
 

議案第１号  

 

 

 

 

 

平成２９年度  

 

 

 

事業報告・財務報告書  

 

 

 

 

 

      平成２９年度 事業報告 

 

      平成２９年度 財産目録 

 

      平成２９年度 法人全体 計算書類・附属明細書 

 

      平成２９年度 社会福祉事業本部拠点区分 計算書類・附属明細書 
 

      平成２９年度 社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分 

             計算書類・附属明細書 

 

      平成２９年度 公益事業本部拠点区分 計算書類・附属明細書 
 

      平成２９年度 収益事業本部拠点区分 計算書類・附属明細書 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 中央区社会福祉協議会  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

目  次  

 

 

  １ 事業報告 

     新規・充実事業の実施結果·································· 1 

 

 Ⅰ 社会福祉事業本部拠点区分 

１  法人運営  ·········································· 3 

２  地域福祉事業  ······································ 8 

３  小地域活性化事業  ································· 10 

４  虹のサービス事業  ································· 12 

５  成年後見支援事業  ································· 14 

６ ボランティア活動推進事業 ····························· 18 

７ 健康福祉まつり事業  ······························· 22 
８  地域活動情報等発信事業  ··························· 22 

９  災害ボランティア育成支援事業  ····················· 22 

10 高齢者食事サービス事業  ··························· 23 

11 ファミリー・サポート・センター事業  ··············· 24 

12 コミュニケーション支援事業  ······················· 26 

13 チャレンジ支援貸付事業  ··························· 26 
14 生活福祉資金等貸付事業  ··························· 27 

15 福祉事業基金  ····································· 28 

16 ボランティア基金  ································· 28 

17 在宅福祉サービス推進基金  ························· 28 

18 歳末たすけあい事業  ······························· 29 

 赤い羽根共同募金事業  ····························· 30 

19 地域福祉コーディネーター  ························· 31 

20 生活支援コーディネーター  ························· 32 

  

  Ⅱ  社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分   

１  さわやかワーク中央  ······························· 33 

２  障害者就労支援センター事業  ······················· 34 
 

 Ⅲ  公益事業本部拠点区分   

１  障害者外出介護事業  ······························· 36 

２  シルバーワーク中央事業  ··························· 37 

  

 Ⅳ  収益事業本部拠点区分   

１  自動販売機設置事業  ······························· 38 

２  駐車場事業  ······································· 38 

  

     平成２９年度各拠点・事業決算総括表  ··················· 39 

 

 

 

 



 

   ２  財務報告 
（１）財産目録 ············································ 44 

  

（２）法人全体   

（計算書類）   

資金収支計算書（会計基準第１号第１様式）  ················· 48 

事業活動計算書（会計基準第２号第１様式）  ················· 50 

貸借対照表（会計基準第３号第１様式）  ····················· 52 

資金収支内訳表（会計基準第１号第２様式）  ················· 53 

事業活動内訳表（会計基準第２号第２様式）  ················· 55 

貸借対照表内訳表（会計基準第３号第２様式）  ··············· 57 

計算書類に対する注記（法人全体用）  ···················· 59 

（社会福祉事業区分  内訳表）   

社会福祉事業区分資金収支内訳表（会計基準第１号第３様式） ········ 64 

社会福祉事業区分事業活動内訳表（会計基準第２号第３様式） ······ 66 

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（会計基準第３号第３様式） ····· 69 

（附属明細書）  

寄附金収益明細書（会計基準別紙３②） ························ 72 

補助金事業等収益明細書（会計基準別紙３③） ·················· 73 

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（会計基準別紙３④） ······ 75 

基本金明細書（会計基準別紙３⑥） ···························· 76 

  

（３）社会福祉事業本部拠点区分   

(計算書類 )  

資金収支計算書（会計基準第１号第４様式） ······················ 78 

事業活動計算書（会計基準第２号第４様式） ······················ 82 

貸借対照表（会計基準第３号第４様式） ·························· 86 

計算書類に対する注記（拠点区分用）  ······················ 87 

（附属明細書 )   

基本財産及びその他の固定資産の明細書（会計基準別紙３⑧） ······ 92 

引当金明細書（会計基準別紙３⑨） ···························· 93 

拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪） ·················· 94 

積立金・積立資産明細書（会計基準別紙３⑫） ················· 114 

サービス区分間繰入金明細書（会計基準別紙３⑬） ············· 115 

サービス区分資金収支計算書 ···························· 116 

  

（４）社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分  

（計算書類）  

資金収支計算書（会計基準第１号第４様式） ····················· 158 

事業活動計算書（会計基準第２号第４様式） ····················· 160 

貸借対照表（会計基準第３号第４様式） ························· 163 

計算書類に対する注記（拠点区分用）  ····················· 164 



 

（附属明細書）  

基本財産及びその他の固定資産の明細書（会計基準別紙３⑧） ···· 168 

拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪） ················· 169 

サービス区分資金収支計算書 ···························· 172 

就労支援事業別事業活動明細書（会計基準別紙３⑮） ··········· 176 

就労支援事業製造原価明細書（会計基準別紙３⑯） ············· 177 

就労支援事業明細書（会計基準別紙３⑱） ····················· 178 

  

（５）公益事業本部拠点区分  

（計算書類）  

資金収支計算書（会計基準第１号第４様式） ····················· 180 

事業活動計算書（会計基準第２号第４様式） ····················· 182 

貸借対照表（会計基準第３号第４様式） ························· 184 

計算書類に対する注記（拠点区分用）  ····················· 185 

（附属明細書）  

拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪） ················· 188 

サービス区分資金収支計算書 ···························· 190 

  

（６）収益事業本部拠点区分  

（計算書類）  

資金収支計算書（会計基準第１号第４様式） ····················· 196 

事業活動計算書（会計基準第２号第４様式） ····················· 198 

貸借対照表（会計基準第３号第４様式） ························· 200 

計算書類に対する注記（拠点区分用）  ····················· 201 

（附属明細書）   

基本財産及びその他の固定資産の明細書（会計基準別紙３⑧） ···· 204 

拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪） ················· 205 

サービス区分資金収支計算書 ···························· 207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

平成２９年度 新規・充実事業の実施結果 
 

 「平成２９年度事業計画・収入支出予算書」で定めた新規・充実事業について、下記のとおり実

施し、事業の充実を図りました。 

 

事 業 名 実施内容・実績 

＜新規＞ 

 

地域福祉コーディネーター、 

生活支援コーディネーター 

の配置 

住民の方々と地域課題や困りごとを共有し、解決方法を一

緒に考え、交流やつながりを深める取り組みを進める地域福

祉コーディネーターを 2名配置しました。また、高齢者の生

活支援や介護予防の基盤整備を担う生活支援コーディネー

ターを 1名配置しました。 

 ２９年度は月島地域をモデル地区とし、アウトリーチによ

る支援、社会的孤立に対応した居場所づくりを進めました。 

 

①おとなりカフェ・ちょこっと相談会 

コミュニティカフェ兼個別相談会を、勝どきデイルームで

定期開催しました。 

実施回数  月４回（計３７回） 

延べ来場者数 ５４４名  相談件数 ７０件 

②場づくり入門講座 

自身が地域に求める「理想の居場所」について、実現に向

けたノウハウを学ぶ講座を開催しました（全５回）。 

参加者数 ２８名（延１００名） 

③地域支えあいづくり協議体 

地域における高齢者の生活支援体制の整備に向け、第 1層 

の協議体を開催しました。 

平成２９年度 年２回実施   

＜新規＞ 

 

ボランティア入門講座の開催 

ボランティア活動未経験者を対象に、ボランティアの基

本や区内での具体的な活動内容を知ってもらうことを目

的に開催しました（全６回）。 

 

参加者数 ５名（延べ２４名） 

 ※講座終了後、４名が個人ボランティア登録を希望 

＜新規＞ 

 

法定後見申立書類作成費用の 

助成 

法定後見申立てに際して弁護士・司法書士に書類作成を

依頼する費用の負担が困難な所得の低い方を対象に、経費

の全部または一部を助成するため、要綱の整備を行いまし

た。また、事業の開始に伴い、関係機関等への周知に努め

ました。    

平成２９年度は実績なし 

議案 第１号 
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＜充実＞ 

 

地域福祉活動計画の推進評価 

委員会設置による進捗管理 

地域福祉の推進を目的とした住民主体の活動・行動計画

である「地域福祉活動計画」の進捗状況を評価し、計画の

着実な実行と地域福祉の更なる推進を図るため、推進評価

委員会を設置し、平成２８年度の取り組み状況について評

価報告書を取りまとめました。 

 

第１回中央区地域福祉活動計画推進評価委員会 

開催日  ７月７日（金） 

参加数  委員８名 事務局１３名 

＜充実＞ 

 

中央区社会福祉法人連絡会の 

開催（社会福祉法人の連携に 

よる地域公益活動の実施） 

区内社会福祉法人が連携して、２つの地域公益活動を

実施しました。 

①福祉体験合宿（６法人が連携） 

開催日 ３月２４日（土）～２５日（日） 

参加者 区内在住小学５年から中学２年までの生徒 

７名とその保護者 

②ボッチャ体験＆福祉相談会（１０法人が連携） 

開催日 ３月１８日（日） 

参加人数 ボッチャ体験 １７５名 

       福祉相談         １名 

       スタッフ       ３０名（講師含む） 

＜充実＞ 

 

「中央区社協だより（かけはし 

中央）」タブロイド判の発行、 

配付先の拡大 

広報紙をタブロイド判に変更し、紙面を増大したこと

により掲載記事内容を充実させ、地域福祉活動等の情報

発信を行いました。また、配架・配付先を拡大し、社会

福祉協議会及び地域福祉活動の周知を行いました。 

 

発行部数  １回 41,000 部（前年より 1,000 部増） 

拡大配架・配付先  江戸バス、本会個人会員等 

＜充実＞ 

 

点字プリンター購入による 

軽作業の拡充 

点字版の食事等メニューを新たに製作し販売しまし

た。また、裏面にシールを張るタイプの点字名刺を新た

に開発し、販売促進を図りました。 

  

 点字名刺作成件数１０８件（収入額 194,870 円） 
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事 業 内 容 

Ⅰ 社会福祉事業 本部拠点区分        ６１０,５０４,７８６円 

 

