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地域福祉権利擁護事業
生活支援員のお二人

『こども天国』での
フードパントリーに
参加された皆さん

コロナワクチン
接種サポート
同行ボランティア（右）

介護認定調査員の皆さん

蒲田西プラットフォーム
『みんなのイスプロジェクト』に
参加された皆さん

学生が運営する
こども食堂『はちみつ食堂』で
活動しているお二人

大田区社会福祉協議会は、
「互いに結びあい 共に支えあう まち」の実現に向けて、
地域の皆さまと力を合わせて大田区の地域福祉をすすめる団体です。
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地域に支えられて、これからも皆さまとともに歩みます

〜コロナ禍での取組みを振り返って〜
新型コロナウイルスの影響を大きく受けた令和3年度でしたが、大田社協は地域の皆さまと力を
合わせることでさまざまな工夫が生まれ、住民参加の生活支援や福祉サービスを実践することが
できました。これからも、より多くの皆さまとともに豊かな福祉社会の実現を目指してまいります。

今からすぐに
始めようと
強く思った。
元気なうちに
必要な備えを
しておきたくて。

自宅療養者の方へ
生活物品をお届けしました！

このパンフレットは、将来に備え、行動しようと考え始めた方に、
行動への第一歩を踏み出す後押しができればとの思いを込めて
作成しました。第１弾のパンフレットも併せてご活用ください。

老いじたくとは

元気なうちから将来に備えておくことで、ご自身の思いが尊重され、

いつまでも自分らしく、より前向きに、安心した生活を送っていただ
大 田 区・大田区社会福祉協議会

くことを目的としています。

人生 100 年時代 老いじたく推進事業

参加者の感想

緊張しましたが
参加者の感想
思い切って参加して
複数の企業の方と
良かったです
面談することができ
勉強になりました

合同就職面接会

7/26（月）に 開 催した「老 い
じたくセミナー」。５割強の方が
早速準備に取り掛かりたいとの
回答でした。

第3回再就職支援セミナー
「実践！応募書類・面接対策」
10/29（金）、大田区いきいきしごとステーション
にて、再 就 職に向けた
応募書類の効果的な書
き方と面接対策のセミ
ナーを実施しました。

『ふくしのしごと市』

蒲田地区

2/13（日）、地域福祉コーディネーターの活動を
地域の皆さまと共有する場として「実践報告会」
をオンラインにて開催しました。大田区と大田区
社会福祉協議会では、令和3年度から地域福祉
コーディネーターの体制を新たにし、地域生活課
題などに対する個別支援や地域のネットワークづ
くりに取り組んでいます。

持ちを
学びたい気 す
ま
サポートし

糀谷・羽田地域福祉コーディネーター
大森地域福祉コーディネーター
調布地域福祉コーディネーター
蒲田地域福祉コーディネーター

大田区社会福祉協議会の
地域共生社会実現に向けた取り組み
1
2
3
4

特例貸付
フードドライブ・フードパントリー
ほほえみごはん
老いじたく

中学3年生・高校3年生等の受験生のいる世帯に
塾の費用と受験料を無利子でお貸しする東京都の
制度です。令和3年度の申請数は376件でした。
※申込要件等詳細はお問い合わせください。
【問合先】 生活相談担当 TEL.03-3736-2026
受験生チャレンジを利用した
保護者からのコメント

受験生チャレンジのエピソード

中学３年の塾の夏期講習と冬期
講習代に利用しました。家計とし
ては本当に助かりました。子ども
は塾に通い始めた頃から、受験
勉強にスイッチが入り、おかげさ
まで第一志望に合格できました。
ありがとうございました。

地域の新たな チカラ
企業向けオンラインイベント
「“ 地域の新たなチカラ ” 地域貢献活動について考えてみよう」
をテーマに、ゲストに地域活動団体の方々をお迎えし、オン
ラインイベントを 6/30（水）に開催しました。企業の皆さん
の持つ強みが地域に加われば、これほど心強いことはありま
せん。コロナ禍の中、地域のために取り組んでくださる様々
な企業の方々の活動内容を知る機会にもなりました。

地域のボランティアに
よるコロナワクチン接種
サポート
（予約サポート・
同 行サポート）が始ま
りました。同行サポート
では、ボランティアの
皆さんが利用者宅の往
復を優しい声がけをしな
がら付き添ってください
ました。

2021 夏！体験ボランティア

夏休み子ども手話教室の様子

高齢者・障がい者施設、保育園、地域活動
団体等で短期間のボランティア体験をしてい
ただくプログラムに、中学生から５０代の方
まで延べ７７人が参加。また、小学生を対象
に子ども手話教室を行いました。

【問合先】
庶務担当
TEL.03-3736-2021

緊急事態宣言中の
認定調査業務
（コロナ禍での工夫）
要介護認定調査において、
認定調査員
距離をとると聞こえにくい場合には質問カード
募集中
を使用するなどの配慮をしました。
また一部病院の調査では院内の相談室と病室をリモートで結び、
病室で申請者の動作がよく見えるよう看護師さんに協力していた
だきました。

