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西東京市社会福祉協議会だより

2014年6月15日

平 成 2 6年 度 の 事 業 計 画
「一人ひとりの個性をいかし、ともに支え合い、みんなでつくる私たちのまち」の実現を目指して！
！
法人運営事業

地域福祉コーディネート推進事業（市受託事業）
3,432万7千円

1億4,243万3千円

地域福祉コーディネーターが、地域の問題や課題を住民の皆さ
んと協働しながら解決に結びつける取り組みを展開します。

基本理念である「一人ひとりの個性をいかし、共に支え合い、み
んなでつくる私たちのまち」を市民の皆さまが中心となり実現
することを目指す「第三次西東京市地域福祉活動計画(計画期
間26〜30年度)の初年度として、推進部会を立ち上げ、取り組
みます。また、発展強化検討委員会において、本会組織の使命
に基づいた事業実施のあり方について協議していきます。

ふれあいのまちづくり推進事業

ファミリー・サポート・センターの運営（市受託事業）
897万1千円

子どもを預けたい方と、預かりたい方の双方が会員となり、
子どもの預かりをする事業です。活動を通して、地域の中で
子育ての支え合いがひろがるように支援します。また、ふれ
あいのまちづくり事業やあいあいサービスと連携しながら、
地域で子育てしやすい環境づくりをすすめます。

6,331万9千円

市内全19小学校通学区域において活動している住民懇談会
(20地区)による地域課題の発見、住民同士・諸機関との関係づ
くり、新たな人材(ふれまちサポーター：通称「ふれサポ」)の発
掘など、小地域福祉活動を支援します。また、身近で気軽に集う
ことのできる地域活動拠点の整備を行い、拠点の活用をきっか
けに地域の課題の解決につながるよう機能の充実を図ります。

避難者の孤立化防止事業

生活福祉資金貸付事業

466万4千円

東日本大震災により西東京市内に避難してきている方々が地
域で孤立しないよう、職員が訪問し相談を受けたり、交流会
を開催します。

受験生チャレンジ支援貸付事業（市受託事業）
624万円

一定の所得以下の世帯の子ども(中学3年生、高校3年生等)へ
の支援を目的として学習塾費用や受験費用の貸付を行います。

地域福祉事業（在宅福祉サービスの充実）
2,683万3千円

各種募金活動

高齢になっても、障がいを負っても、安心して地域で暮らし
つづけることができるように市民の協力を得て、日常生活を
支援する有償援助サービス(あいあいサービス)の提供や、
車いすの貸し出しなどを行います。

ボランティア・市民活動推進事業

848万4千円

金融機関や公的貸付制度からの借入が困難な所得の少ない世
帯、障がい者や介護を要する高齢者のいる世帯に資金(福祉
資金、教育支援資金、緊急小ロ資金、総合支援資金、不動産
担保型生活資金など)を貸付け、その経済的自立と生活の安
定を図ります。

37万1千円

赤い羽根共同募金に協力。歳末たすけあい・地域福祉募金活
動を実施します。

福祉サービス総合支援事業

1,523万6千円

2,382万6千円

福祉サービスに関する相談を受け、安心して地域生活が送れる
ように支援します。また、福祉サービス等の利用に際して援助
が必要になったとき、日常生活自立支援事業等により、安心し
て自立した地域生活を送ることができるように支援します。

福祉分野を中心に、①ボランティアの募集、登録、育成、組
織化、②次世代の育成を目的とした学校での福祉体験のサポ
ートやボランティア体験に重点的に取り組みます。

市民協働推進センター「ゆめこらぼ」事業
1,493万7千円
（市受託事業）

成年後見制度活用あんしん生活創造事業
3,022万5千円

西東京市・市民・市民活動団体等、関連する方々との連携の
もとに新たな支え合いの仕組みや地域における市民活動に関
するネットワークを構築し、豊かなコミュニティを育み、市
民との協働によるまちづくりの推進を図ります。

また、社会貢献型後見人の育成に力を入れます。

法人後見監督事業

54万円

社会貢献型後見人が後見人等に選任された場合、成年後見推
進機関である西東京市社会福祉協議会が法人後見監督人とし
て家庭裁判所から選任されます。社会貢献型後見人による後
見人等の活動を円滑に行えるように取り組みます。

要介護認定調査事業（市受託事業）

2,203万2千円

指定市町村事務受託法人として、西東京市との協働により調
査事業の一部を受託し要介護認定調査を実施します。

福祉コミュニティ事業[高齢者生きがい推進事業・
644万9千円
介護予防事業]（市受託事業）
市内の老人福祉センター・福祉会館で高齢者の生きがい推進
を目的に、各種教室、健康体操教室、高齢者大学、及び高齢
者福祉大会等を実施します。また、閉じこもり傾向にある高
齢者に対して、介護予防を目的に、はつらつサロンや市内の
各福祉会館にて出前講座を提供すると共に、地域と繋がる支
援を行います。

相談支援センター（えぽっく）事業（市受託事業）
758万2千円

障害者総合支援センター内相談支援センターの身体障がい分
野に職員を配置し、情報提供や権利擁護のために必要な援助
を行い、障がい者の自立及び社会参加を支援します。

福祉施設の運営（市受託事業）

1億487万3千円

保谷障害者福祉センターの運営および地域活動支援センター
事業の運営

就労継続支援事業

1億8,362万7千円

富士町作業所・ほうや福祉作業所
及び売店事業の運営

認知症高齢者、知的障がい者などが自らの財産管理や日常生
活を営むことが困難となった時に、成年後見制度の活用によ
り地域で安心して生活を継続できるように支援します。

