平成 29 年度 西東京市社会福祉法人連絡会 事業報告
＜西東京市社会福祉法人連絡会＞
定期総会において、新年度の事業計画、収支予算ならびに前年度の事業報告、収支決算につ
いて審議を行う。また、幹事会、分科会による、講演等の開催。
項目
総会の運営

期日

事業実施内容等

29. 5.16

午後 6 時 0０分～7 時 30 分 田無総合福祉センター視聴覚室
出席 ２１法人 2８名（入会 2２法人）、来賓９名
内容 第１部
第１回定期総会
(1) 新規加入法人紹介
(2) 平成２８年度事業報告（案）の審議
(3) 平成 28 年度事収支決算報告（案）の審議
(4) その他
第２部
拡大勉強会（講義）
テーマ「我が事、丸ごと 地域共生社会の実現」に向けて
講師：横山美江 氏
（武蔵野市民社会福祉協議会）

30. 3.25

午前１0 時３０分～午後 5 時 15 分
西東京市民会館３階大会議室
内容 第 1 部 (西東京ボランティア・市民活動センターとの共催)
講演会・報告（午前 10 時 00 分～午後 12 時 00 分）
参加者数：70 名
(1) テーマ「大災害に備える」
～あなたが今やるべきこと～
講師：東京災害ボランティアネットワーク事務局長
福田信章 氏
(2) 社会福祉法人の取組み事例報告・意見交換
① 社会福祉法人東京老人ホーム 特養統括長
森下真樹 氏
② 社会福祉法人東京聖新会 地域連携室長
近藤崇之 氏
③ 社会福祉法人悠遊 統括責任者
伊藤隆志 氏
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30. 3.25

第2部
講演会・活動報告（午後 1 時 30 分～3 時 30 分）
参加者数：80 名
(1) テーマ「食が地域をつなげる」
～フードドライブから始まる可能性～
講師：NPO 法人ワーカーズコープ北関東事業本部
稲葉健太 氏、藤谷英樹 氏、古沢淳 氏
(2) 活動報告・意見交換
(ア) 子ども食堂 放課後キッチン・ごろごろ 主宰
石田裕子 氏
(イ) 生活困窮者自立相談支援事業 主任相談員
中澤一郎 氏
第3部
第２回定期総会（午後 4 時 15 分～5 時 15 分）
出席：22 法人（内、書面出席 8 法人）18 名、来賓 8 名
(1) 平成 29 年度分科会の取組み概要
(2) 平成 30 年度事業計画（案）の審議
(3) 平成 30 年度収支予算（案）の審議

＜西東京市社会福祉法人連絡会幹事会＞
幹事会（６法人 6 名で構成）では、西東京市社会福祉法人連絡会、３分科会の運営、活動に
ついて検討を進める。
項目

期日

幹事会の運営

29. 4.12

事業実施内容等
午後 6 時０0 分～8 時０0 分 田無総合福祉センター会議室
第 1 回内容（１）平成 28 年度事業報告（案）
（２）平成 28 年度収支決算（案）
（３）分科会について
（４）年会費納入について

29. 5.10

午後 5 時 30 分～7 時 00 分 田無総合福祉センター会議室
第２回内容 （１）平成 29 年度第 1 回定期総会議案等確認
（２）平成 29 年度第 1 回定期総会進行役割確認
（３）分科会について（応募状況と調整ほか）

29. 6. 5

午後 5 時 30 分～６時 00 分 田無総合福祉センター会議室
第３回内容 （１）全体会で伝えること、進行確認
①連絡会設立趣意書
②平成 28 年度事業報告
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③平成 29 年度事業計画
④平成 29 年度分科会スケジュール
⑤分科会名簿
29. 8. 4

午後 6 時 00 分～7 時 00 分 田無総合福祉センター会議室
第４回内容 （１）各分科会からの進捗報告
（２）地域公益活動推進協議会助成金について
①事務費関係申請書提出の報告
②事業費関係新規申請について
（３）その他
①地域公益活動推進のネットワーク社協情報
交換会の報告
②地域公益活動広報情報発信研修会の報告
③介護の日〔11／9(木)〕の参加について

