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「埼玉県さいたま市 大宮花の丘農林公苑」　写真…千葉　光雄

  今月の内容  
■令和２年度　重点項目および予算
■豊島区民社協の会員について
■会員の地域貢献活動
■社協へ寄附するとどうなるの？
■地域の活動
■豊島区民生委員児童委員協議会活動紹介
■ご寄附をありがとうございました
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　災害ボランティアセンターの立ち上げに向けた関係機関との連携強化、組織内部体制の見直し、研修、
図上訓練を実施します。災害ボランティアセンターの運営面では、資金面、人的資源面など課題も多いで
すが、できることから具体化していきます。

１．災害ボランティアセンターの運営について

　平成28年に施行された「成年後見制度の利用促進に関する法律」において、各区市町村は成年後見制
度の利用の促進に関する施策について基本的な計画を策定することとなっています。豊島区においても今
年度の計画策定にむけ協議会の設置が予定されており、これまで成年後見制度推進機関として各種事業
を実施してきた「サポートとしま」の取り組みについて検証し、今後の体制整備や役割分担について区と協
議していきます。

２．成年後見制度利用促進に関する取り組みについて

社会福祉法人 豊島区民社会福祉協議会

令和２年度 重 項点 目
　令和２年度豊島区民社会福祉協議会事業計画ならびに収支予算が、理事会、評議員会の
承認を経て決定いたしましたので、お知らせします。

　令和元年の夏は、台風19号をはじめ、これまでの常識を超えた規模の暴風雨が関東・東北各
地を襲い、甚大な被害をもたらしました。被災地では、復興に大きな役割が期待される「災害ボラ
ンティアセンター」の立ち上げに手間取る社会福祉協議会が多く、日常の準備の重要性が浮き彫
りになりました。
　豊島区民社会福祉協議会では、震災時以外であっても「災害ボランティアセンター」がスムーズ
に機能を発揮できるよう、豊島区と連携して早急に取り組んでいく必要があります。
　また、豊島区では令和２年に成年後見制度の利用促進に関する計画策定や条例化を予定して
います。本社協としても、いわゆる「市民後見人」の育成を含め、だれもが安心して利用できる成
年後見制度に向けて、積極的に事業推進を図る時期にきています。
　このような状況の中で、本社協が積極的な事業展開を図るためには、経営基盤の強化を図り、
安定した財政運営を継続していかなければなりません。そのためには、経営状況を赤字体質から
早期に脱却する必要があります。

としまふくし No.2662

　８か所で展開しているＣＳＷ（コミュニティソーシャルワーカー）は、区が構想中の「総合高齢社会対策」
と軌を一にした取り組みが求められており、高齢者の見守り活動では、官民を挙げた見守り体制の構築が
期待されています。
　いわゆる8050問題やひきこもり、ダブルケアなど、制度の狭間にあるケースへの相談支援を通じて、住
民や地域団体、関係機関と連携した相談支援を実施し、今年度は、それらから見えてくる課題を体系的に
整理して、区全域、小地域での実践を展開していきます。

３．コミュニティソーシャルワーク事業について
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　財政収支の改善に向け、令和２年度予算編成は、限られた財源を有効に活用するため、収支均衡に向け
た予算編成を行いました。また、赤字体質経営の脱却を図るため、会員数の確保、寄附の勧奨、新規事業
の開拓など自主財源の拡大を目指します。

４．財政収支の改善について

社会福祉法人 豊島区民社会福祉協議会

令和２年度 予 算

令和2年度予算総額　5億1576万4千円

勘　定　科　目 予　算　額 前年度予算額 増　　減
会費収入 7,540 7,540 0

寄附金収入 4,501 4,502 △ 1

経常経費補助金収入 199,071 203,564 △ 4,493

受託金収入 249,380 248,907 473

事業収入 14,785 17,925 △ 3,140

介護保険事業収入 7,059 7,089 △ 30

受取利息配当金収入 7,430 7,434 △ 4

基金積立資産取崩収入 1,800 1,500 300

その他の収入 537 429 108

施設整備等による収入 1 1 0

その他の活動による収入 13,672 900 12,772

繰越金繰入 9,988 20,584 △ 10,596

収入合計 515,764 520,375 △ 4,611

事業区分
予　算　額

事　業　内　容収入 支出

法人運営事業 121,042 118,458 事務局機能/役員活動/感謝状贈呈/活動計画推進/広報事業/地域福祉推進基金/
成年後見制度利用促進基金

地域福祉事業 225,903 229,164

緊急支援事業/親子ふれあい助成事業/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/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/福祉包括化推進事業/
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 14,911 17,009 ボランティアセンター運営事業/推進ＰＲ事業