１ 法人運営                    ３００,４９０,２７４円 

①理事会、評議員

会等の開催 

（１）理 事 会 

【第１回 ５月２２日（月）開催】 

議案第１号 平成２８年度決算 

議案第２号 中央区社会福祉協議会理事及び監事候補者 

議案第３号 中央区社会福祉協議会評議員候補者の推薦 

議案第４号 中央区地域福祉活動計画推進評価委員会設置要綱の制定 

議案第５号 中央区地域福祉活動計画推進評価委員会委員の選任 

議案第６号 中央区社会福祉協議会無料職業紹介事業の運営に関する要綱の一部改正 

議案第７号 中央区社会福祉協議会成年後見制度費用助成事業実施要綱の一部改正 

議案第８号 第１回評議員会の招集 

報告事項  業務継続計画（ＢＣＰ）の策定等６件 

 

【第２回 ６月９日（金）開催】 

議案第１号 中央区社会福祉協議会会長、副会長及び常務理事の選定 

議案第２号 中央区社会福祉協議会相談役の委嘱 

議案第３号 中央区社会福祉協議会福祉事業基金規程の一部改正 

報告事項  新評議員の就任等３件 

 

【第３回 ９月１５日（金）開催】 

議案第１号 中央区地域福祉活動計画推進評価案 

議案第２号 中央区社会福祉協議会事案規程の一部改正 

議案第３号 中央区社会福祉協議会職員職務規程の一部改正 

議案第４号 中央区社会福祉協議会非常勤職員規程の一部改正 

議案第５号 中央区社会福祉協議会経理規程の一部改正 

議案第６号 第２回評議員会の招集 

協議事項  中央区社会福祉協議会在宅福祉サービス部運営委員会委員の委嘱 

報告事項  会長及び副会長兼常務理事の職務執行状況等９件 

 

【第４回 １１月２１日（火）開催】 

議案第１号 中央区社会福祉協議会地域生活一時資金貸付事業実施要綱の制定 

議案第２号 第３回評議員会の招集 

報告事項    赤い羽根共同募金運動の実施等９件 

 

【第５回 １月２９日（月）開催】 

議案第１号 中央区社会福祉協議会監事候補者の推薦 

   議案第２号 第３回評議員会の招集に伴う議案の追加及び変更 

   議案第３号 在宅福祉サービス推進基金規程の制定 

  報告事項  まちぐるみボランティア見本市実施結果報告等４件 
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(理事会、評議員

会等の開催) 

 

【第６回 ３月１２日（月）開催】 

議案第１号 平成３０年度予算 

議案第２号 平成２９年度補正予算 

議案第３号 中央区社会福祉協議会経理規程の一部改正 

議案第４号 中央区社会福祉協議会職員執務規程の一部改正 

議案第５号 中央区社会福祉協議会副会長兼常務理事に対する報酬等の改定 

報告事項  中央区社会福祉法人連絡会地域公益活動の実施等９件 

 

（２）評議員会 

【第１回 ６月８日（木）開催】 

議案第１号 平成２８年度決算 

議案第２号 中央区社会福祉協議会理事及び監事の選任 

議案第３号 常務理事に対する報酬等の決定 

議案第４号 社会福祉充実計画の策定 

報告事項  地域ささえあい課実績報告等１０件 

 

【第２回 １０月１９日（木）開催】 

報告事項  中央区地域福祉活動計画推進評価等１６件 

 

【第３回 ３月１９日（月）開催】 

議案第１号 平成３０年度予算 

議案第２号 平成２９年度補正予算 

議案第３号 中央区社会福祉協議会監事の選任 

議案第４号 中央区社会福祉協議会副会長兼常務理事に対する報酬等の決定  

報告事項  中央区社会福祉協議会在宅福祉サービス推進基金規程の制定等１３件 

 

（３）定期監査、決算監査   ５月１６日（火）開催 

監査内容 平成２８年度事業報告 

平成２８年度新規・充実事業の取り組み結果 

平成２８年度各拠点区分収入支出決算 

平成２８年度末時点の財産目録・財産状況 

 

（４）役員等研修会  ７月１９日（水）開催 

講演テーマ 「災害時、身近な地域でできること 

～災害時にどう行動するか、あなたの判断は～」 

講 師    東京ボランティア・市民活動センター 

         災害担当 加納 佑一 氏 
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(理事会、評議員

会等の開催) 

（５）総務委員会  ２月２１日（水）開催 

議題１ 平成３０年度事業予定 

議題２ 平成３０年度予算案 

議題３ 平成２９年度収入支出補正予算案 

議題４ 社会福祉充実計画の変更 

議題５ 基金の運用状況及び積み立て 

議題６ 職員執務規程及び職員昇任選考基準の一部改正 

議題７ 平成３０年度職員体制 

 

（６）評議員選任・解任委員会  ５月２４日（水）開催 

    議題１ 委員長の互選 

議題２ 中央区社会福祉協議会評議員の選任 

 

（７）中央区社会福祉法人連絡会  ７月１１日（火）開催 

内 容 各法人が連携して行う地域公益活動について 

地域公益活動に関する広報・情報発信について 

②社協会員  個人会員
 

団体会員
 

法人会員
 

賛助会員
 

合 計
 

会員数
 

９４２
 

１４９
 

２７
 

１６
 

１,１３４ 

本会の活動に賛同いただける個人・団体・法人の会員を募集し、会費収入を本会 

事業の財源にしました。 
 

③寄付の受領 

個人・団体・企業等から寄付金及び寄付物品を受け付け、本会事業や区内福祉 

施設・団体・ボランティアの支援等に活用しました。 

 

寄 付 金 １５６,７９５,１４１円（ボランティア寄付金除く） 

物品寄付 ８０件（内容：車いす、ボランティア関連書籍等） 

④広報 

（１）広報紙「社協だより（かけはし中央）」の発行 ＜充実事業＞ 

タブロイド判に変更して発行し、区内で活動する団体を掲載するなど地

域に密着した紙面作りに努めました。また、点字版・ＣＤ版を作成しまし

た。 

   発行回数  年５回（４月､６月､９月､１１月､１月） 

   発行部数  １回あたり 41,000部 ※うち新聞(5 紙)折込 34,200部 

   配架先・配布先  区内施設、関係団体、江戸バス、本会個人会員等 

 

（２）フェイスブックの運営 

フェイスブックページに写真や動画等を掲載し、事業やイベントの告知

等を身近な視点で迅速に公開しました。 

   フェイスブック記事掲載回数 １８８回 
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（広報） 

（３）イメージキャラクター「ニジノコ」の活用 

イメージキャラクター「ニジノコ」の着ぐるみを、本会事業のＰＲを目

的に本会および地域のイベント等にて活用したほか、ゆるキャラグランプリ

にエントリーし、知名度アップを図りました。 

⑤地域福祉活動

計画・社協発展

強化計画の推進 

地域福祉の推進を目的とした住民主体の活動・行動計画「地域福祉活動計画」

（計画期間：平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日）に基づき、社協内に

４つのＰＴ（プロジェクトチーム）を設置し、各事業において関連した取り組み

を進めました。 

 

４つのＰＴによる取組 

（１）広報ＰＴ（７回開催） 

名称を変更した社協広報紙を新たにタブロイド判として発行し、配架先

を拡大したほか、ニジノコの着ぐるみを活用したＰＲ活動を行いまし

た。 

（２）マップ・居場所づくりＰＴ（７回開催） 

    常設の居場所についてのＰＴとしての取り組み方を検討し、候補場所の

調査・検討を行ったほか、マップ作りに向けた情報を収集しました。 

 （３）地域福祉活動見本市ＰＴ（実行委員会６回、ＰＴ９回開催） 

    実行委員会を組織し、職員ＰＴとともに中央区役所本庁舎及び区総合ス

ポーツセンターで地域福祉活動見本市を開催しました。 

 （４）アウトリーチ・ニーズキャッチ推進ＰＴ（ＰＴ８回開催） 

ニーズキャッチシート及び情報共有シートを導入し、地域ささえあい課

と連携したシート検討会議を開始しました。また、職員のアウトリー

チ・ニーズキャッチの力を高めるため、職員研修を実施しました。 

 

なお、同計画の進捗状況を評価し、計画の着実な実行と地域福祉の更なる推進

を図るため、推進評価委員会を設置し、平成２８年度の取り組み状況について評

価報告書を取りまとめました。＜充実事業＞ 

さらに、同計画において明確にした社協の役割を果たすため、各ＰＴの運営を

はじめとする事業の推進や、組織・経営基盤の強化に向けた取り組みと方向性を

示した「社協発展・強化計画」の遂行に引き続き取り組みました。 

 

第１回中央区地域福祉活動計画推進評価委員会 

開催日 ７月７日（金） 

参加数 委員８名 事務局１３名 

 

 発展・強化計画に基づく取組 

  職員育成の一環として、普通救命講習を消防署にて受講しました。また、組

織内での文書管理体制を整備しました。 
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⑥社会福祉法人

の連携による地

域公益活動の実

施 

＜充実事業＞ 

区内社会福祉法人が連携して、地域公益活動を実施しました。 

 

(１)福祉体験合宿 

  開催日  事前オリエンテーション（すべての体験施設を見学） 

      ３月１１日（日）１３時～１６時 

       福祉体験合宿（各施設ごとに実施後、報告会） 

        ３月２４日（土）１３時３０分～２５日（日）１３時   

  場 所  特別養護老人ホーム及び知的障害者生活支援施設（計４施設） 

社会福祉協議会（２日目報告会のみ） 

  参加者  区内在住小学５年から中学２年までの生徒７名とその保護者 

※保護者は事前オリエンテーションと報告会のみ参加 

  参加法人  トーリケアネット、奉優会、東京都手をつなぐ育成会、シルヴァ 

ーウィング、清水基金、中央区社会福祉協議会（６法人） 

 

(２)ボッチャ体験＆福祉相談会 

   開催日 ３月１８日（日）１３時～１６時 

   場 所 月島区民センター１階会議室ほか 

   参加人数 ボッチャ体験 １７５名 福祉相談 １名 スタッフ ３０名 

   参加法人 賛育会、奉優会、信和会、東京都手をつなぐ育成会、清香会、 

ひかりの子、木下財団、朝日新聞厚生文化事業団、丸紅基金、 

中央区社会福祉協議会（１０法人） 

⑦社会福祉充実

計画の策定 

社会福祉法の改正に伴い、社会福祉法人が保有する余裕財産（社会福祉充実残

額）を社会福祉事業や公益事業に積極的・計画的に再投下するため、「平成２９

年度～平成３３年度中央区社会福祉協議会社会福祉充実計画」を策定しました。 

  

社会福祉充実残額：９９,３１０,０００円 

計画の対象期間：平成２９年７月１日～平成３４年３月３１日 

 

【平成２９年度実施事業および執行額】 

（１）社会福祉事業 

 駐車場（八丁堀、東日本橋）の確保及び軽自動車の購入：２,２４９，３３５円 

 職員の普通救命講習受講：１８,２００円 

 ガバナンス強化、コンプライアンス向上のための専門職確保：１０８,０００円 

（２）地域公益事業 

地域福祉コーディネーター（居場所づくり事業）：２,６１８,９５６円 

  