29.10.18

午後 6 時３0 分～８時 00 分 田無総合福祉センター会議室
第５回内容 （１）各分科会からの進捗報告
（２）地域公益活動推進協議会助成金について
①事業費助成金関係
（３）新規法人への入会依頼について
（４）地域公益活動推進協議会事業説明会の案内
午後 6 時０0 分～７時 15 分 田無総合福祉センター会議室

29.12.15

第６回内容 （１）地域公益活動推進協議会事業費助成金申請
（２）新規法人への入会依頼報告
（３）各分科会からの進捗報告
（４）３月総会、公益活動分科会の講演会日程
（５）その他

30. 2.19

午後 6 時３0 分～８時 15 分 田無総合福祉センター会議室
第７回内容 （１）各分科会からの進捗報告
（２）３月２５日講演会・総会について
（３）平成３０年度事業計画案・予算案の作成
（４）地域ネットワーク関係者連絡会の報告

30. 3.14

午後 6 時３0 分～８時 15 分 田無総合福祉センター会議室
第８回内容 （１）平成 29 年度第 2 回定期総会議案確認
①平成 30 年度事業計画(案)
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②平成 30 年度収支予算(案)
③当日の進行、役割等
（２）３月２５日講演会役割等について
（３）各分科会からの進捗報告

＜３分科会の取り組み＞
分科会名
地域公益活動

事業実施内容等
●13 法人より参加
東京老人ホーム、悠遊、都心会、緑秀会、大誠会、黄河会、檸檬会、
ｸﾘｽﾄ・ﾛｱ会、睦月会、松葉の園、至誠学舎東京、田無の会、社協
●分科会会議（10 回） 田無総合福祉センター会議室他
【第１回分科会】
■６月５日（月）18:30～