助成事業 20,586 25,971 助成事業

生活福祉資金貸付事業 10,341 10,341 生活福祉資金貸付事業/ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

福祉サービス利用援助事業 54,336 55,698 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 1,081 1,547 歳末たすけあい運動事業

公益事業 57,576 57,576 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

繰越金繰入 9,988 ―　

合　　計 515,764 515,764

勘　定　科　目 予　算　額 前年度予算額 増　　減
人件費支出 397,163 391,537 5,626

事業費支出 34,327 42,035 △ 7,708

事務費支出 44,443 46,101 △ 1,658

分担金支出 69 69 0

助成金支出 29,139 30,658 △ 1,519

支払利息支出 14 24 △ 10

その他の支出 3 4 △ 1

施設整備等による支出 1,640 611 1,029

その他の活動による支出 7,966 8,336 △ 370

予備費支出 1,000 1,000 0

支出合計 515,764 520,375 △ 4,611

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

１.科目別　予算
【収入の部】

２.事業区分別　予算

【支出の部】



　豊島区民社協では「誰もが安心して暮らせるまち」を目指して、地域で活動する団体・サロンの支援や地域
課題の把握、解決に向けて取り組んでいます。会員会費は、福祉サービスや相談援助、ボランティア活動の
支援などの貴重な活動資金として、重要な財源となっています。
　2020年度は事業計画の重点項目への追加、会員募集チラシによるＰＲ活動など、会員増強の取り組みに
力を入れ、一人でも多くの皆様に会員になっていただけるよう呼びかけをしていきます。

としまふくし No.2664

区　　分 対　　象 2018年度会員数 2019年度会員数
（2020年3月31日現在）

個人会員 個人単位 3,920件 3,971件

団体会員 団体、町会・自治会等 322件 320件

施設会員 社会福祉施設 55件 58件

賛助会員 企業等 137件 129件

合　　　計 4,434件 4,478件

豊島区民社協の会員について

会員の地域貢献活動 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。

公益社団法人　豊島区シルバー人材センター

　豊島区シルバー人材センターは、豊島区在住の高年齢者が働くこ
とを通じて生きがいや生活感の充実を図ると共に、地域社会の活性
化に貢献する組織です。同センターでは、ごみゼロデーの参加や月１
回の大塚駅周辺の清掃、東京マラソンの誘導ボランティアなど、地域
貢献活動を行っています。
　ごみゼロデーは、区の要請をきっかけに始めました。当初は、建物
周辺の清掃でしたが、近年では、区が指定する公園の清掃や区のセレモニー参加など、活動の場を広げて
います。活動は短時間でも、街がきれいに変わることで充実感はひとしおです。
　大塚駅周辺の清掃は、地域の会員と住民が話し合い、２年前から始めました。街をきれいにするだけで
なく、会員同士の親睦を深めることにもつながっています。
　今後の活動について、「センターの歴史は長いが、まだまだ地域に根付くまでにはなっていないので、い
ろいろなところに顔を出し、活動の場を広げていきたい」とのことです。ボランティアを通して、高齢者が
イキイキと活躍する地域づくりを目指しています。

東京マラソン

ごみゼロデー 大塚駅周辺の清掃
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フードドライブとは、家庭で食べきれず余っている食品を持ち寄り、食品の提供を必要とする方々に送る取り組みです。
※対象食品…賞味期限が受付日以降２か月以上あり、未開封かつ包装や外装が破損していないもので常温保存が可能なもの
【例：インスタント食品・レトルト食品・缶詰・調味料・粉物・菓子・飲料・乳児用食品】

区役所と連携し、食品ロス削減に取り組んでいます。 ～豊島区フードドライブ～

フードドライブの流れ

豊島清掃事務所や区役所の受付窓口にてご寄附受取→豊島区民社協に集められる→区内の子ども食堂、サロンなどに配布

　豊島区民社協には、寄附金や雑巾・お米・調味料等の寄附
物品など、多くのご寄附が寄せられています。
　皆さまから頂いたご寄附は、豊島区民社協で一度お預かり
し、区内の保育園や高齢者施設、子ども食堂、サロンなど、必
要としている方々へ分配させていただいております。