【社会福祉充実計画意見交換会の開催】 

 社会福祉充実計画の策定にあたり、計画の内容、需要について地域住民・福祉

関係者による意見聴取を行うため、意見交換会を開催しました。 

開催日  平成２９年６月１日（木）１０時～１１時３０分 

出席者  地域住民・福祉関係者等７名 
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２ 地域福祉事業                    ７,１０７,９８２円 

①ひとり親家庭 

日帰りバス研修 

ひとり親家庭を対象に、相互の交流やレクリエーションを兼ねた日帰り研修を

中央区ひとり親家庭福祉協議会との共催により実施しました。 

 

実施日・行先 ７月２３日(日) 埼玉県さいたま市・狭山市他 

内  容   埼玉スタジアム２００２見学、ブルーベリー狩り、サイボクハ

ムにてアスレチック・買物等 

参加者数   ３２世帯７６人 

②福祉関係物故

者・戦争殉難者

盂蘭盆法要 

区内の福祉関係物故者並びに戦没者・戦争殉難者の諸霊供養の法要を中央区遺

族会との共催により、築地本願寺の後援を得て執り行いました。 

  

開催日   ７月 ５日(水)  場所 築地本願寺本堂 

 参列者数 １５５人（うち来賓７８人） 

③車いす・シル

バーカーの貸出

し 

（１）車いすの貸出し 

  歩行が不自由な高齢者や障害のある方、または通院や旅行などで一時的に車

いすを必要とする方に対し、区内５カ所で車いすの貸出しを行いました。また、

利用者の利便性を図るため、タクシー会社と提携して区内一律７６０円で搬送

サービスを行いました。 

 

（２）シルバーカーの貸出し 

  歩行が不自由な高齢者の外出を支援するため、シルバーカーの貸出しと搬送

サービスを行いました。 

 

 保有台数
 

貸出件数 搬送サービス
 

車いす １９１台 ５７４件 ３６件 

シルバーカー ８２台    ２６件 １９件 
 

④福祉団体・施

設等助成 

地域福祉の増進に資することを目的に、心身障害者団体等や福祉施設に対して

事業費を助成しました。 

中央区身体障害者福祉団体連合会     ９５０,０００円 

中央区肢体不自由児者父母の会      ２５０,０００円 

中央区心身障害者・児福祉団体連合会   ８００,０００円 

中央区視覚障害者福祉協会        １３０,０００円 

中央区聴覚障害者協会           ７０,０００円 

中央区ひとり親家庭福祉協議会      ３００,０００円 

中央区つつじ会             １００,０００円 

こばとおもちゃのとしょかん       ２２０,０００円 

月島聖ルカ保育園             ２５０,０００円 

みちてる保育園             １００,０００円 

リバーサイドつつじ           １００,０００円 
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⑤高齢者クラブ

連合会慰安大会 

中央区高齢者クラブ連合会による舞踊・カラオケ・コーラス等の慰安大会を後

援し、会員相互の交流と発表の場を支援しました。 

 

実施日 ６月１７日(土)  場所 銀座ブロッサムホール 

参加者数 ８４５人    助成額 ６５０,０００円 

⑥入進学児童・

生徒への祝い品

贈呈 

区立小学校に入学及び中学校に進学する低所得世帯の児童や生徒に、全国百貨

店共通商品券を贈りました。 

 

贈呈先 小学校入学者５３人 中学校進学者１１６人 

贈呈額 １人 １０,０００円 

⑦ひとり親職業

訓練貸付事業 

ひとり親家庭の親の就職を促進し自立を図ることを目的に、就職に有利な資格

が取得できる養成機関の入学準備金と、取得した資格を生かした就職時の準備金

の貸付を行いました。 

 

入学準備金 １件（５００,０００円） 

就職準備金 ０件 

-9-



 

 

３ 小地域活性化事業                  ３,１０３,５４１円 

①会食と交流事

業「ほがらかサ

ロン」 

ひとり暮らし等により、家に閉じこもりがちな高齢者の孤独感や不安感の解

消、介護予防を目的に、食事や会話をしながらレクリエーション等で楽しく過ご

す「ほがらかサロン」を、地域のボランティアを主体として運営しました。 

 

開催日及び場所 第２木曜日 日本橋社会教育会館（日本橋地域） 

         第３木曜日 女性センター「ブーケ２１」（京橋地域） 

         第４木曜日 シニアセンター（佃地域） 

               月島社会教育会館（月島地域） 

 参加者数    延５６５人             

②ふれあい福祉

委員会 

高齢者や障害のある方をはじめ、誰もが地域の中で孤立することなく自立した

生活をおくることができるよう、町会等の近隣住民が支え合い、助け合う、小地

域福祉活動を支援し、地域住民による福祉の向上を図りました。 

 

〔設置地区〕２１地区   

助成総額 １,１６９,４３４円（助成委員会数 １７委員会） 

 

京橋地域 

（６地区） 

 

 

新富地区ふれあい福祉委員会 

入船三丁目地区ふれあい福祉委員会 

湊一丁目地区ふれあい福祉委員会 

湊二丁目地区ふれあい福祉委員会 

築地六丁目地区ふれあい福祉委員会 

八丁堀三丁目東地区ふれあい福祉委員会 

 

 日本橋地域 

（９地区） 

 

 

 

 

 

 

人形町一・三、堀留一、小舟町地区ふれあい福祉委員会 

人形町二丁目一之部地区ふれあい福祉委員会 

箱崎町箱四地区ふれあい福祉委員会 

東日本橋一丁目地区ふれあい福祉委員会 

東日本橋三丁目地区ふれあい福祉委員会 

浜町二丁目金座地区ふれあい福祉委員会 

日本橋浜二地区ふれあい福祉委員会 

浜町三丁目東部地区ふれあい福祉委員会 

茅場町二・三丁目地区ふれあい福祉委員会 

  

月島地域 

（６地区） 

 

 

月島二之部地区ふれあい福祉委員会 

月島四之部東地区ふれあい福祉委員会 

晴海地区ふれあい福祉委員会 

ソフトタウン晴海地区ふれあい福祉委員会 

晴海ビュータワー地区ふれあい福祉委員会 

月島四丁目住宅地区ふれあい福祉委員会 
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③いきいき地域

サロン 

高齢者や障害のある方、子育て中の方などが、住み慣れた地域でいきいきとし

た生活をおくることができるよう、自主的・自発的に地域でサロン活動を行う団

体を支援しました。 

 

〔登録団体〕１８団体 

 助成総額 ４６６,５５３円（助成団体数 １８団体） 

   名  称 主な参加者 活動内容 

はまちどり 高齢者 体操による健康づくりや地域交流 

盆体操倶楽部 高齢者 盆踊りを通しての健康づくりや地域交流 

シニアサロン 高齢者 習字、歌などを通しての交流 

サロンひまわり 高齢者 手芸を通しての地域交流 

箱崎おりづるクラブ 高齢者 折り紙を通しての地域交流 

健康吹矢クラブ 高齢者 健康吹矢を通しての健康づくりと交流 

やよいクラブ 高齢者 体操を通しての介護予防と交流 

のびのびクラブ 高齢者 体操を通しての介護予防と交流 

明石町いきいき地域サロン 高齢者等 高齢者の引きこもり予防と地域交流 

ひまわりサロン 高齢者 高齢者の引きこもり予防と地域交流 

カフェキャナル 高齢者 茶話会等を通しての交流 

介護を考える会 地域住民 介護に関する情報交換と交流 

佃の渡しサロン 地域住民 健康や介護に関する情報交換と交流 

ライフステーションカフェ 地域住民 認知症カフェ 

よりあい 地域住民 災害時に助け合える地域づくり 

ﾘﾗｯｸｽ・ｽﾘﾑ体操の会 乳幼児と親 ﾖｶﾞや体操を通しての親子の交流と仲間づくり 

きららの会 乳幼児と親 ﾖｶﾞや体操を通しての親子の交流と仲間づくり 

すくすくヨガCAFE 乳幼児と親 ヨガと工作、茶話会を通じた親子の交流と仲間づくり 
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４ 虹のサービス事業（区民どうしの家事サポート）    ３,０５２,５９０円  

①虹のサービス 

（区民どうしの

家事サポート） 

 

高齢者や障害のある方、産前産後の方など、日常生活上何らかの援助を必要と

する利用会員に対して地域の協力会員が家事援助等のサービスを提供する、共に

支え合う会員制の在宅福祉サービスを行いました。また、研修の案内や福祉情報

を提供するため、会報「虹」を年４回発行しました。 

 

（１）利用相談等実績 

種  別 実績件数 

  相談受付 ２０５件 

  職員訪問調査等 １０２件 

  職員初回活動への同行 １２２件 

 

（２）会員登録状況 

居住地域 利用世帯 男性 女性 合計 

利
用
会
員 

京 橋 

日本橋 

月 島 

５２世帯 

５４世帯 

９４世帯 

１６人 

１４人 

１７人 

４５人 

４７人 

８７人 

６１人 

６１人 

１０４人  

合 計 ２００世帯 ４７人 １７９人 ２２６人 

協
力
会
員 

京 橋 

日本橋 

月 島 

区  外 

― 

― 

― 

― 

 ９人 

 ２人 

１０人 

 ２人 

２５人 

４８人 

５３人 

  ６人 

３４人 

５０人 

６３人 

  ８人 

合 計 ― ２３人 １３２人 １５５人 

 

（３）活動実績 

種  別 実  績 

  利用・活動回数 ５,５６３回 

  利用・活動時間 ９,８０８時間 

  預託点数 ６３１点 

 

（４）サービス内容別件数  

サ ー ビ ス 内 容 延件数（件） 構成比（％） 

掃      除         ３,５４５ ４４.９ 

外 出 の 付 添 い         ９６８ １２.３ 

買 い 物         ８８９ １１.３ 

話   相   手 ５７７ ７.３ 

車 い す の 介 助         ４８６  ６.２ 

洗濯・補修・アイロンかけ           ３８０ ４.８ 
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食 事 の 支 度         ２９３ ３.７ 

身 辺 介 助         ９７ １.２ 

代 行         ９３ １.２ 

見 守 り         ７６ １.０ 

代 筆 ・ 代 読         ４２ ０.５ 

布 団 干 し         ３９ ０.５ 

そ の 他         ４０４ ５.１ 

合    計 ７,８８９ １００.０ 

 