田無総合福祉センター2 階視聴覚室

■参加者１７名（１０法人・１１名＋幹事２名＋社協４名） 欠席：１法人
１．自己紹介、情報交換
２．平成２９年度スケジュール
３．リーダー・サブリーダーの選出
【第２回分科会】
■７月１３日（木）18:00～ 田無総合福祉センター2 階視聴覚室
■参加者１６名（１０法人・１１名＋幹事２名＋社協３名） 欠席：１法人・
社協１名
１．地域公益活動について意見交換
２．平成２９年度のスケジュールついて
【第３回分科会】
■8 月 18 日（金）18:00～ 田無総合福祉センター４階第 3 会議室
■参加者１５名（９法人・10 名＋幹事１名＋社協 4 名） 欠席：２法人、
幹事 1 名
１．地域公益活動について（平成 28 年 8 月の勉強会より）
２．平成 29 年度の具体的取組について情報交換
【第４回分科会】
■９月２９日（金）18:00～ 田無総合福祉センター４階第 3 会議室
■参加者１６名（10 法人・10 名＋幹事１名＋社協 5 名） 欠席：１法人、
幹事１名
１．地域公益活動の報告（東京老人ホーム）
２．今後の地域公益活動について
３．地域ネットワーク助成金の申請・情報交換
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【第５回分科会】
■10 月 17 日（火）18:00～ 田無総合福祉センター４階第 3 会議室
■参加者１５名（10 法人・10 名＋幹事１名＋社協 4 名） 欠席：1 法人、
幹事 1 名
１．今後の地域公益活動について
２．地域ネットワーク助成事業の申請
【第６回分科会】
■11 月２7 日（月）18:00～田無総合福祉センター1 階ボランティア活動室
■参加者１4 名（9 法人・9 名＋幹事 2 名＋社協 3 名） 欠席：2 法人
１．10/22 災害ボランティアセンター設置・運営訓練について
２．11/9 介護の日イベント参加報告について
３．11/11 市民まつりの参加報告について
４．市民意向調査アンケートの結果
５．意向調査を踏まえて今後の取り組みについて
６．地域ネットワーク助成事業の申請（報告）
【第７回分科会】
■12 月 20 日（水）18:00～ 田無総合福祉センター４階第 3 会議室
■参加者１４名（10 法人・10 名＋幹事１名＋社協 4 名） 欠席：1 法人、
幹事 1 名
１．意向調査を踏まえて今後の取り組みについて
２．東京都地域公益活動推進協議会事業費助成金申請報告
【第８回分科会】
■1 月 29 日（月）18:00～ 田無総合福祉センター4 階第 1 会議室
※降雪のため、1 月 22 日(月)は中止し、29 日(月)に延期とした
■参加者 17 名（9 法人・10 名＋幹事 1 名＋社協 6 名＋他社協(講師)1 名）
欠席：2 法人、幹事 1 名
１．勉強会（板橋区のフードドライブの取組み事例を共有）
２．平成 30 年度の取り組みについて
【第９回分科会】
■２月２０日（火）18:00～ 田無総合福祉センター4 階第 1 会議室
■参加者 15 名（9 法人・10 名＋幹事 2 名＋社協 3 名）欠席：2 法人
１．社会福祉法人による「地域における公益的な取組」の推進について
２．3/25 開催の講演会について
【第１０回分科会】
■３月１３日（火）18:00～ 田無総合福祉センター4 階第 1 会議室
■参加者 13 名（9 法人・9 名＋幹事 1 名＋社協３名）欠席：2 法人、
幹事 1 名
１．3/25 開催講演会の確認
２．平成３０年度の取り組みについて
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３．情報交換
●のぼり旗の作成
・デザイン検討、発注
●災害ボランティアセンター設置・運営訓練
（西東京市総合防災訓練に協力）
平成 29 年 10 月 22 日（日） 上向台小学校 台風接近により中止となる
●介護の日イベント参加
平成 29 年 11 月 9 日（木） アスタセンターコート
1.西東京市社会福祉法人連絡会のＰＲ活動
2.市内社会福祉法人、事業所の紹介（パンフレット配布）
●第 17 回西東京市民まつり参加
平成 29 年 11 月 11 日（土） 谷戸いこいの森公園
1.社会福祉法人連絡会のＰＲ活動
2.来場者へ「地域での課題意識調査」アンケート実施
3.福祉なんでも相談コーナー設置
4.市内社会福祉法人、事業所の紹介（パンフレット配布）
●講演会
平成 30 年 3 月 25 日（日） 西東京市民会館 3 階大会議室
第 1 部 大災害にそなえる～あなたが今やるべきこと～
第 2 部 食が地域をつなげる～フードドライブから始まる可能性～
講師：NPO 法人ワーカーズコープ職員
活動報告：子ども食堂実践者
生活困窮者自立支援事業担当職員

人材確保・育
成活動

●11 法人より参加
東京聖新会、たつの子の会、共助会、田無の会、さくらの園、鶴寿会、
トポスの会、聡香会、睦月会、ｸﾘｽﾄ・ﾛｱ会、社協
●分科会会議（7 回） 田無の会たんぽぽ 会議室他
【第１回分科会】
■６月５日（月）18:30～

田無総合福祉センター2 階視聴覚室

１．自己紹介
２．リーダー・サブリーダーの選出
３．人材確保・育成活動分科会の役割について
４．今後の活動について
【第２回分科会】
■７月１３日（木）18:00～ 社会福祉法人田無の会 たんぽぽ
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１．福祉のしごと相談面接会について

成活動

２．研修会の開催について
【第３回分科会】
■8 月 21 日（月）18:00～ 社会福祉法人田無の会 たんぽぽ
１．福祉のしごと相談面接会について
２．研修会の開催について
【第４回分科会】
■９月２２日（金）18:00～ 社会福祉法人田無の会 たんぽぽ
１．福祉のしごと相談面接会について
２．研修会の開催について
【第５回分科会】
■11 月 2 日（木）18:00～ 社会福祉法人田無の会 たんぽぽ
１．福祉のしごと相談面接会について（振り返り）
２．研修会の開催について
【第６回分科会】
■12 月 8 日（金）18:00～ 社会福祉法人田無の会 たんぽぽ
１．研修会について
２．次年度の事業計画について
【第７回分科会】
■2 月 15 日（木）18:00～ 社会福祉法人田無の会 たんぽぽ
１．研修会の振返りについて
２．次年度の事業計画及び予算について
●福祉のしごと相談面接会実施
日