社協へ寄附
するとどう

なるの？

2019年度実績

●寄附金:71件　  総額 4,015,222円
●寄附物品:67件
　　　　　主な物品【食品、タオル等】

？？
？

寄附物品の例

豊島区社会福祉事業団

メッセージ

寄附金の例

親子ふれあい助成事業

障がいのあるお子さんがいる家庭やひと

り親世帯に対して、親子ふれあいを目的と

したお出かけをする際の費用の一部を助

成しています。

メッセージ

豊島区民社会福祉協議会からいただいた雑巾とタオルは、事業団が運営する駒込第三保育園、南大塚保育園、西巣鴨さくらそう保育園で活用させていただいています。

寄 附 の 使 用 例



長崎、千早、要町、高松、千川

豊島区で行われている地域の活動を
ご紹介しています。地域の活動

西豊島シニアネット
　西豊島シニアネットは、地域のシニア男性が2か月に1回のペースで勉強会を開き、仕事での経験や趣味などに関す
る発表、情報交換をしている団体です。勉強会の後ではメンバーが近くの居酒屋に集まり、楽しく談論風発して盛り上
がります。
　きっかけは豊島区民社会福祉協議会がこの地域で開催した男性ボランティア講座でした。せっかく知り合った縁を
大切にしようと、2018年6月から定期的に集まり始めました。職場中心に過ごしてきた男性は、地域での横のつながり
がなく、区民ひろばなどの活動にもあまり足を向けません。知り合ってみると、近所にこんな人がいたのか、という新鮮
な驚きがありました。メンバーも少しずつ増えて今は14人ほどです。
　事前にメーリングリストで意見を出し合って毎回のテーマを決めますが、自分の経験や関心のあるテーマについて、
発表し合うのが主です。これまで、趣味で日本酒を研究している方による日本酒基礎講座や、最近の教育問題、相続
法改正の問題、さらには経済問題など、様々なテーマで情報交流をしてきました。
　何人かで谷端川沿いの探索ウォーキングをしたり、仲間のボランティア活動
に参加したり、交流も広がり
を見せています。高齢男性が
いきいきと活動できる街作り
のきっかけになると期待して
います。

南大塚公園れもん・ぐらす
　れもん・ぐらすは、近所のママ友や園芸好きな方など5,6人が集まって、南
大塚公園の花壇の整理を行なっています。代表の荒砥さんが、花壇のところで
「みどりの協定やってみませんか」という看板を見て「やってみたい」と思ったこ
とがきっかけで、区役所と“みどりの協定”を結び、10年前から始まりました。活
動に必要な苗、種、土、肥料、道具なども区の予算で買ってもらえます。
　始めた当初は、苗を盗まれたり、犬の糞がされていたりなどの問題があり、
看板を立てたり柵をつけたりすることで、だんだんとそのようなことも減って
きました。また、植えてあるものが欲しいと言われ、家で育てた同じ苗を配っ
たこともあります。今では、地域住民の方が花壇を気にかけてくれたり、水を
上げてくれたりするようになりました。
　活動を通じて、花や園芸が好きな方が地域に多いことがわかり、声掛けをす
ると、手入れのアドバイスや花のリクエストなどをいただけたり、家で育てるスペースがない方などが苗や種を

わけてくれたりすることがあります。巣鴨小
から苗をもらったこともありました。
　『地域の方から「ありがとう」と言われた
時はとてもうれしかったです。こうした活動
に参加する人がもっと増えると良いです
ね。』と代表の荒砥さんはおっしゃってい
ます。

 勉強会の様子  谷端川探索ウォーキング．粟島神社前

▲ 

▲ 子育ての悩み相談をしながら活動することもありました

としまふくし No.2666
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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
部会活動報告

　豊島区民生委員児童委員協議会では、委員活動の充実強化のため、六つの福祉分野に分かれて、研修活動を
行っています。今年度は、その３年間の活動報告が行われました。

● 児童福祉部会

　学校訪問・四者地区連絡会協議会・学習会・施設見学・行政との意見交流会
を実施。子どもたちとコミュニケーションが図れるように、あんしんマーク「すま
いる」を作成し、声を掛け合える関係作りができています。