（５）会員向け研修会の開催 

    協力会員に対し、基礎的な知識や技術などの学習を通して、活動の質を高

めるため研修会を実施しました。うち１回は日帰りバス研修として、福祉用

具ショールーム等を見学しました。 

   開催回数  ３回（うち１回ファミリー・サポート・センターと合同開催） 

  参 加 者  延４４人  

②在宅福祉 

サービス部 

運営委員会 

［２月２３日（金）開催］ 

議題１ 平成２９年度在宅福祉サービス部事業実施報告 

議題２ 平成３０年度在宅福祉サービス部の主な事業予定 
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５ 成年後見支援事業（成年後見支援センター「すてっぷ中央」） 

                                                  ４０,５７３,６７８円 

 

 

①権利擁護支援

事業 

（財産保全・管理サ

ービス、福祉サービ

ス利用援助事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者や障害のある方が地域で安心して暮らしていけるよう、福祉サービス

利用手続きのお手伝いや財産の保全、金銭管理などのサービスを実施しました。 

 

（１）相談件数 

対 象 者 新規相談 契約前支援 合 計 

高齢者   ８件  １８件  ２６件 

認知症高齢者 １５件 １４７件 １６２件 

知的障害者  ２件   ０件   ２件 

精神障害者  ２件   ０件   ２件 

その他  ３件  １８件  ２１件 

合  計 ３０件 １８３件 ２１３件 

 

（２）契約状況 

サービス事業名 契約件数 契約者内訳 

財産保全サービス ９件   高齢者  ９件 

財産管理サービス １３件   高齢者 １３件 

福祉サービス利用 

援助事業 
２６件  

 知的障害者 ２件、精神障害者 ４件 

 認知症高齢者 ２０件 

合  計 ４８件   

 

（３）サービス活動状況 

サービス事業名 延回数 延時間数 連絡調整 

(※) 

解約後の

事務(※) 

財産保全サービス  ３３回   ３９.５時間   ７０回  ０回 

財産管理サービス ２０６回   ２８２時間  ３９０回  ２回 

福祉サービス利用 

援助事業 
６００回  ８３４.５時間 １,３４３回 ９２回 

合  計 ８３９回  １,１５６時間 １,８０３回 ９４回 

                      ※契約者、関係機関等との連絡回数 
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②成年後見支援 

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

判断能力が不十分な方が安心してその人らしい生活を送れるよう、本人の権

利と財産を守る成年後見制度の利用に関する総合的な相談支援を行いました。 

 

（１）一般相談・専門相談 

成年後見制度に関する相談をはじめ、高齢者や障害のある方の福祉サー

ビス利用や、その他生活全般に関する相談に応じました。 

また、成年後見制度や遺言・相続に関する問題、高齢者や障害のある方の

権利侵害に関する相談などに専門の弁護士が対応しました。 

 

[一般相談件数] 

対 象 者 成年後見 その他 合   計 

高齢者（認知症含）   ５０１件 ３５０件  ８５１件 

知的障害者     ６件   ８件   １４件 

精神障害者    ２４件  ４６件   ７０件 

その他   １１６件  ５６件  １７２件 

合   計   ６４７件 ４６０件 １，１０７件 

  

[専門相談件数] 

遺言・相続 成年後見 権利侵害 その他 合 計 

 １５件  ７件  ２件  ０件 ２４件 

 

（２）後見等申立ての支援 

成年後見制度の申立てが必要な方に対し、適切な後見人候補者の紹介、 

申立書類作成の支援等を行いました。 

候補者紹介件数 １２件  申立手続き支援件数 ２件  計 １４件 

 

（３）出前講座  

成年後見制度や権利擁護支援事業について、出張説明会を行いました。 

開催日 対 象 者 場 所 参加者 

７月３０日（日) 
レインボーハウス明石利

用者の保護者及び職員 

レインボーハウス

明石 
４０名 

１０月１８日（水) 桜川敬老館利用者 桜川敬老館 ６名 

３月  ８日（木) 勝どき敬老館利用者 勝どき敬老館 １８名 
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（成年後見支援 

事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）講演会・相談会等 

成年後見制度について幅広く周知し、理解を深めるため、講演会や相談

会を開催しました。 

開催日 内 容 参加者 

５月１１日（木） 

５月１８日（木） 

親族向け成年後見申立講座 

基礎編・応用編 

２４名 

２３名 

６月２８日（水） 福祉関係者のための成年後見制度研修 １５名 

７月１１日（火） 親族後見人向け講座 １２名 

１０月  １日（日） 成年後見支援センター講演会 ４２名 

１０月  １日（日） 

成年後見制度無料個別相談会 

※成年後見センター・リーガルサポートと

の共催 

１０組 

１１月２７日（月） 親族後見人向け講座 ４名 

１２月  １日（金） 

１２月  ８日（金） 

親族向け成年後見申立講座 

基礎編・応用編 

１８名 

１３名 

１月１８日（木) 成年後見制度入門講座 １３名 

２月  １日（木） 福祉関係者のための成年後見制度研修  ４名 

２月２０日（火） 親族後見人向け講座 ５名 

 

※１月１８日及び２月１日の講座は、「社会貢献型後見人（市民後見人）を目

指す方のための基礎講習」のプログラムの一部を聴講形式で実施。 

 

（５）費用等助成 

開催日 内 容 受講者数 

１月９日（火） 

～２月６日(火) 

全５日間 

成年後見制度の基本理念や概要、対象者理解、

関連法制度の解説、後見実務の実際、演習等    

全１４プログラム 

２名 

誰もが成年後見制度を利用できるよう、低所得者向けに後見報酬費用等

の助成を行いました。また、法定後見申立てに際して弁護士・司法書士に

書類作成を依頼する費用の負担が困難な所得の低い方を対象に、経費の全

部または一部を助成するため、要綱の整備を行いました。 

 

後見報酬助成      ６件  １,６６９,０００円 

申立費用助成      １件    ２０,２５０円 

申立書類作成費用助成 ＜新規事業＞    実績なし 

 

（６）社会貢献型後見人（市民後見人）養成研修の実施（港区社会福祉協議会

と共催） 
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（成年後見支援 

事業） 

 

 

 

 

（７）後見活動メンバーフォローアップ研修 

   社会貢献型後見人（市民後見人）候補者としての資質向上と、後見活動

メンバー（社会貢献型後見人養成研修修了生）の交流を深めることを目的

に、研修会を開催しました。 

   開催回数 ２回   参加者数 延１６名 

 

（８）社会貢献型後見人（市民後見人）に対する後見監督の実施 

法定後見監督 受任件数 訪問等 
相談 

助言 

業務報告 

確認/作成 
連絡調整 

終了後の 

支援 

補助人 １件  ７回  １回  ６回   ３８回 ５４回 

保佐人 １件  １回  ４回 １０回   ２３回  ０回 

成年後見人 ２件 １６回  ５回 １７回   ５９回  ０回 

 計 ４件 ２４回 １０回 ３３回 １２０回 ５４回 

   社会貢献型後見人（市民後見人）の成年後見監督人及び保佐監督人を受

任し、市民後見人への支援、監督を行いました。 

 

③成年後見運営審

査会・権利擁護支

援事業運営審査会 

【第１回 ６月２２日（木）開催】 

議題１ 委員長・副委員長の選出について 

２ 成年後見制度費用助成（後見報酬）の可否について 

報告１ 成年後見制度費用助成事業実施要綱の一部改正について 

２ 区内特別養護老人ホームにおける対策強化と社会貢献型後見人へ

の本会の支援について 

 

【第２回 １１月２７日（月）開催】 

議題１ 本会後見活動メンバーを後見人等候補者として推薦することについて 

２ 成年後見制度費用助成（後見報酬）の可否について 

報告１ 社会貢献型後見人（市民後見人）の活動状況について 

２ 権利擁護支援事業及び成年後見支援事業事例報告 

３ 平成２９年度事業報告（１０月末） 

 

【第３回 ２月２１日（水）開催】 

議題  成年後見制度費用助成（後見報酬）の可否について 

報告１ 社会貢献型後見人（市民後見人）を目指す方のための基礎講習の実施 

    結果について 

２ 成年後見支援事業事例報告 

３ 平成２９年度事業報告（１月末） 

４ 平成３０年度事業計画 
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６ ボランティア活動推進事業              ７,２０７,７００円 

①ボランティア

活動の支援 

(１)ボランティアコーディネート 

  ボランティア活動に関する相談や情報提供のほか、ボランティア活動を希

望する個人・団体を登録し、ボランティアを必要としている方へのコーディ

ネートを行いました。 

 

〔登録ボランティア〕個人１０１人 団体５６団体（１,１５５人） 

〔コーディネート実績〕 

対    象 延人数 

 高齢者（施設での行事手伝い等） １６人  

 障害児･者（障害児･者の見守り等） ４５人  

子ども（子どもの見守り等） ４人  

 本会事業（運転ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・講師ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・健康福祉まつり等） ４９１人  

 その他（施設等慰問・災害に関係した活動等） １人  

合    計 ５５７人  

 

(２)個人ボランティア・ボランティア団体同士の交流・連携強化 

  ちゅうおうボラネット（中央区登録ボランティア連絡協議会）と協力し、

登録ボランティア団体や登録個人ボランティア相互の情報交換や連携の推

進を図りました。 

 〔ボランティア連絡会〕５月１９日(金)開催 参加者数 １８人 

 〔ボランティア交流会〕２月１９日(月)開催 参加者数 ７６人 

 〔ちゅうおうボラネット〕定例会１１回 交流サロン１１回 

（７月：夜間開催、８月：台風接近のため中止） 

 

(３)社会貢献企業等との協働促進 

  中央ぷらねっと(中央区社会貢献企業連絡会)をはじめとした区内企業と

の協働関係を促進し、社会貢献活動やボランティアの普及活動等に取り組み

ました。 

〔中央ぷらねっと〕参加企業 １０社 

定例会６回、ワーキンググループ活動３回 

 

(４)ボランティア・区民活動センターだより「キャッチボール」の発行   

  ボランティアに関する情報紙「キャッチボール」を発行しました。 

  発行回数 年１２回（毎月 最終月曜日） 

  発行部数 １,９００部 

 

(５)ボランティア保険への加入 

  個人ボランティア及びボランティア団体会員が安心して活動できるよう、

活動中の偶発的な事故に備えて、ボランティア保険に加入しました。 
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（ボランティア

活動の支援） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、東京都社会福祉協議会のボランティア保険等の加入を取り次ぎまし

た。 

ボランティア保険 延１２,５５０人 保険料 ２９４,１００円 

〔東京都社会福祉協議会への取り次ぎ件数〕 

  ボランティア保険 ５５４件  行事保険 ８３２件 

 

(６)資器材等の貸出し 

  ボランティア活動を支援するため、資器材や書籍等の貸出しを行ったほ

か、資料などを作成する作業コーナーを提供しました。 

 〔貸出数〕資器材１７１個 書籍０件 印刷機１１４件 

 

