取り組みの一つに、いつもサロンで使用しているタオルを雑巾
に作り替えて、年間約100枚を10年近く豊島区民社協に寄付していただい
ています。以前は、古くなってきたタオルを雑巾に作り直して自店や近く

の工場等で再利用をしていま
したが、「福祉の現場では布巾がいくらあっても足りない」
という話を聞き「それであれば、雑巾をいつもより少し多
く作り、寄付したらいいのでは」と考えたことがきっかけ
となり始まりました。今でも、組合の女性部が中心となっ
て、1枚のタオルから2枚の雑巾を手作りし続けています。
　寄付された雑巾は、保育園や子ども家庭支援センター、
豊島区の避難者サロン“カモノス”などに贈られています。
保育園などからは「雑巾はいくらでも使うので、とても助
かっています。」と感謝されています。

　　会員の地域貢献活動

▲ 豊島支部女性部の皆さん

豊島区民社協では、企業・団体会員の
皆さんの地域活動を応援しています。

平成29年度の会費は、総額684万6千円でした。
皆様から頂いた大切な会費は、以下のように活用
させていただきました。
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　5月13日（日）、民生委員・児童委員による普及・啓発パレードが新宿通りで行われました。約1,500
人の民生委員・児童委員と22体の社協等のキャラクター、大学生・少年団の吹奏楽団が参加し、「みん
なでつくろう　地域のつながり　支え合い」をテーマに、新宿伊勢丹前からアルタ前をパレードし、民
生委員・児童委員の活動を都内の皆さんにアピールしました。

豊島区民生委員児童委員協議会の
豊島区内に6地区の民生委員児童委員協議会（巣鴨・池袋東・池袋西・高田・長崎第一・
長崎第二）があり、各地区で取り組んでいる活動などを紹介しています。

活 動 紹 介
民生委員・児童委員活動　普及・啓発パレード

受験生チャレンジ支援貸付事業のご案内
高校、大学に入学した場合返済が免除される制度です！！

対象者 中学3年生又は
これに準ずる方

高校3年生又は
これに準ずる方

貸
付
金
額

塾　代 200,000円（上限） 200,000円（上限）

受験料
  27,400円（上限）

・1校あたり23,000円まで
・1度の貸付で4回分まで　

  80,000円（上限）

申請には、諸条件があります。ご遠慮なく下記までお問い合わせください。
お待ちいたします。〔ご相談受付締切日：平成31年1月25日（金）〕

　　総務課貸付担当  03‒6388‒0055

＊�準ずる方とは、中学3年生また
は高校3年生に在籍していない
進学を目指す方（高校・大学
等中途退学者、高校認定試験
合格者、浪人生等）です。

　小池都知事が
「一日民生委員・
児童委員」とし
て参加しました。

　豊島区民社協キャラ
クター“ふくじい”もパ
レードに参加。民生委
員・児童委員の方々と
共に、パレードを盛り
上げました。

ふくじいも参加
ご存じですか？

～緊急時に役立つ防災の知恵～

大規模災害発生時に生き残る自信はありますか？
防災対策を行っていない方にもわかりやすく役立つ情報をお伝えします。

8 月3 日（金）  10 :00～11 :45
会場： としま産業振興プラザIKE・Biz　 

多目的ホール（西池袋2-37-4　6階）
内容： 今からできる防災対策、避難所と在宅避難の違い、 

トイレ・食料に関する知恵など
講師：NPO法人プラス・アーツ
定員：100名
締切：7月31日（火）
※1月20日に開催した講演会と同内容です。

≪災害ボランティア養成講座≫
日時：8月29日（水）9時30分～15時30分（お昼休憩あり）
会場：としま産業振興プラザIKE・Biz6階第3会議室、池袋防災館
詳しくは、ボランティアセンターまでお気軽にお問い合わせください。

講演会

好評につき再講演！

HOW TO サバイバル

予告

申込み・問合せ先
豊島ボランティアセンター

 TEL  03-3984-9375
 FAX  03-3981-2946
 Eメール  tomonii@t.toshima.ne.jp

　6月8日（金）、心身障害者支援
センターにて、委嘱式が行われ
ました。
　4件のお宅を訪問し、
民生委員・児童委員に
ついて、啓発活動に務
めていただきました。

区長が一日民生委員・児童委員として活動しました
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御篤志に心より感謝いたします

広 告 募 集
広告名 規　格 広告掲載料

1号広告 タテおよそ  8㎝
ヨコおよそ  9㎝ 30,000円

2号広告 タテおよそ  8㎝
ヨコおよそ18㎝ 60,000円

年4回、各7,000部発行、豊島区民社協会員向けに配布
連続掲載可能　　　　　　　　　
詳しくは下記までお問合せください。

問合せ  豊島区民社会福祉協議会
　　　　　 TEL：03-3981-2930
  ※枠…掲載位置、大きさの目安

寄付金3月（敬称略）

月　日 寄付者氏名 金額（円）

3月  6日 荒川 宣子 500,000

3月  7日
大正大学
ボランティアサークル
STEP BY STEP

20,000

3月22日 匿名 37,390

3月23日 池袋本町末廣町会 20,000

3月29日 日蓮宗東京都北部
社会教化事業協会 20,000

合計 597,390

寄付金4月（敬称略）

月　日 寄付者氏名 金額（円）

4月  2日 南大塚桜まつり
実行委員会 20,920

4月  3日 岩井中 石雄 100,000

4月  4日 社会福祉法人　泉湧く家 23,540

4月16日 加藤 昌子 10,000

4月17日 国際ブリアー 50,000

4月23日 使用済切手換金分 18,620

合計 223,080

寄付物品3月〜5月（敬称略）

月　日 寄付者氏名 物　　品

3月12日 カーブス板橋駅前 食料品段ボール5箱（缶詰、瓶詰、レトルト、麺類他）

4月  2日 大森 和子 未使用切手13,809円分

4月  5日 齋藤 未使用鉛筆300本

4月16日 加藤 昌子 クオカード1,000円分

5月  8日 古田 佳子 衣類

5月14日 KI 未使用切手929円分（62円×2枚、80円×7枚、50円×4枚、15円×3枚）

5月14日 アンサンブルぶどうの木 コンサートチケット1,500円×10枚

5月30日 谷 雅子 未使用ハガキ（50円×100枚）

寄付金5月（敬称略）

月　日 寄付者氏名 金額（円）

5月  1日 秋森 和 10,000

5月  9日 岡野 元昭 3,000

5月16日 高齢者クラブ連合会　
外山 克己 30,000

5月17日 秋森 孝夫 10,000

5月24日 匿名 10,000 

5月30日 谷 雅子 20,000

合計 83,000

　酷暑の夏を迎えようとしています。

民生委員は、75才以上の一人暮し

高齢者を対象に熱中症予防の啓発

を行っています。戸別訪問をし、

高齢者を熱中症から守り、継続した

見守りにつなげていくことが目的

です。

　地域の方々が、元気に秋を迎える

事を願って活動しております。

� （多田　美惠子）

編 集 後 記