● 障がい福祉部会

　「障がい」について学び、理解を深めることに重点を置き、車いす体験・手
話体験・関係機関との意見交換会を実施。障害サービスの現状と当事者の悩
み・問題点について学ぶことができました。この学びが障がい者の理解のきっ
かけになればと思います。

● 生活福祉部会

　経済的困難を抱える方に何ができるかを知るために、生活保護制度・生活
福祉資金貸付事業・生活困窮者自立支援制度・子どもの貧困を学びました。
小さなサインを見逃さず、支援へとつなげていくことが私たちの役割だと、再
確認しました。

● 子育て支援部会

　『「子育てサロン」をみんなで振り返る』ことをテーマに、各地区の「子育て
サロン」を部会員全員で見学し、見学報告会を行いました。どこのサロンでも
親同士の情報交換が行われており、子育てをする親子にとって、大切な「集い
の場」になっていると実感しました。

● 主任児童委員部会

　講演会や研修への参加・関係機関への訪問を行い、顔の見える関係作りに
取り組んで来ました。地域の児童委員と連携し、気づいた時は積極的に働き
かけることが大切だと考え、子どもの見守りパトロール時に安心して相談でき
る大人の印、あんしんマーク「すまいる」を作り、身につけるようにしました。

● 高齢福祉部会

　部会員の介護体験談・在宅医療を行う開業医の実例・ケアマネジャーの役割
などを学び、活動する上で大変参考になりました。地域で気配り、思いやり、声
がけをして、高齢者の方々を見守っていこうと思います。

高齢者疑似体験

自立支援センター見学

母子生活支援施設訪問



千葉　光雄

岡田　　実（高田地区）
西森すみ子（巣鴨地区）
三輪　　緑（池袋東地区）
戸澤　佳子（池袋西地区）
酒井　順子（高田地区）
大山さと子（長崎第一地区）
松﨑伊津枝（長崎第二地区）
広瀬　孝一（社協）

2020年4月
社会福祉法人
豊島区民社会福祉協議会
豊島区東池袋1－39－2
豊島区役所 東池袋分庁舎3,4階
☎03-3981-2930

ご寄附をありがとうございました 2019年12月1日～2020年2月29日

寄附物品12月～2月（敬称略）
月　日 寄附者氏名 物　　品
12月 2日
12月 4日
12月 4日
12月 5日
12月12日
12月16日
12月23日
 1月31日
 2月19日
 2月20日
 2月25日
 2月25日
 2月26日
 2月26日
 2月26日
 2月26日

豊島理容組合女性部
株式会社光通信
宝光寺
秋吉恵美
匿名
豊島理容組合女性部
匿名
株式会社セゾン保険サービス
カーブス要町駅前
カーブス巣鴨
株式会社光通信
株式会社光通信
株式会社光通信
株式会社光通信
株式会社光通信
株式会社光通信

雑巾24枚
お米２㎏（京都府産こしひかり）
お米、調味料、洗剤他
お米10㎏（夢づくし）
災害備蓄用パン24個入り10箱
雑巾20枚
お米２㎏（岩手平泉産ひとめぼれ）
非常用コッペパン段ボール４箱
食料品段ボール23箱分（缶詰、瓶詰、レトルト、麺類他）
食料品段ボール５箱（缶詰、瓶詰、レトルト、麺類）
お米４㎏（熊本県産ヒノヒカリ２㎏×２箱）
お米５㎏（石川能登産）
お米４㎏（岩船産こしひかり２㎏×２箱）
お米２㎏（山形県南陽産はえぬき）
お米２㎏（新潟産こしひかり）
お米20㎏（魚沼産こしひかり）

赤い羽根共同募金（敬称略）
寄附者氏名 金額（円）

各戸募金
街頭募金
としまスポーツまつり2019（募金箱）
豊島区聴覚障害者協会
元気あとおし募金箱
サロンさんぽ道
防災フェスティバル（募金箱）
匿名
第一イン池袋（募金箱）
めぐみ保育園（募金箱）
わくわく保育園（募金箱）
丸正商店（募金箱）
豊島区社会福祉事業団（募金箱）
社会福祉法人豊芯会（募金箱）
北前そば高田屋池袋西口店（募金箱）
区民ひろば等（募金箱）
職場募金（行政・社協）
預金利息