時：平成 29 年 10 月 27 日（金） 13:30～16:00

会

場：西東京市役所 202・203 会議室及びロビー

参加事業所数：13 福祉事業所
相談・面接来場者数：41 人

事業所相談面接者延べ人数：55 人

参加事業所における採用者数：5 人（内、介護職 4 人）
●単発型研修会開催
テーマ：
「楽しもう!!われらが仲間たち ～市内社会福祉法人の取り組みを
知ろう～」
日

時：平成 30 年 1 月 30 日（火） 16:00～17:30

会

場：田無総合福祉センター３Ｆ第１会議室

対象者：所属する社会福祉法人に勤務して５年以内の職員
参加者数：12 法人から 14 人の参加
終了後、懇親会開催
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●5 法人より参加
正育会、千曲会、悠遊、大誠会、社協
●分科会会議（6 回）田無総合福祉センター会議室他
【第１回分科会】
■６月５日（月）18:30～

田無総合福祉センター2 階視聴覚室

１．自己紹介
２．広報啓発活動分科会の役割について
３．今後の活動について
【第２回分科会】
■７月５日（水）10:00～

田無総合福祉センター４階第３会議室

１．通信創刊号について
２．今後の活動について
【第３回分科会】
■８月 21 日（月）10:00～ 田無総合福祉センター４階第３会議室
１．通信創刊号について
２．今後の活動について
【第４回分科会】
■10 月 12 日（木）10:00～ 田無総合福祉センター３階第１会議室
１．通信創刊号、発行後の状況について
２．通信第２号について
３．パンフレット作成について
【第５回分科会】
■12 月 7 日（木）10:00～ 田無総合福祉センター３階第１会議室
１．通信第２号について
２．パンフレット作成について
３．通信、パンフレット配布希望調査の実施について
【第６回分科会】
■2 月８日（木）10:00～

保谷東分庁舎ボランティア活動室１

１．通信第２号について
２．パンフレット作成について
３．平成 30 年度の事業計画、予算案について
●西東京市社会福祉法人連絡会通信 創刊号編集
平成 29 年 9 月 15 日発行

4,000 部

・１面…連絡会発足の報告
・２面、３面…会員２２法人の紹介
・４面…分科会の概要
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●西東京市社会福祉法人連絡会通信 第 2 号編集
平成 30 年 3 月 1 日発行

3,500 部

・１面…3/25 フードドライブ講演会のＰＲ
・２面…3/25 災害講演会の PR
・３，４面…３分科会の活動報告
【成果と課題】
＜これまでの成果＞
１．２２法人が３つの分科会のいずれかに参画することで、地域の福祉ニーズや課題解決に向
けた意見交換、交流の機会を継続できており、公益的な取り組みに対する具体的な検討を
進めることができた。
２．分科会では、各法人の中堅、若手職員の参画を促すことで、他分野の社会福祉法人との交
流の機会になることや参画した分科会の取組みを自法人にフィードバックすることで、ス
キルアップ（人材育成）につなげることを働きかけた。
３．社会福祉法人連絡会通信（広報紙）を発行し、関係機関や公共施設などへの配架により、
社会福祉法人の存在、法人の取組みを案内することができた。
４．市民まつりなどで活動のＰＲや意向調査により、市民が不安に思う福祉課題などのニーズ
把握ができた。
５．地域公益活動分科会では、平成 30 年度社会福祉法人連絡会フードドライブ実施に向け、
板橋区社協職員による勉強会を実施し、取組みのイメージづくりとともに、講演会を実施
したことで、市内の子ども食堂関係者、子ども支援グループや民生児童委員、ふれあいの
まちづくり住民懇談会活動者らに対して、食品ロスを減らし、地域の中での食品の再活用
の大切さを伝えることができた。
＜今後の課題＞
１．各法人のホームページの活用やＳＮＳを活用した情報発信の検討を進める。
２．フードドライブの実施に向けて、集積場所の確保や配分候補先の整理選定が課題である。
３．各法人が単一で実施している公益的な取り組みを「見える化」して、法人相互での連携し
た取組みの実施が課題となる。
４．高齢、障がい、児童の各分野の法人が地域共生社会の実現に向けた課題解決の仕組みづく
りが今後の課題である。
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