(７)使用済み切手・プリペイドカード・書き損じハガキの収集 

  使用済み切手・プリペイドカード・書き損じハガキを収集し、ボランティ

ア団体によって整理分類された後、業者を通して換金し、収益はすべてボラ

ンティア基金への積立金としました。 

 〔収集量〕使用済み切手       １６９.０９㎏ 

プリペイドカード   ２４，１２３枚 

      書き損じハガキ       ７１１枚 

 

(８)ボランティア活動事業運営委員会の開催 

 〔第１回 ４月２６日（水）開催〕 

  報告事項  新任委員の紹介 

平成２８年度登録ボランティア団体助成金精算報告 

 平成２８年度事業報告 

 

 〔第２回 ７月１４日（金）開催〕 

  議題    平成２９年度登録ボランティア団体への助成 

  報告事項  体験出前講座講師ボランティア養成講座について 

        地域福祉活動見本市について 

平成２９年度事業報告（４月～６月） 

        おとなりカフェ・ちょこっと相談会実施報告 

         

 〔第３回 １１月２２日（水）開催〕 

  議題    「地域福祉活動見本市」について 

報告事項   夏休み福祉・ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験「イナっこ教室２０１７」実施報告 

「中央区総合防災訓練」参加報告 

「中央区健康福祉まつり２０１７」中止に伴う対応報告 

平成２９年度事業報告（４月～１０月） 

         

〔第４回 ２月２７日（火）開催〕 

  報告事項  「イナっこ教室２０１７」受入施設懇談会実施報告 

「まちぐるみボランティア見本市」実施報告 
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（ボランティア

活動の支援） 

 その他   中央区災害ボランティアセンターについて 

災害対応カードゲーム「クロスロード」体験 

 

②ボランティア

講座 

ボランティア活動の普及啓発と、ボランティアへの参加を促進するため、講

座を開催しました。 

 

(１)ボランティア講座 

  ア 車いす・アイマスク体験講師ボランティア養成講座 

   区内学校や企業を対象に実施している体験出前講座のうち「車いす体験」

「アイマスク体験」の講師ボランティアを養成しました。修了生は講師とし

て活動を開始しています。 

   開催日 ６月１５日（木）～７月２８日（金） 計８回 

   会場 本会会議室  参加者数９人（延６７人） 

 

イ ｢ボランティアのための傾聴講座 (生涯学習基礎講座 ボランティア編)｣の開催 

区と連携し、これからボランティアを始めようと考えている区民を対象

にボランティアの基礎知識を学ぶ機会を提供しました。 

   開催日 １月１０日（水）～２月２８日（水） 計５回 

   会場 本会会議室  参加者数 １６人（延５９人） 

 

 ウ ボランティア入門講座 ＜新規事業＞ 

   ボランティア活動未経験者を対象に、ボランティアの基礎などを学ぶ入門 

講座を実施しました。 

   開催日 １月１２日（金）～３月５日（月） 計６回 

   会場 本会会議室、銀座ブロッサム（ボランティア交流会への参加も含む） 

   参加者数 ５人（延２４名） 

 

(２)災害ボランティア入門講座 

  災害ボランティアについての正しい知識や心構えを理解してもらうため、

災害ボランティアを志す区民等を対象に講座を開催しました。 

   開催日 １月２０日(土)  会場 本会会議室  参加者数 ９人 

 

(３)夏休み福祉・ボランティア体験講座「イナっこ教室」 

学校の夏休み期間中に、児童・生徒や保護者、大学生等を対象に区内福祉

施設等の協力を得て、夏休み福祉・ボランティア体験講座を開催しました。 

 ア イナっこ教室２０１７ 

   開催期間 ７月１８日（火）～８月３１日（木） 

   協力団体･施設数 １３団体･４１施設   

   参加者数 ３１２人（小学生５７人、中学生１７１人、高校生６０人、 

大学・専門学校生５人、成人１８人、その他１人） 

   活動延人数 ５２５人 
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（ボランティア

講座） 

 イ 受入施設懇談会 

   受入施設の職員を対象に、受入にあたって生じた思いや疑問などを共有 

する場として開催しました。 

   開催日 １月１９日（金） 会場 本会会議室 

   参加者数 １１名（９施設） 

 

(４)体験出前講座 

  ボランティアや福祉に関心のある学校、企業、グループなどに出向き、点

字体験やシニア体験等の講座を開催しました。 

  開催回数 学校２５回（５３講座） その他１５回（１９講座） 

   参加者数     延３,０２３人  講師ボランティア数  延２９３人 

③ボランティア

団体等助成 

ボランティア活動を推進するため、団体への助成を行いました。 

 

(１)登録ボランティア団体への助成 

  助成数  ２３団体  助成額  １,８１８,０８７円  

 

(２)ちゅうおうボラネット(中央区登録ボランティア連絡協議会)への助成 

  助成額  １５,２９２円 

④ハンディキャ

ブの貸出し 

車いす利用者や歩行が不自由で介護が必要な方が外出するとき、車いすのま

ま乗降できるハンディキャブ(リフト･スロープ付き自動車)の貸出しを行いま

した。運転手がいない場合は、運転ボランティアの紹介を行いました。 

 

（１）貸出し実績 

   保有台数 ２台  貸出件数 ３５１件 

   ハンディキャブ利用会員数 ４６人 

   運転ボランティア登録者数 １１人（紹介件数２０４件） 

 

（２）運転ボランティア活動連絡会 

   運転ボランティアを対象に、事業主旨の再確認とともに、運転ボラン 

ティア同士の交流や情報交換の場として開催しました。 

   開催日 １月２０日（土）  会場 本会会議室  参加者数 ４人 

⑤地域福祉活動

見本市の開催 

 多様な地域福祉活動を紹介し区民に周知することで、それぞれの活動の活性化

を図るとともに、活動に参加する機会や新たな活動を立ち上げるきっかけを提供

する地域福祉活動見本市を実行委員会と共に開催しました。 

 

  開催期間１１月２４日（金）～２５日（土） 

  会場 区立総合スポーツセンター  来場者数 ５０人 

 

開催期間 １１月２９日（水）～１１月３０日（木） 

会場 中央区役所１階ロビー  来場者数 １２３人 
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７ 健康福祉まつり事業                 ２,５５０,９９５円 

実行委員会および区と共催で「健康福祉まつり」の開催に向け準備を進めて参りましたが、本年

度は荒天のため中止となりました。 

  開催予定日 １０月２２日（日） 

  予定会場 あかつき公園、中央区保健所、福祉センター、教育センター 、タイムドーム明石      

  参加予定団体 ８４団体 

９ 災害ボランティア育成支援事業              ４３３,８９６円  

災害発生時における災害ボランティアの受入体制を整備するほか、災害ボランティアに関する

講座を開催しました。 

 

(１)中央区総合防災訓練の参加 

災害ボランティアセンターについて周知するため、パネル展示や災害時における車いす利用

者介助の体験を行いました。 

   開催日 ９月３日（日）   場所 区立豊海小学校 

 

(２)災害ボランティア入門講座の実施（再掲） 

災害ボランティアについての正しい知識や心構えを理解してもらうため、災害ボランティアを 

志す区民等を対象に講座を開催しました。 

   開催日 １月２０日（土）  会場 本会会議室  参加者数 ９人 

 

(３)ボランティア保険(天災Ｃプラン)の保険料助成 

被災地で活動する区民や区内在勤者を対象に、ボランティア保険の保険料を助成しました。

助成額 １,４００円/人（天災 Cプランの保険料全額） 

対象者 区民および区内在勤者２０７人 

８ 地域活動情報等発信事業                 ２,５０６,０００円 

区民相互の理解を深め協働推進の一助とするため、区民等により日常的に行われている各種の

地域活動を広く収集し、「中央社協のまちひとサイト」ブログを通じて発信しました。 

  ブログ掲載記事数 ２４３本   閲覧総数 １１,１９０回 
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10 高齢者食事サービス事業              ２０,６２０,１９６円 

 

調理が困難な７０歳以上(要支援･要介護認定者は６５歳以上)のひとり暮らし・高齢者世帯・ 

日中独居の在宅高齢者を対象に、栄養バランスの向上と安否確認を兼ねて、昼食と夕食を配達し

ました。 

カロリーやたんぱく質の摂取制限がある方には特別食を配食したほか、一部の地域では食事 

サービス協力員による配食も行いました。 

また、利用者へのサービス向上と安定的な事業継続のため、平成２８年度から複数業者による

配食を開始しました。 

※１人当たりの配食数：昼食・夕食あわせて週１４食以内 

 

（１）年間配食数                            （単位：食） 

業  者 

協力員 

昼食のみ 
計 

昼 食 夕 食 

業者計 
一般食 

特別食 

一般食 

特別食 

ｴ ﾈ ﾙ ｷ ﾞ ｰ  
調 整 食  

たんぱく質 
調 整 食  

ｴ ﾈ ﾙ ｷ ﾞ ｰ  
調 整 食  

たんぱく質 
調 整 食  

40,255 1,850 421 42,638 2,343 497 88,004 641 88,645 

 

（２）生活区分別対象者数                              （単位：人） 

 ひとり暮らし 高齢者世帯 日中独居 計 

一般食 219 134 61 414 

特別食 

エネルギー 

調 整 食 5 10 3 18 

たんぱく質 
調 整 食 

1 5 2 8 

一般・特別併用 2 0 1 3 

計 227 149 67 443 
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11 ファミリー・サポート・センター事業         ２０,４１５,１３３円  

子育ての支援を受けたい方(依頼会員)と子育ての手助けができる方(提供会員)を会員

とする、ファミリー･サポート･センター事業を実施し、地域での子育てを支援しました。 

 

（１）会員登録状況 

会員種別 京 橋 日本橋 月 島 区 外 合 計 

依頼会員     ４０３人     ５１３人  １，０９２人        ０人 ２,００８人 

提供会員      ５１人      ７１人     １１８人        ８人  ２４８人 

両方会員      ２６人      ３０人     １２０人        ０人  １７６人 

 

（２）活動内容別件数・時間数 

 活 動 内 容 
延件数 
(件) 

延時間数 
(時間) 

