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NPO・区民活動フォーラム実行委員のみなさん

翼くん

主な
内容

あいちゃん

1面 共同募金のご報告

2・3面

おおた社協この1年の取組み

4面 地域貢献型自動販売機の設置他

あなたの募金が、地域を笑顔にする

令和元年度共同募金へのご協力
ありがとうございました
地域住民

活動機会

募 金

募金が地域で
循環するしくみ
歳
末
共同募金
たすけあい
運
動

地域福祉
活
動

育成・支援

歳末たすけあい・地域ふれあい募金
【募金総額】43,387,970円

【使いみち】

見舞金
14.7％
事務費
8.9％

❶見舞金としてお届け・
・
・6,370,000円
・要介護5の高齢者を在宅で介護されている方 528名
・在宅で生活している重度障がいのある方 746名

❷通信費等事務経費・
・
・
・
・3,868,408円
・
・
・
・
・33,149,562円
❸地域福祉活動費・
住民主体の地域福祉活動等を支援する資金等
として活用されます。

【募金総額】38,743,811円
【使いみち】
福祉施設・団体に配分されます
令和元年度は75の施設・団体で役立て
られました。
・
・活用例・
・

【地域福祉活動費令和元年度使用例】

権利擁護事業 車いす貸出事業
1,000,000円
900,000円
生活困窮者支援
1,520,000円
大田社協自主事業
3,145,524円

ボランティア活動普及
3,550,000円
つどいの場支援事業
3,600,000円

楽しく仲間づくり なつかしい昔遊びに会話もはずみます

地域福祉活動費
76.4％

赤い羽根共同募金

障がい者のグループホームで

冷蔵庫、エアコン、洗濯機、ガスコンロ
などを購入しました

障がい者の就労支援施設で

助成事業
11,620,000円
福祉活動団体支援
青少対助成 など

敬老の日祝品等
贈呈事業
8,170,000円

令和元年度地域福祉活動費：33,505,524円
（※金額の内訳は当初予算ベース）

社会生活訓練、宿泊訓練などを実施し
ました

民間の保育園で

防災ずきん・ヘルメット、哺乳瓶乾燥保管庫、
プール用ろ過機などの購入や補修工事を
行いました
毎年多くのご利用者のくらしを支える
ために活用されています

募金の使いみちの詳細は、中央共同募金会のホームページでご覧いただけます。
問合先 ： 法人運営センター ☎03-3736-2023
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おおた社協この1年の取組み

〜「互いに結びあい

子どもの長期休暇
応援プロジェクト

緊急小口資金の運用変更により、社協がJOBOTA
(大田区生活再建・就労サポートセンター)とより一層連
携し、貸付を必要とする世帯を支援するしくみになりま
した。
また10月31日からは同資金において、台風15・19
号による被災世帯を対象とする特例貸付を実施しまし
た。

2020年3月 春号

共に支えあう まち」の実現に向けて〜

丸ごと支える支援の体制づくり
緊急小口資金
（運用変更と台風被災世帯
に対する特例適用）

おおた社協だより No.83

大田区の
「おおた 子どもの生活応援プラン」
に基づき、
今年度新たに受託した新規事業です。
「食事」
「 学習」
「体験」
の３つを柱とした居場所を、社会福祉法人や企
業、区民活動団体、ボランティアの方の協力を得て、夏
休みに３か所で実施しました。

安 心 の 地 域 づくり
おおた
成年後見
センター

災害
ボランティアセンター
設置・運営訓練
令和2年1月22日に昨年の
台風19号のような豪雨災害を
想定し、蒲田西特別出張所を
拠点として訓練を行いました。
地域住民の方と一緒に災害ボ
ランティア活動への理解を深
める良い機会になりました。

要介護認定調査
事業の拡大

複合的な課題を抱える世帯
の相談が増えています。
一方、元気なうちに備える
「 老 いじたく」への 関 心も高
まっており、出前講座では19
件（12月末現在）職員を講師
派遣しました。

区内唯一の指定市町村事務受託法人として、
区民から信頼される事業所をめざし、体制整備
に取り組んでいます。
担当職員と登録調査員の育成を図りながら、
介護保険制度の基礎を支える認定調査の件数拡
大と質の向上に努めていきます。
【調査件数等の推移】
H29
年度

H30
年度

R元年
12月現在

調査件数
（件）

1,796

3,525

4,747※

登録調査
員数
（名）

15

30

45

※平成30年度より約35％up

参加の場づくり
同行援護
従業者
養成研修
（ガイドヘルパー）

広告

駅では、ホームドア等、心身にハンディがある方が安全に移動でき
る環境整備が進められていますが、買い物や食事等では、機械には
代えられない、人間による、ぬくもりのあるサポートが必要です。
今年も、視覚障害者のガイドヘルパー養成を目的とした
「同行援護
従業者養成研修」
を開催し、18名の方が修了しました。

大田区いきいきしごとステーション
（高齢者等就労・社会参加支援センター）
元気な高齢者等を対象に無料職業紹介所を開設運営しています。年
間5000名の相談やイベントの利用があり、就職された方は約200名
です。令和元年は82才
（職種：ポスティング）
の採用実績がありました。
働き方は様々で保育補助、掃除、マンション管理、調理補助、販売等
の職種に就職しています。

支えあいの地域づくり
大田区社会福祉
法人協議会
(おおた福祉ネット)

助けあいプラットフォーム
（地域の課題を共有・協議する場）

大田区内の社会福祉法人が連携して地域
課題に取り組む体制の充実を図っています。
今年度は更なるネット
ワーク強化を目的に、
４つ
の基本圏域ごとにエリア
展開を開始。より地域に
密着した体制作りを開始
しました。