協って
大田社 あるの？
どこに

地域貢献型
自動販売機の設置
売上の一部を、大田社協が行
う地域の福祉活動に役立てる
「地域貢献型自動販売機」の
設置を進めています。
引き続き、設置にご協力いた
だける方を募集しており
ます。

コロナワクチン接種サポート
同行ボランティア（左）

コロナワクチン接種サポートをしてくださった
“大田スカイプパソコン同好会”の皆さん

社会福祉法人

大田区社会福祉協議会

〒144-0051
東京都大田区西蒲田7-49-2
大田区社会福祉センター内
TEL：03-3736-2021
FAX：03-3736-2030

7月

設置！

開所日 月曜日〜土曜日
日曜・祝日・
年末年始は除く

(

)

開所時間
午前8時30分〜午後5時15分

8月
設

置！

土曜日の相談業務は、一部の営業となっております。
事前にお問合せ下さい。
https://www.ota-shakyo.jp
https://twitter.com/ota̲shakyo

広告

Twit

フォ ter
お願い ロー
します

大田区社会福祉協議会
バス通り

アーケード
東急池上線･
多摩川線

西口
JR蒲田駅

東急蒲田駅

東口

大森地区

調布地区

1
2
3
4

コロナワクチン
接種サポート

川崎

糀谷・羽田地区

11/27（土）、大田区内の福祉関
連施設・団体による求人イベント
を開催。来場者６１名のうち５名が
採用されました。

受験生チャレンジ支援貸付事業
（塾代や受験費用の貸付）
地域福祉コーディネーターによる
実践報告

にある未利用食品を募集し、団体
を通して、支援を必要としている
方々へ届ける取り組みのことです。
集まった食品は、大田社協を通して必要な方々へ届けられます。
（実施企業：ダイエー、ファミリーマート、ピーコックストア、マルエツ）
区内の一部店舗にて実施中です

大森

地域福祉コーディネーター等
実践報告会

夏

きっかけ

11/9（火）、10（水）2日間の参加企業は10社。東京しごと財
団およびハローワーク大森の共催と、シルバー人材センター
のご協力もいただき、求人件数は68件に。求職者の中には複
数の企業の面接を受ける方も多く見られました。次回の「合同
就職面接会」は下丸子区民プラザで3月に開催予定です。

９月から１１月までの間、新型コロナウイルス
感染による自宅療養者・同居者のご自宅に、
約１週間分の療養食や飲料水、食料等を社
会福祉法人による配送とボランティアがお届けしました。
１月、オミクロン株の急速な拡大により、自宅療養者等が増加したため、再び大田区では
緊急の食料支援を実施することとなり、大田区より事業の一部を受託しました。利用申し
込みの受付、各庁舎への連絡、食料品の発注等をサポートしました。

地域の店舗にて
常時フードドライブに
協力を開始
フードドライブとは･･･ご家庭

老いじたくセミナー
ホームページでも
紹介しています
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※店舗によって設置期間等が異なります

デザインする

冬

秋

自分らしい

視覚障がい者の安全な外出をサポートする「ガイドヘル
パー」として働くために必要な「同行援護従業者養成研修」
を１０月に３日間実施しました。蒲田周辺
の学校法人、鉄道会社、コンビニエンス
ストアのご協力のもと、受講者たちはエス
カレーターや電車の乗降、買い物場面な
どの演習を行い、視覚障がい者への理解
を深めるとともに安全に誘導するための実
技を身につけました。

老いじたく

地域とともに
福祉人材を育成
視覚障がい者のガイドヘルパー研修

これからの
人生を前向きに 参加者の
感想・
考えたかった。
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任意後見ものがたり ④任意後見契約について