比率(％) 
件数 時間数 

 保育所・幼稚園の登園前の預かり及び送り １２０ １６７ ２.１  １.８  

 保育所・幼稚園の迎え及び帰宅後の預かり １,１４８ ２,４０３ ２０.２  ２６.２ 

 保育所・幼稚園の登園前の預かり ６ ７ ０.１  ０.１ 

 保育所・幼稚園の帰宅後の預かり ３３ ６５ ０.６  ０.７ 

 保育所・幼稚園までの送り及び迎え ６０８ ５６５ １０.７  ６.２ 

 学童の放課後の援助 ２２０ ５６７ ３.９  ６.２ 

 学童保育の迎え及び帰宅後の預かり １５０ ３４９ ２.７  ３.８ 

 学童保育からの帰宅後の預かり ８７ ２２４ １.５  ２.４ 

 子どもの病気回復時の援助 ３ ７ ０.１  ０.１ 

 子どもの習い事等の場合の援助 ２,０９６ ２,４０５ ３７.１  ２６.３  

 保育所・学校等休み時の援助 ７ ２５ ０.１  ０.３ 

 保育所等施設入所前の援助 １００ ２３０ １.８  ２.５ 

 保護者等の短期間･臨時的就労の場合の援助 １３６ ４７０ ２.４  ５.１ 

 保護者等の求職活動中の援助 １ １ ０.１  ０.０ 

 保護者等の外出の場合の援助 ２０５ ６９６ ３.６  ７.６ 

 保護者等の病気、その他急用等の場合の援助 ２６ ３３ ０.５  ０.４ 

 他の子どもの学校行事の場合の援助 ７ １８ ０.１  ０.２ 

保護者の妊娠中及び産後の援助 ４２４ ３６２ ７.５  ４.０ 

その他 ２７９ ５６２ ４.９  ６.１ 

合     計 ５,６５６ ９,１５６ １００  １００ 
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（３）会員向け講習会等の開催 

  会員を対象に幼児安全法等の講習会を実施するとともに、会員相互の交流を図ることを目的

に交流会を開催しました。 

  〔講習会〕 開催回数 ９回  参加者  延１２４人 

  〔交流会〕 開催回数  ２回  参加者  延１８人 

 

（４）「ファミリー･サポート･センターおたより」の発行 

事業に関する情報提供及び普及啓発を図るため会報「ファミリー･サポート･センターおたよ

り」を発行し、会員への配付や区内施設等での配布を行いました。 

発行回数 年４回  発行部数 ２,７００部/回 
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12 コミュニケーション支援事業             ２,０８９,８６９円 

 

聴覚に障害のある方や団体等に登録手話通訳者･要約筆記者を派遣し、日常生活や団体活動等

が円滑に行えるよう支援したほか、必要に応じ東京手話通訳等派遣センターの登録手話通訳者･

要約筆記者の派遣を行いました。 

 また、登録手話通訳者の選考試験や定期研修を実施しました。 

 

（１）活動実績 利用登録者３１名 

 派遣延件数 延利用時間 

本会からの派遣 

 

手話通訳者 １６人  ２３３件  ７３１時間 

要約筆記者 １０人   ４２件  １３３時間 

東京手話通訳等派遣センター

等への委託による派遣 

手話通訳者   １１件   １５時間 

要約筆記者    ６件   １６時間 

 

（２）登録手話通訳者選考試験 

 開催日 ３月１０日（土） 受験者数１４人（合格者２人） 

（３）登録手話通訳者定期研修  開催回数 ８回  参加者数 延８１人 

（読み取り・聞き取り技術研修、国際手話研修、デフリンピックメダリストによる講話） 

（４）登録要約筆記者定期研修  開催回数 ６回  参加者数 延３３人 

  （ノートテイク・全体投影技術研修、聴覚障害者による講話、頸肩腕症候群予防についての講座） 

13 チャレンジ支援貸付事業                  ４,５２３,２２７円 

 中学３年生及び高校３年生等の学習塾・通信講座等の受講費用並びに高校・大学等の受

験料の貸付を行いました。 

（１）相談件数 

新規８７件 継続６８６件  計７７３件 

 

（２）貸付実績 

塾代等受講費用 ３８件 貸付決定金額 ７,１６２,５９０円 

受験料     ４０件 貸付決定金額 １,４２３,４００円 
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14 生活福祉資金等貸付事業               ６,４３２,０００円 

 

（１）資金別相談・貸付件数 

資 金 種 類 

貸付前相談 

件 数 

貸付後相談 

件 数 

貸付決定 

件 数 

貸付決定金額 

生活福祉資金    

 福祉費（転宅費等） 金融機関や公的制度での借り入れ

が困難な低所得者世帯等に対し、

経済的自立と生活の安定を図るた 

め、民生委員による相談援助のも 

と、資金の貸付を行いました。 

２６１ ７６ ６ 

  1,098,320円 

 緊急小口資金 １２８   ４２     ２ 

    113,000円 

教育支援資金    １７２   １３２     ６ 

  7,832,000円 

離職者支援資金 

(新規貸付終了) 

収入の減少や離職等により生活に

困窮し、日常生活全般に困難を抱

えた世帯に対し、継続的な相談支援

と生活費及び一時的な資金の貸付

を行いました。 

       －      ２２      － 

―― 

総合支援資金 ２５     ２４     ０ 

※平成29年度貸付実績なし 

不動産担保型 

生活資金 

現在居住している自己所有の不動

産や家屋に、将来にわたり住み続  

けることを希望する高齢者世帯に対

し、その不動産を担保として生活資

金の貸付を行いました。 

     ３      ２       ０ 

※平成29年度貸付実績なし 

要保護世帯向け不動 

産担保型生活資金 

     ７      １６       ０ 

   ※平成29年度貸付実績なし 

臨時特例つなぎ資金 住居を喪失し、公的給付制度または

公的貸付制度の申請を受理されて

いる離職者に対し、当該給付等が開

始されるまでの一時的な生活費の貸

付を行いました。 

     ０      ０       ０ 

※平成29年度貸付実績なし 

その他 どの資金にも該当しない相談      ３５      －       － 

合    計 

   ６３１ ３１４     １４ 

9,043,320円 
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（２）生活福祉資金調査委員会     

[２月７日（水）開催]   

議題１ 生活福祉資金等の事業概要及び平成２９年度実績 

議題２ 生活福祉資金償還金支払免除申請について 

議題３ 平成２９年度長期滞納者に係る督促状の送付について 

議題４ 平成２９年度民事訴訟対象者の選定及び結果について 

議題５ 不動産担保型生活資金貸付について 

議題６ その他（生活福祉資金（教育支援資金）運用変更について） 

（ひとり親家庭高等職業訓練促進貸付事業の実績） 

          

15 福祉事業基金                   ２５,０３３,０００円 

 地域福祉推進のため基金の効率的な運営を図り、その運用益を本会が実施する事業の充

当財源としました。 

  基金現在額 ３８８,５００,０００円 

平成２９年度積立額 ２０,０００,０００円   運用益 ５,０３３,０００円 

17 在宅福祉サービス推進基金            １２９,０００,０００円 

 在宅福祉サービスの充実を目的とした在宅福祉サービス推進基金を制定し、その運用益

を在宅福祉サービスの推進に関する事業に充当するため、基金の積み立てを行いました。 

 基金現在額 １２９,０００,０００円  

平成２９年度積立額 １２９,０００,０００円  

運用益 なし(２９年度新規積立のため) 

16 ボランティア基金                  ３,７５９,４８５円 

 ボランティア活動の振興を目的に寄付金を積み立て、その運用益をボランティア活動に

関する事業の充当財源としました。 

  基金現在額 １９５,５０８,６８９円（目標額 ２億円） 

平成２９年度積立額  ６４２,００５円      運用益 ３,１１７,４８０円 
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18-1 歳末たすけあい事業 ３,４９１,１９７円  

①歳末たすけあい

運動 

共同募金の一環として、町会･自治会、民生委員協議会などの団体や、法人、

個人の協力を得て「歳末たすけあい(中央区地域福祉推進)募金」を実施しまし

た。この募金から、在宅の寝たきり高齢者を介護している家族の方などへ見舞

金を贈呈したほか、平成３０年度に実施する福祉団体等への助成や小地域福祉

活動、各種ボランティア活動の支援など地域福祉の推進に活用します。 

※募金実施期間 平成２９年１２月１日～１２月３１日 

 

募金額計 １１,１９９,５４８円（目標額 １２,０００,０００円） 

内 訳 

 

町会･自治会、女性団体等 １０，３５６，８６８円 

個人・法人等     ８４２，６８０円 
 

②見舞金の贈呈 

贈呈額 ２,８６０,０００円 

（贈呈先） 

・在宅の寝たきり高齢者を介護する方    ２７２人（１,９７０,０００円） 

・在宅の心身障害児の保護者         １６９人   （８７５,０００円） 

・交通遺児                 １人     （１５,０００円） 

③地域福祉活動 

への配分 

地域福祉活動費 ７，７０８，３５１円  

平成３０年度に以下の事業に配分予定  ※〔 〕内は配分予定額 

【児童福祉】                

ひとり親家庭日帰りバス研修      〔２９５,０００円〕 

私立保育園運営費助成         〔３５０,０００円〕 

入進学児童・生徒への祝金贈呈     〔５００,０００円〕 

【障害者福祉】 

福祉団体等助成          〔２,８２０,０００円〕 

障害者支援施設助成          〔１００,０００円〕 

【高齢者福祉】 

高齢者クラブ連合会慰安大会      〔６５０,０００円〕 

会食と交流事業「ほがらかサロン」   〔４８７,３５１円〕 

【ボランティア活動】 

ボランティア講座等の開催       〔４００,０００円〕 

ボランティア活動団体助成       〔２３０,０００円〕 

【その他地域福祉】 

ふれあい福祉委員会の支援      〔１,１７６,０００円〕 

いきいき地域サロンの支援           〔４００,０００円〕 

ハンディキャブ貸出事業        〔３００,０００円〕 
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18-2 赤い羽根共同募金事業 

①赤い羽根共同募

金事業 

｢赤い羽根共同募金｣の実施主体である中央地区協力会の事務局を本会が担い、

町会･自治会、民生委員協議会などの団体や、法人、個人の協力を得ながら「歳

末たすけあい募金」と併せて共同募金事業を一体的に実施しました。 

寄せられた募金は中央区内の民間福祉施設･団体等へ配分されるほか、町会･

自治会の地域福祉活動にも使用します。 

※募金実施期間 平成２９年１０月１日～１２月３１日 

 

（１）募金額計 ３,２１２,７５３円（目標額 ４,０００,０００円） 

 

内 訳 

町会･自治会等(各戸募金)  ３,１２９,９２０円 

個人・法人・募金箱等 ２２,５５３円 

職域募金 ６０,２８０円 

 