8,507,224
94,785
8,261
4,625
987
3,300
10,710
9,870
1,213
273
3,191
1,120
18,183
1,403
167

29,471
131,872

12
8,826,667合計

歳末たすけあい・地域福祉募金（敬称略）
寄附者氏名 金額（円）

各戸募金
要町保育園かきの種
匿名
匿名
匿名
匿名
めぐみ保育園（募金箱）
わくわく保育園（募金箱）
丸正商店（募金箱）
豊島区社会福祉事業団（募金箱）
社会福祉法人豊芯会（募金箱）
まさ樹（募金箱）
ルートイン東京池袋（募金箱）
区民ひろば等（募金箱）
職場募金（行政・社協）
豊島区内ビジネスホテル　13か所（募金箱）
ザ・ビー池袋
第一イン池袋
ホテルグランドシティ
ホテルマイステイズ東池袋
アパホテル池袋駅北口
スーパーホテルLohas池袋駅北口
スーパーホテルJR池袋西口
ホテルオーエド
ホテルニュースター池袋
スーパーホテル東京・大塚
リッチモンドホテル東京目白
スマイルホテル巣鴨

預金利息

8,748,311
36

1,779
3,000
2,000
3,000
97

2,810
674

13,937
557
1,034
210

17,936
99,024
13,921

5
8,908,331合計

表　　紙

広報委員

発　　行

寄附金12月（敬称略）
月　日 寄附者氏名 金額（円）

合計

12月 9日
12月 5日
12月10日
12月11日
12月19日
12月20日

12月23日

12月23日

12月26日

匿名　未使用はがき資金化
日蓮宗東京都北部社会教化事業協会
匿名
匿名
渡辺歯科クリニック　渡辺 三雄
株式会社ハクビ　ハクビ和紙ちぎり絵学院
区民参加によるアートステージ
「クリスマスコンサート」
株式会社ワイズマート
代表取締役　吉野 秀行
宗教法人　真如苑

10,600
30,000
3,000
2,500
50,000
5,500

2,080

200,000

300,000
603,680

寄附金1月（敬称略）
月　日 寄附者氏名 金額（円）

合計

 1月12日
 1月13日
 1月14日
 1月16日
 1月21日

 1月22日

 1月27日
 1月29日

としま女性会
公益社団法人　東京都豊島区歯科医師会
重林寺　池袋本町中央町会
未使用テレホンカード資金化　中島 康一
折戸協和町会　古澤 秀明
公益社団法人
全日本不動産協会東京都本部
豊島・文京支部　支部長　荻原 武彦
未使用切手資金化　小林 文子
未使用テレホンカード資金化　匿名

100,000
50,000
176,319
2,700
3,000

100,000

6,957
3,170

442,146

寄附金2月（敬称略）
月　日 寄附者氏名 金額（円）

合計

 2月 5日
 2月 9日

 2月10日

 2月18日
 2月27日

使用済切手換金分
匿名
公益社団法人
東京都宅地建物取引業協会豊島区支部
アゼリア会
巣鴨一丁目町会

12,680
10,000

100,000

10,000
100,000
232,680

 豊島区民社会福祉協議会

※枠…掲載位置、大きさの目安

規　格 広告掲載料

タテ約 8㎝　ヨコ約 9㎝ 30,000円

タテ約 8㎝　ヨコ約 18㎝ 60,000円

広告掲載を希望する個人・団体・企業を募集しています。
ＰＲなどにご活用ください。
年４回、各６,000部発行、豊島区民社協会員向けに
配布しています。
詳しくは下記までお問合わせください。

問合せ

「豊島福祉」に広告を掲載してみませんか？

TEL：03-3981-2930

編 集 後 記

御篤志に心より感謝いたします

デザイン・印刷：㈱美巧社

　新型コロナウイルスが世
界的に猛威を奮い、私達の
生活にも多大な影響が出て
います。
　今後、地域の活動も難し
い場面が出てくるかもしれ
ませんが、できる限りの予
防をして、明るさを失わず
に活動していきたいもので
すね。

（酒井　順子）