マンガで
みる！

あらすじ▶ 任意後見制度の説明を聞き、弟と話し合った良子さん。
弟の娘（姪）
と一緒におおた成年後見センターヘやってきました。

おおた成年後見センター
歳の離れた姪と
任意後見契約を
結ぶことにしました。
具体的な進め方について
教えてもらえますか。

任意後見契約を結ぶためには、
受任者
（姪）
と一緒に公証役場へ行き
公正証書にて契約を結びます。

任意後見を受任する人
（姪）
にも
制度についてよく理解して
いただくことが大切なので
今日は一緒に来ていただいて
よかったです。

契約書には以下の内容を定めます。
【契約内容】
・任意後見契約を誰と結ぶか
（任意後見受任者）
・任意後見受任者への額酬額
（額酬の有無）
・任せたいことがら

良子さん

良子さんの姪

任意後見契約書の
作成に費用は
かかりますか？

社協職員

公正証書作成の基本手数料
登記嘱託手数料
法務局に納付する印紙代

11,000円
1,400円
2,600円

1 2
3 4

任意後見契約を結ぶ際は、
あらかじめ本人･受任者それぞれ
以下の書類を準備する必要があります。

その他、証明書等の
発行手数料等が
かかりますので、
詳しい金額については、
各公証役場に
問い合わせ下さい。

＊契約締結後、任意後見契約を結んだことが法務局に登記されます。

【本人】

【任意後見受任者】

・戸籍謄本
良子さん
・住民票
•印鑑登録証明書
・実印

・住民票
・印鑑登録証明書
・実印

姪

＊本人の判断能力について、必要に応じて医師の診断書などを
確認しながら、公証人が契約の手続きを進めていきます。

つづく

【問合先】おおた成年後見センター TEL 03-3736-2022
このたびは、
「赤い羽根共同募金」及び「歳末たすけあい地域ふれあい募金」に
温かなお気持ちをお寄せいただきまして、心より御礼申し上げます。

歳末たすけあい・地域ふれあい募金

赤い羽根共同募金

【募金総額】37,754,764 円

【募金総額】30,159,124 円

使いみち
活用例
●コロナ禍において、
経済的に困窮する
1 在宅で生活をしている重度障害のある方へ
方への食料支援を行いました。
見舞金としてお届けしました。
2,242,527円（638名） ● 地域福祉活動団体へ活動を支援する
2 事務経費（通信費・募金袋等）
ための資金として活用しました。
3,764,617円
● 児童養護施設や母子生活支援施設で
3 地域福祉活動費
生活をする子どもたちに、プレゼント贈
住民主体の地域福祉活動を支援する資金
呈事業を実施しました。
として活用いたします。
31,747,620円

社協会員募集

使いみち
福祉施設・団体に配分されます。

令和3年度は、社会福祉施設・団体
（58団体）に配分されました。

大田区社会福祉協議会は、会費や寄附金、
共同募金を原資に、地域福祉推進事業や
福祉活動の支援等を行っています。

皆さまからいただいた会費は、ボランティア活動や地域活動を支援
する事業に、大切に使用しております。活動の趣旨にご賛同いただ
き、社協会員としてご協力くださいますようお願い申し上げます。
2020年8月、税額控除対象法人の認可を受けました。それにより、
当社協への会員会費及び寄附は、所得税・法人税・住民税（大田区）に
おいて、それぞれに定められている条件を満たすことで、優遇措置
（寄附金控除）を受けられるようになりました。なお、控除を受けるに
は確定申告が必要です。
（詳しくは右記コードから）

会員の種別

個人正会員
個人特別会員
団体賛助会員
団体特別会員
団体施設会員

会費(年額)
一口 1,000円
一口 10,000円
一口 3,000円
一口 10,000円
一口 3,000円

専用の振込用紙にて
コンビニエンスストアでも 【申込・問合先】大田社協窓口又は、
納付できるように
お振込みいただけます。
なりました。
計画担当

広告

TEL 03-3736-2023

⬆詳しくはこちらから

あたたかいご寄附を
ありがとうございました

活用例
保育園にて、感染症対策として、体温
測定器やエアコンを購入しました。ま
た、コロナ禍において、屋内活動が増
えたことにより、安全に園児が活動で
きるように幼児用の机やマット畳などを
購入しました。
● 障害者の就労支援施設で社会生活訓
練や宿泊訓練を実施しました。
●

新型コロナウイルスを巡り、まだまだ
落ち着かない日々が続いております。そ
して、この大変な状況にもかかわらず、
今年度も自治会・町会をはじめ多くの
方々に「歳末たすけあい･地域ふれあい
募金」へご協力いただきました。本当に
ありがとうございます。
「困っている誰かのために」
というお気持ちは、
「地域に
暮らす人たちが共に支えあう社会」の実現に向けた大き
な原動力となります。人と人とのつながりが希薄になりが
ちな今の世の中だからこそ、大田区社会福祉協議会は、
皆さまの温かなお気持ちをつなげていくとともに、地域福
祉の推進に取り組んでまいります。
中島 寿美

令和3年11月1日〜令和4年1月31日

お名前（順不同・敬称略）

塩川 悦男
有限会社 シィーサー
シクラメンの会
株式会社 メモリード東京
鈴木 良平
糀谷生活学校（手塚澄子）
大田区民生委員高齢福祉部会
羽田地区民生委員児童委員協議会
公益社団法人蒲田法人会
坂本 幸政
故 野呂 恵子

アルプスアルパイン株式会社
アルプスアルパイン労働委員会
アサヒ飲料販売株式会社
鵬図商事株式会社設置自販機手数料分

アルプスアルパイン株式会社 様

清明学園保護者・児童
東京海上日動ファイナンス株式会社
故 永澤 徳司
匿名（6件）

金額（円）

15,000
5,000
100,000
100,000
8,351
125,766
20,000
300,000
212,000
500,000
300,000
100,000
7,300
1,500
4,000
500,000
820,000