（２）募金配分 

  ア 地域配分（平成３０年度に配分予定） 計 １,４００,０００円 

    中央区内の福祉施設及び団体の設備費用や事業に対し配分。 

  中央区身体障害者福祉団体連合会   １７０,０００円 

  中央区肢体不自由児者父母の会      ４０,０００円 

  中央区視覚障害者福祉協会        ３０,０００円 

     中央区聴覚障害者協会          ５０,０００円 

     中央区手をつなぐ親の会        １００,０００円 

     中央区心身障害児・者の進路と生活を考える会   ６０,０００円 

     中央区つつじ会             ５０,０００円 

     中央区社会福祉協議会         ３００,０００円 

     リバーサイドつつじ          ３００,０００円 

     みちてる保育園            １００,０００円 

     ピアつきしま             ８０,０００円 

     グループホームハーモニー      １２０,０００円 

 

  イ 小地域福祉活動費（平成２９年度に配分済） 計 ２５０,３９４円 

    赤い羽根共同募金に協力のあった町会・自治会に対し、各募金額の

８％を町会活動費として配分。 

 

 ※その他の募金は、東京都共同募金会から都内福祉施設等に配分されます。 

②地区配分推せん

委員会の運営 

｢歳末たすけあい募金｣と｢赤い羽根共同募金｣の配分の透明性と募金使途の明

確化を図ることを目的に｢配分推せん委員会｣を設置し、地域住民の意思や福祉

ニーズを反映した公平な募金配分に努めました。 
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19 地域福祉コーディネーター ＜新規事業＞      ２２,１１４,０２３円 

区民と地域課題や困りごとを共有し、解決方法を一緒に考え、交流を深める取り組みを進める地

域福祉コーディネーターを配置しました。２９年度は月島地域をモデル地区とし、アウトリーチに

よる支援や、社会的孤立に対応した居場所づくり、地域住民と連携したプログラムの実施を進めま

した。 

 

（１）一般相談件数 

個別支援 ５６８件（全６４ケース）     地域支援 ７６件（全１３ケース） 

 

（２）おとなりカフェ・ちょこっと相談会 

コーヒーや紅茶等を飲みつつ、多世代交流や一人の時間を楽しむことができるコミュニティ 

カフェ「おとなりカフェ」と、社会福祉士が生活上の困りごとに対し相談に応じる「ちょこっ

と相談会」を開催しました。 

開催日   第１・３土曜日：９時３０分～１２時３０分   

第２・４水曜日：１３時～１６時 

会 場   勝どきデイルーム  

実施回数  ３７回       来場者数 ５４４名    相談件数 ７０件 

 

（３）勝どきデイルームを活用した住民主体の取り組み 

   活動団体数 ５団体（内訳：通いの場２、介護者交流１、子育て支援１、多世代交流１） 

   活動回数  延４７回 

 

（４）場づくり入門講座 

     自身が地域に求める「理想の居場所」について、実現に向けたノウハウを学ぶ「場づくり入

門講座」を開催しました。 

開催日  １０月２８日（土）～１２月９日（土）計１１回（地域の活動見学会６回を含む） 

会  場   勝どき区民館   参加者 ２８名（延参加者数１００名） 

 

（５）地域生活一時資金貸付事業 

     住居などが管理不全な状態にあり、生活の質が著しく低下している方の生活環境の改善に必

要な費用の貸付を行うため、要綱を制定しました。 

ゴミ処分費（１件につき上限１００,０００円） 

その他生活環境改善に必要な費用（上限３０,０００円）    ※２９年度は実績なし 
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20 生活支援コーディネーター ＜新規事業＞       ６,０００,０００円 

高齢者の生活支援や介護予防の基盤整備を担う生活支援コーディネーターを 1名配置しました。 

また、担い手の養成やサービスの開発を目的とした協議体（第１層）の運営に携わり、関係機関

のネットワーク化を進め、地域のニーズと資源の把握を図りました。 

 

（１）一般相談件数（６５歳以上対象） 

個別支援 ２５３件（全３６ケース）   地域支援 ６１件（全１１ケース） 

 

（２）地域ささえあいづくり協議体（第１層） 

［第 1回 ８月 １日（火）開催］  

議題 本協議体の目的及び位置づけ 

通いの場実施報告（上期） 

勝どきデイルームを活用した取り組みの報告（上期） 

各委員からの意見・活動紹介 

［第２回 ２月１４日（水）開催］ 

 議題 通いの場実施報告（下期） 

勝どきデイルームを活用した取り組みの報告（下期） 

グループワークによる事例検討 

退職後間もない高齢男性が抱えるリスクについて 
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Ⅱ 社会福祉事業 さわやかワーク中央拠点区分  ８１,０４２,３４６円 

 

１ さわやかワーク中央（就労継続支援事業Ｂ型）    ４４,７４０,３４８円 

 

一般企業等での就労が困難な障害のある方を対象に、軽作業や施設外就労など福祉的就

労の場の提供を通じて、知識･能力の向上に必要な訓練等の支援を行うとともに、日中活

動の充実を図りました。 

その他、個別支援計画に基づき、一般企業等への就労を希望する利用者に対しては就労

支援センターとの連携により、企業実習や委託訓練への参加促進等の支援を行いました。 

 

（１）利用状況（２９年度末在籍者） 

   〔利用者〕男性１３人 女性７人  計２０人 

 

 

 

性 別 障害別 

男性 女性 身体障害 知的障害 精神障害 その他 

10～19歳 

20～29歳 

30～39歳 

40～49歳 

50～59歳 

60～ 歳 

０人 

２人 

３人 

３人 

２人 

３人 

０人 

０人 

２人 

１人 

３人 

１人 

０人 

０人 

１人 

０人 

０人 

０人 

０人 

２人 

４人 

３人 

４人 

４人 

０人 

０人 

０人 

１人 

１人 

０人 

０人 

０人 

０人 

０人 

０人 

０人 

計 １３人 ７人 １人 １７人 ２人 ０人 

 

  〔協力員〕男性１人 女性１１人  計 １２人 

 

（２）作業工賃                                                           

   年間作業工賃 ５,６７１,５５０円    

支払人数   延２２９人（一人あたり平均工賃 月額２４,７６７円） 

 

（３）就労支援事業収入の状況 

分  類 内   容 収入額 

 軽作業の受託 
タオル折り、封入、仕分け作業、ビル屋上植栽管理及びアクセサ

リー等の袋詰作業 
2,074,358円 

 点字名刺の作成 

＜充実事業＞ 
企業等からの受注により名刺の社名・氏名・電話番号を点字化 194,870円 

点字翻訳の受託 パソコンによる文書の点字翻訳･印刷 84,648円 

公園清掃等の受託 

区立あやめ第一・第二公園、民間企業敷地内清掃、区立総合案内

板清掃 

公園の清掃  毎日（休日等除く） 

 区総合案内板 大９０基、小３３基  京華ｽｸｴｱ案内板 ４基 

3,369,600円 
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障害のある方の一般企業等への就職の機会を広げ、就職後も安心して働き続けられるよう就労

や生活に関する相談・支援を行うことにより、自立と社会参加の促進を図りました。 

  

（１）利用状況 

区 分 人 数 内 訳 

登録者数 １９８人 
身体障害者 ２６人、知的障害者 ７８人、 

精神障害者 ９４人 

就職者数 ２０人 

身体障害者 ５人、知的障害者 ４人、 

精神障害者 １１人 

〔就職先〕一般企業１６人、特例子会社４人 

 

（２）相談・支援実績  

区 分 件 数 内 容 

就労支援 延３,９８９件 

職業相談２,９６８件、就職準備支援３９８件､ 

職場開拓１１１件、実習・訓練支援５０件、 

職場定着支援３６５件、離職調整・離職後支援９７件 

生活支援 延２,００８件 
日常生活支援９５４件、不安･悩みの解消７７５件、 

社会生活支援２３９件、将来設計支援４０件 

 

 

 

 

自主製品等の製作

・販売 
東日本橋やげん堀商店会イベント景品 120,000円 

合     計 5,843,476円 

 

（４）障害者就労促進部運営委員会 

[３月５日（月）開催] 

議題１  さわやかワーク中央事業概要及び事業実績報告 

議題２  障害者就労支援センター事業概要及び事業実績報告 

報告事項 本会における障害者雇用について 

     中央区社会福祉法人連絡会の地域広域活動について 

２ 障害者就労支援センター事業            ３６,３０１,９９８円 
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（３）地域開拓促進 

施設等に在籍している就労希望者を積極的に就職に結び付けていくため、地域開拓促進 

コーディネーターが企業等を訪問し、福祉的就労から一般就労への環境整備を進めました。 

また、障害者雇用への理解と啓発を図るため、本人・家族、企業向けの講演会を開催し 

ました。 

   企業等への地域開拓促進 １，０１３件 

 

 【講演会等】 

開 催 日 内 容 会 場 参加者 

９月 ９日（土） 
「まるごと体験フェスタ」 

～感じることから始めよう～ 
中央区役所８階大会議室 １４２名 

１１月２２日（水） 
「法改正迫る！障害者の雇用

と定着」 

中央区立日本橋公会堂第

３洋室 
９９名 

 

（４）余暇支援事業 

   就職者が終業後に自由に集える場（愛称：ニコニコドットコム）や、交流の場を提供する

とともに、就職後の生活面・精神面の支援を継続して行い、障害のある方の職場定着と地域

生活の充実を図りました。 

   開催回数 ９回   参加者 延２２３人 

 

（５）就労支援事業所ネットワーク会議 

   区内の障害者就労継続支援 A・B型施設等の担当者とネットワークを組み、障害者就労促進を

目的に相互の情報交換や啓発活動を行いました。 

   開催回数 ５回 

 

（６）障害福祉サービス等利用計画の作成 

   主に就労を目指す障害のある方を対象に、課題解決や適切なサービス利用に向けてきめ細

かく支援するため、障害福祉サービス等利用計画を作成しました。 

   平成２９年度契約者数 ４６人   相談支援等件数 １,２４０件 
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Ⅲ 公益事業 本部拠点区分            ２６,９２１,７７０円 

 

 

１ 障害者外出介護事業                 １０,４４２,５９０円 

 

視覚障害・知的障害のある方の通院及び日常生活上必要な外出等を支援するため、移

動介護ヘルパーを派遣しました。また、登録移動介護ヘルパーの研修を実施しました。 

〔登録移動介護ヘルパー〕 

 視覚障害者移動介護ヘルパー ５０人 

 知的障害者移動介護ヘルパー ２３人（全員視覚障害者移動介護ヘルパー兼務） 

 

（１）居宅介護事業（医療機関等への通院介助） 

利用契約者 視覚障害者１２人 知的障害者１人 

利用件数 ４２６件   利用時間 １,４７８時間 

 

（２）同行援護事業（重度視覚障害者の外出支援） 

   利用契約者 視覚障害者１５人 

   利用件数 ９５１件   利用時間 ４,１０４時間 

 