平成25年度の主な事業報告・決算報告
■平成25年度決算
収

入

の

部

会費・寄附金
歳末たすけあい・地域福祉募金、共同募金配分金
受託金
補助金・助成金
事業収入
自立支援費などの収入
その他の収入
積立金取崩・前期繰越金収入
合
計

(単位：円)

675万2千
729万2千
2億8,102万1千
1億9,419万8千
1,567万7千
1億4,014万7千
1,814万3千
8,397万9千
7億4,720万9千

■支出の部
法人運営事業
チャリティゴルフ大会開催
市民まつりバザー
収益
社協だより広告
収益

参加者130名
316,762円
480,000円

ふれあいのまちづくり推進事業

9,863万4千円

収益307,344円

6,019万5千円

●市内全19小学校通学区域(20地区)での地域活動（パトロー
ル、美化活動、見守り活動、学習会、交流会など）
●ふれあいのまちづくり事業の協力者を募る取り組み
ふれまちサポーター説明会 3回開催 17名登録
ふれまち地区交流会の開催
ふれまち住民懇談会代表者会 4回開催
●人材育成講座「地域の居場所作り講座」開催
●地域活動拠点の運営5か所 利用登録団体77団体、
予約日数1,118日
●助成金の交付 11団体、助成金総額 680,000円
●移動サービス連絡会 11回、運転者講習会等 3回開催

避難者の孤立化防止事業

341万円

東日本大震災により西東京市に避難してきている方々を対象に、
●訪問しニーズ把握を行う ●自主組織立ち上げ支援
●交流会「つながる〜む」3回開催
●避難者による交流会の支援

地域福祉事業

2,569万8千円

●有償援助サービス
利用会員数411名、協力会員数107名、派遣回数6,189件、
派遣時間9,943時間
基礎研修 5回開催

受験生チャレンジ支援貸付事業

●緊急通報サービス(総延べ利用者数48名)
●車いすの貸し出し36件

ボランティア・市民活動推進事業

1,437万2千円

●登録者数：一般登録470名（男性150名、女性320名）、
特技登録128名（男性36名、女性92名）
●コーディネート（紹介件数275件、紹介ボランティア数
697名、紹介ボランティアグループ数26グループ）
●夏！体験ボランティア 参加者181名
●活動室の利用 田無活動室：375回
保谷活動室：246回
●市内小中学校の福祉体験授業への協力
●｢ボランティアはじめて講座｣等を開催

市民協働推進センター「ゆめこらぼ」事業
1,35８万円

●登録団体122団体・メールボックス使用78団体・
来訪団体1,460団体 2,088名
●来訪個人217名
●協働を考える市民シンポジウムの開催来場者数39名
●講座、NPO・市民活動ネットワークなど開催
●ゆめサロン 6回開催
●NPO市民フェスティバルの開催 来場者数約400名
参加団体73団体

地域福祉コーディネート推進事業

3,132万9千円

●ほっとネット推進員登録研修 4回 登録出前講座 2回開催
●ほっとネット推進員登録者数198名
●ほっとネット推進員懇談会、雑談会 4回開催
●西東京市ほっとするまちネットワークシステム地区推進会
議 8回開催

ファミリー・サポート・センター事業

850万1千円

●ファミリー会員1,９９３名、サポート会員22７名、
派遣件数5,９６０回
●サポート会員養成講習会30名・会員交流会21名
●ファミリー会員説明会、個別説明260名

生活福祉資金貸付事業

852万4千円

●相談件数(貸付相談203件、償還相談他1,041件)
●新規貸付件数16件

[西東京市社会福祉協議会ホームページ]

570万円

●相談件数1,324件 ●利用件数(申請、貸付)217件

福祉サービス利用援助事業

5,191万9千円

福祉サービス利用支援事業（契約1件、訪問12回）
日常生活自立支援事業
（契約66件、解約25件、相談1,900件、訪問886回）
●一般相談（福祉サービス利用支援事業12件、日常生活自立支
援事業2,786件、成年後見制度手続支援892件、その他183件）
●専門相談（法定後見13件、任意後見3件、相続手続5件、
家庭問題3件、遺言2件、その他6件）、苦情受付5件

募金活動
●赤い羽根共同募金運動に協力
●歳末たすけあい・地域福祉募金運動を実施
●災害義援金募集のための広報等の協力

要介護認定調査事業

２62万7千円

2,275万1千円

●実施報告登録調査員 20名（3月末現在）
●調査の状況（新規申請202件、更新申請2,098件、変更申請
85件、介護申請32件）

福祉施設などの運営

３億２,482万8千円

●市受託施設・事業の運営 保谷障害者福祉センター、介護予
防事業、高齢者生きがい推進事業
●独自施設の運営 富士町作業所（ゆずりは作業所、サンラ
イズ富士)、ほうや福祉作業所及び売店事業

■財産目録
Ⅰ資

平成26年3月31日現在
産

の

部

１．流動資産
２．固定資産
⑴基本財産
⑵その他の固定資産
資 産 合 計
Ⅱ負 債 の 部
１．流動負債
２．固定負債
負 債 合 計
Ⅲ 純 資 産

http://www.n-csw.or.jp/

(単位：円)

1億2,749万9,059
3億7,034万4,381
300万
3億6,734万4,381
4億9,784万3,440
(単位：円)

5,235万8,106
8,663万7,393
1億3,899万5,499
3億5,884万7,941