令和元年末、地域包括支援センター、大田区と共に、蒲田西地区
に助けあいプラットフォームを立ち上げました。第１回目は、65名の
参加がありました。
地域で活動している様々な団体や
住民が同じ立場で地域について話し
合うことで、活動の広がりや悩みの
共有、解決の糸口を探っていくこと
を目指します。

企業の社会貢献活動との連携
昨今、民間企業の地域貢献の取り組みが
様々な場面で進められています。大田社協へ
多くの企業から様々な形で協力の依頼をい
ただき、地域に還元しました。

【連携の取り組み例】
■東急株式会社のシェアハウススペースで
子ども食堂の新設！
■グランデュオ蒲田と共催でフードドライブ
（未利用食品）
の募集と配布

※東急株式会社との連携
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成年後見ものがたり ④後見人の役割編Ⅰ

あらすじ・
・
・母の後見手続きに必要な書類や後見人選任までの流れを確認し、家族と相談することにした。相談した結果手続きを進めることになり、
再度おおた成年後見センターを訪問。

後見人は家庭裁判所が選
び、法的に認められた立場
で支援をします。

①預貯金の払戻しや口座の解約、必要
なサービスや医療を受ける手続きを行
います。また、②施設入所の際には、本
人の希望に添って探し代わりに契約を
行います。

おおた成年後見センター
家族と相談している時
に、今家族が行ってい
ることと後見人（の役
割）は何か違うのかと
いう話になりました。

おおた成年後見センター

具体的にはどのような
ことですか？

おおた成年後見センター

後見人には、ご本人の状態に応じて
代理権、取消権
（不利益な契約を取り
消す）
、同意権といった権限が与えら
れます。法的に認められている権限
がある為、スムーズに手続き等がで
きます。

おおた成年後見センター

おおた成年後見センター

1 2
3 4

後見人は、本人の財産管理と、本
人の意思を尊重し、かつ本人の心
身の状態や生活状況に配慮するこ
とが義務付けられています
（身上
配慮義務）
。

おおた成年後見センター

後見人になることに
よって、スムーズに
できるようになるの
ですか？

そうなんですね 。
良く分かりました

おおた成年後見センター

おおた成年後見センター

次回予告・
・
・後見人の役割編Ⅱ つづく

※正式名称は成年後見人、保佐人、補助人といいますが、ここでは後見人といいます。

問合先：おおた成年後見センター

大田社協では、地域貢献型自動販売機の設置を始めます。
第１号として、仲池上一丁目にあるJA東京中央セレモニーセンターの施設
「JA健康長寿倶楽部」
様にご協力いただき、災害対応型自動販売機の設置が
決定しました。自動販売機の売り上げの一部は、大田社協の行う地域福祉活
動等に活用します。
自動販売機を設置できる約１ｍ四方のスペースをお貸しください。
・自動販売機業者と大田社協が契約して自動販売機を設置します。
・商品の補充、売上金や空き缶等のごみの回収は業者が行います。
・電気料金の立替をお願いします。後日大田社協がお支払いします。

問合先：庶務担当

☎03-3736-2021

あたたかいご寄附を
ありがとうございました

アルプスアルパイン株式会社 様

※イメージです。

令和元年11月12日〜令和2年1月31日
お名前（順不同・敬称略）
大森鶴渡町会
宮澤 勇
蒲田本町二丁目町会婦人部
塩川 悦男
仲六郷一丁目町会 もちつき大会
蒲田法人会 チャリティーゴルフ大会
蒲田法人会 チャリティー寄席
（10/25）
アルプスアルパイン株式会社 アルプス電気労働委員会
永山 信一
糀谷生活学校
㈱夢グループ
志方 盛光
匿名
（5件）

金額（円）
22,505
6,000
25,000
10,000
13,270
93,000
233,788
100,000
30,000
40,000
7,020
4,449
218,000

☎03-3736-2022

大田区社会福祉協議会

会長コラム
本年度も、自治会町会をはじめ、地域の皆様
のご協力により、
「赤い羽根共同募金」
「歳末た
すけあい・地域ふれあい募金」
へ多くの募金を
お寄せいただきました。心より、御礼申し上げ
ます。
私たちの身近なところに、人と人とのつなが
りが希薄であったり、生活上の困難な課題を抱
えている方がいらっしゃいます。地域の課題を
地域の力で考え解決するためには、様々な地域
活動を育み、安定的に活動していけるような支
援も必要です。お寄せいただいた募金は、その
費用として活用させていただきます。
今後も、地域に暮らす人たちが共に支えあう
社会にしていくために、大田区や関係機関と連
携し、一層の努力をしてまいりたいと思います
ので、どうぞよろしくお願いいたします。
中島 寿美

広告

東急線多摩川駅徒歩1分
老人ホームをお探しならご相談下さい

広 告 募 集
当会広報紙「社協だより」
は、年4回（7・10・12・3月）
各164,000部発行し、区内新聞折り込み
のほか、公共施設などに配置しております。現在、掲載する広告を募集しています。詳しくはお問
合せください。
サイズ(一枠)
縦 ６５㎜

大田区田園調布1丁目52-9ジェミコ1F

×
横 ８１㎜

掲載料金(一枠)
二面及び三面

２０,０００円

四面

３０,０００円

備

考

別途
消費税を
加算

＊この広告収入は、住みやすい
まちづくりのための活動財
源として役立てられていま
す。ぜひ、貴店、貴社のＰＲを
しながら、地域福祉活動を
応援してください。

問合先：社会福祉法人大田区社会福祉協議会 ☎03-3736-5555／03-3736-2022