（３）移動支援事業（日常生活上必要不可欠な外出及び社会参加のための外出介助）  

      利用契約者数 知的障害者１１人 視覚障害者４人 

    利用件数 ２４１件   利用時間 ９４７時間 

 

〔登録移動介護ヘルパー研修実績〕 

開催日 会場 参加者数 

６月２４日（土） 本会会議室、京橋エドグラン ９人 

１２月１５日（金） 本会会議室、桜川公園までの往復路 ９人 

３月  ３日（土） 本会会議室 ８人 
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２ シルバーワーク中央事業（高年齢者無料職業紹介事業） 

１６,４７９,１８０円 

 

 

概ね５５歳以上の高年齢者を対象に、フルタイム勤務からパートタイムまで雇用全般の仕事

を無料で紹介し、高年齢者の社会参加と地域生活を支援しました。また、多様な職種への就業

機会を拡大するため、再就職支援セミナーやシルバーワーク中央独自の就職面接会を開催した

ほか、区内事業所の求人開拓に取り組み、自所求人の確保に努めました。 

 

（１）求職者 

    新規 ７５２人    再来 ９３３人    計 １,６８５人 

 

（２）就職者 ２２３人   就職率（就職者/新規求職者）２９.７％ 

   〔就職者の職種分布〕 

    事 務  ５９人[２６．４％] 調 理  ２６人[１１．７％] 

    労 務  ２９人[１３．０％]     清 掃  ３４人[１５．２％] 

管理人  ２２人[ ９．９％]     その他  ５３人[２３．８％] 

 

（３）事業所訪問 １３７件 

 

（４）合同就職面接会 

実施日 場 所 参加者 参加企業 就職者 主催 

 ７月１２日（水）   京華スクエア ４１人 １０社 
１３人 

(内区民９人) 

シルバーワーク

中央 

１０月１０日（火） 中央区役所 ７８人 １５社 
２１人 

(内区民１０人) 

シルバーワーク

中央 

 ２月２８日（水） 中央区役所 ６６人 １６社 
８人 

(内区民０人) 

中央区地域雇用

問題連絡会議 

 

（５）再就職支援セミナー 

実施日 場 所 テーマ 参加者 

  ６月 ６日（火） 京華スクエア 明日が充実する働き方のヒント ２５人 

  ２月１９日（月） 京華スクエア 
就活のホップ・ステップ・ジャンプ 

～再就職は「三段跳び」の心構えで～ 
３１人 

 

（６）セカンドライフ応援セミナー（都・ハローワーク・東京しごと財団主催、区・シルバー 

人材センター、シルバーワーク中央が共催で実施） 

実施日 場 所 テーマ 参加者 

１２月１９日（火） 月島区民センター シニア生涯ワーキングセミナー ５１人 

 ３月２２日（木） 日本橋区民センター シニア生涯ワーキングセミナー ６５人 
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Ⅳ 収益事業 本部拠点区分               １４,０１１,２５５円 
 

１ 自動販売機設置事業                １２,２８３,２５５円 

飲料や証明写真の自動販売機を公共施設等に設置し、その収益を本会が実施する事業の財源とし

ました。 

  設置台数 ４９台（飲料４７台、証明写真機２台）   収益額 １２，２８３，２５５円 

 

 

２ 駐車場事業                     １,７２８,０００円 

駐車場を運営し、その収益を本会が実施する事業の財源としました。 

  収 益 額 １,７２８,０００円 

  名  称 Ｍ.ＳＵＺＵＫＩ駐車場   面積 ７７㎡ 

  設置場所 中央区日本橋浜町三丁目２９番５号 
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平成２９年度各拠点・事業決算総括表 

 

１ 予算額対比 

                                                 （単位：円） 

拠点区分 
予算額 決算額 差異 頁 

 サービス区分 事業名 

社会福祉事業本部拠点区分  661,445,000 610,504,786 50,940,214 3 

 

法人運営サービス区分 331,919,000 300,490,274 31,428,726 3 

 

人件費・福利費  134,524,000    130,077,001 4,446,999 - 

退職金支払、積立 8,761,000 4,196,175 4,564,825 - 

庶務事務 179,944,000 159,940,015 20,003,985 - 

会議 1,180,000 756,153 432,847 3 

社協会員 757,000 513,055 243,945 5 

寄付 2,336,000 1,455,808 880,192 5 

広報 4,204,000 3,464,753 739,247 5 

地域福祉活動計画 203,000 87,314 115,686 6 

地域福祉事業サービス区分 7,803,000 7,107,982 695,018 8 

 

ひとり親家庭日帰りバス研修 592,000 527,874 64,126 8 

盂蘭盆法要 630,000 633,242 △ 3,242 8 

車いす･ｼﾙﾊﾞｰｶｰ貸出 358,000 276,660 81,340 8 

福祉団体等助成 3,920,000 3,920,000 0 8 

入進学祝い品贈呈 2,253,000 1,745,206 507,794 9 

ひとり親職業訓練貸付事業 50,000 5,000 45,000 9 

小地域活性化事業サービス区分 3,733,000 3,103,541 629,459 10 

 

ほがらかサロン 1,466,000 1,298,858 167,142 10 

ふれあい福祉委員会 1,631,000 1,283,511 347,489 10 

いきいき地域サロン 636,000 521,172 114,828 11 

虹のサービス事業サービス区分 3,658,000 3,052,590 605,410 12 

成年後見支援事業サービス区分 43,886,000 40,573,678 3,312,322 14 

 

権利擁護支援事業 24,185,000 22,912,860 1,272,140 14 

成年後見支援事業 16,295,000 15,681,190 613,810 15 

成年後見助成事業 2,958,000 1,689,250 1,268,750 16 

社会貢献型後見人養成講習 448,000 290,378 157,622 16 

ボランティア活動推進事業サービス区分 9,416,000 7,207,700 2,208,300 18 

 
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の支援 5,040,000 3,720,568 1,319,432 18 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ講座 947,000 816,794 130,206 20 

  
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成 2,527,000 1,833,379 693,621 21 

ﾊﾝﾃﾞｨｷｬﾌﾞ貸出 902,000 836,959 65,041 21 
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健康福祉まつり事業サービス区分 4,088,000 2,550,995 1,537,005 22 

地域活動情報等発信事業サービス区分 2,506,000 2,506,000 0 22 

災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ育成支援事業サービス区分 842,000 433,896 408,104 22 

高齢者食事サービス事業サービス区分 22,412,000 20,620,196 1,791,804 23 

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業サービス区分 21,372,000 20,415,133 956,867 24 

コミュニケーション支援事業サービス区分 2,440,000 2,089,869 350,131 26 

チャレンジ支援貸付事業サービス区分 4,864,000 4,523,227 340,773 26 

生活福祉資金等貸付事業サービス区分 6,432,000 6,432,000 0 27 

福祉事業基金サービス区分 25,052,000 25,033,000 19,000 28 

ボランティア基金サービス区分 3,874,000 3,759,485 114,515 28 

在宅福祉サービス推進基金サービス区分 129,000,000 129,000,000 0 28 

歳末たすけあい事業サービス区分 4,185,000 3,491,197 693,803 29 

地域福祉コーディネーターサービス区分 27,973,000 22,114,023 5,858,977 31 

 

人件費 19,673,000 19,495,067 177,933 31 

事務費 6,300,000 2,618,956 3,681,044 31 

小口資金貸付 2,000,000 0 2,000,000 31 

生活支援コーディネーターサービス区分 6,000,000 6,000,000 0 32 

社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分 86,287,000 81,042,346 5,244,654 33 

 

さわやかワーク中央サービス区分 47,248,000 44,740,348 2,507,652 33 

 
就労継続 6,751,000 5,843,476 907,524 33 

運営管理 40,497,000 38,896,872 1,600,128 33 

障害者就労支援センター事業サービス区分 39,039,000 36,301,998 2,737,002 34 

公益事業本部拠点区分 28,543,000 26,921,770 1,621,230 36 

 
障害者外出介護事業サービス区分 11,317,000 10,442,590 874,410 36 

シルバーワーク中央事業サービス区分 17,226,000 16,479,180 746,820 37 

収益事業本部拠点区分 14,148,000 14,011,255 136,745 38 

 自動販売機設置事業サービス区分 12,420,000 12,283,255 136,745 38 

 駐車場事業サービス区分 1,728,000 1,728,000 0 38 

サービス区分合計 790,423,000 732,480,157 57,942,843  

内部取引消去 △182,742,000 △173,528,939 9,213,061  

合 計 607,681,000 558,951,218 48,729,782  

                          ※執行率  92.0％  
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２ 決算額対比 

（単位：円） 

拠点区分 
２９年度 

（内部取引消去前） 

２８年度 

（参考） 

増（△）減額 

 Ⅰ 社会福祉事業本部拠点区分 610,504,786 299,427,458 311,077,328 

 Ⅱ 社会福祉事業 

さわやかワーク中央拠点区分 
81,042,346 76,830,051 4,212,295 

 Ⅲ 公益事業本部拠点区分 26,921,770 29,128,807 △ 2,207,037 

 Ⅳ 収益事業本部拠点区分 14,011,255 15,387,007 △ 1,375,752 

内部取引消去 △173,528,939 △24,086,968 △ 149,441,971 

合  計 558,951,218 396,686,355 162,264,863 

各拠点区分・事業の主な増減（単位：千円） 

Ⅰ 社会福祉事業本部拠点区分 

  ［法人運営サービス区分］ 

   遺贈による寄付金収入増（144,669）  

職員人事異動、減員による人件費減（△11,559） レイアウト変更費用皆減（△3,730） 

  ［成年後見支援事業サービス区分］ 

   職員人事異動による人件費減（△2,186）  申立費用・後見報酬助成等増（446） 

  ［ファミリー・サポート・センター事業サービス区分]  

   職員人事異動による人件費増（2,243） 

   ［福祉事業基金サービス区分］ 

   基金積立による増（20,000） 

  ［在宅福祉サービス推進基金サービス区分］※２９年度新設 

   基金積立（129,000） 

  ［地域福祉コーディネーターサービス区分］※２９年度新設 

     人件費支出、事業費支出（22,114） 

  ［生活支援コーディネーターサービス区分］※２９年度新設 

   人件費支出、事業費支出（6,000） 

    

Ⅱ 社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分 

  ［障害者就労支援センター事業サービス区分］ 

   職員人事異動による人件費増（2,598） 

    

Ⅲ 公益事業本部拠点区分 

  ［障害者外出介護事業サービス区分］ 

   利用者区外転居等に伴う障害福祉サービス等事業収入減（△2,638） 

  

Ⅳ 収益事業本部拠点区分 

   [自動販売機設置事業サービス区分] 

   自動販売機設置手数料収入減（△1,376） 
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