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2 共助の基盤づくりと生活支援体制の整備

1 地域福祉活動計画の策定      

　現計画である昭島市地域福祉活動計画「あきしま支えあいプラン」は、令和
２年度が目標年度であることから、新たな計画の策定を予定しておりました
が、コロナ禍の影響により、令和２年度のみならず、令和３年度においても策

定を断念せざるを得ない状況にありました。

　改めて本年度は、これまで積み重ねてきた活動の成果を踏まえ、市民参加の

もとに昭島市社会福祉協議会の活動の基本となる地域福祉活動計画を策定いた

します。

　小地域福祉活動の拠点となるサロン活動の普及促進を図るとともに、地域福
祉コーディネーターや生活支援コーディネーターの活動を通して、地域共生社
会の実現を目指します。

　また、自治会や民生委員・児童委員、地域包括支援センターなど関係機関の

皆様と連携し、高齢者のゴミ出し問題や買い物難民問題など身近な地域課題の

解決に努めてまいります。

令和 ４ 年度　

社会福祉法人昭島市社会福祉協議会　事業計画及び収支予算

　昭島市社会福祉協議会基本方針と重点事業

～　基　本　方　針　～

　少子高齢化の急速な進行や一人暮らし高齢者の増加、地域コミュニティの希薄化な

ど、地域福祉を取り巻く環境は年々厳しさを増しています。また、長引くコロナ禍によ

り人との交流が制限される中で、社会的孤立など新たな生活課題も浮き彫りになってま

いりました。こうした状況にあっては、誰もが住み慣れたまちで自分らしく、いきいき

と暮らしていくためには、自らのことは自らで支える「自助」や、行政の役割による

「公助」に加え、お互いに支えあう「共助」の関係づくりが大切です。

　本協議会は、こうした共助の基盤となる「支えあいのまちづくり」を実現するため、

市民や行政、関係機関等と連携を図る中で地域での居場所づくりやネットワークづくり

を推進し、地域福祉の更なる向上に努めてまいります。

～　重　点　事　業　～



5 財源の確保

　安定した受注先の確保と自主生産品の販路の拡大による工賃向上に努め、利

用者の自立を支援してまいります。

　また、施設の建設から約３０年が経過する中で、老朽化したトイレの改修を

実施し、利用者の利便性の向上を図ってまいります。

　自主財源である「会費」「寄付金」について、市民や企業、団体などの多く
の皆様方にご理解いただき、ご協力がいただけるよう、周知、広報に努めてま
いります。
　また、募金活動への取り組み強化や新たに自動販売機を設置するなど、財源
の確保を図ってまいります。

3 地域福祉・後見支援センターあきしまの運営

　認知症や知的障害等で、判断能力の低下などにより日常生活を送るうえで不
安や困難を抱える人へ、地域や関係機関のネットワークなどを活用しながら安
心して生活が送れるよう、金銭管理や福祉サービスの利用支援を実施してまい
ります。
　また、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」に基づき設置される「中
核機関」として、市と連携して本制度の利用促進に向けた取り組みを推進して
まいります。

4 あきしま福祉作業所の管理・運営
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243,736 千円

166,339 千円

65,622 千円

①広報ふれあい発行　　　　　　　 事業費合計　
　社会福祉協議会の事業やお知らせを伝えるため、広報誌を隔月で年６回発行します。
　２面から４面に広告スペースを提供し、発行費の一部に充当します。（12か所、年間12万円）

②会員増強運動　　　　　 事業費合計
　少子高齢化、地域ニーズの多様化などにより、会員確保が課題になっています。
　コロナ禍のいまだからこそできる新規会員の獲得と既存会員への丁寧な説明を心がけ、自主財源の確保に努めます。

17,664 千円

①共助の基盤づくり　　　　　 事業費合計

②生活支援体制整備　　　　 事業費合計

9,096 千円

①地域福祉活動計画策定事業　　　 事業費合計

10,764,000円
　「生活支援コーディネーター」の活動を通して、介護予防や日常生活支援事業を推進するとともに、サービス提供事
業者や協議体と連携し、高齢者が住み慣れた地域で安心して在宅生活が継続できるよう、生活支援体制の整備、充実
を図ります。

サービス区分 　地域福祉事業サービス区分

3,300,000円
「昭島市地域福祉活動計画（あきしま支えあいプラン）」については、新たな計画を策定する予定でしたが、コロナ禍の
影響により、令和２年度及び３年度においては実現できませんでした。改めて積み重ねた活動の成果を踏まえ、市民参
加のもと、活動の基本となる地域福祉活動計画を策定します。

サービス区分 　　ふれあい支援事業サービス区分

6,900,000円
　「地域福祉コーディネーター」の活動を通して、支援が必要な人と地域とのつながりを深め、地域全体で支える「共助
の基盤づくり」を推進します。

令和元年度 1,988,311 1,163,300 3,151,611

令和２年度 1,571,212 1,131,200 2,702,412

自治会 企業・個人 合計

平成30年度 2,102,577 1,187,300 3,289,877

当初予算 1,440,000

464,000円

会員会費決算推移

　　　　　　　　（単位：円）

サービス区分 　　法人運営事業サービス区分

6,896,000円

収入 広告収入

事業区分 　　社会福祉事業区分

拠点区分 　　地域福祉事業拠点区分

広報ふれあい

広告スペース

広報ふれあい 年６回

５月１５日・７月１日

９月１５日・１１月１５日

１月１５日・３月１５日

現在の

「昭島市地域福祉活動計画」

～あきしま支えあいプラン～

平成２７年度から令和２年度
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②こどもまつりの開催　　　　　 事業費合計　

③地域元気ネットワーク事業　　　　　 事業費合計

④ねたきり高齢者出張理髪サービス　　　　　 事業費合計

　ねたきり高齢者の方へ出張で理容師の派遣を行います。

⑤ひとり親家庭・身体障害者・知的障害者交流会事業 事業費合計

　

⑥サロン活動支援　　　　　 事業費合計

⑦心配ごと相談所の運営　　　　　 事業費合計
　民生委員・児童委員のご協力により、誰でも気軽に相談できる「心配ごと相談所」を毎週定例で開設します。

⑧くじらほっとサービス　　　　　 事業費合計

⑨在宅介護者リフレッシュ事業　　　　　 事業費合計

　高齢の方、障害のある方、援助の必要な方など幅広い対象者の方に、家事援助サービスを提供します。

56,000円
　寝たきり高齢者や認知症高齢者の介護にあたっている介護者を対象に、在宅介護者講座やリフレッシュ事業を企画
します。

1,008,000円
　コロナ禍において実施可能な交流事業等を検討し、参加者相互の交流と心身のリフレッシュを図ります。

1,437,000円
　サロン活動の更なる推進を図るため、サロン活動支援制度の周知や立ち上げ支援に努めるとともに、引き続きサロン
活動団体への助成金を支給します。また、コロナ禍における孤立防止や、活動者相互の情報共有に努めます。

110,000円

1,560,000円

320,000円
　ボランティア団体や民生委員・児童委員など地域の皆様のご協力を得る中で、高齢者疑似体験や車いす体験など福
祉をテーマとした企画を実施してまいりました。幅広い世代に福祉を身近に感じていただけるよう、本年度は、コロナ禍
でも開催可能な企画を検討します。

725,000円
　民生委員・児童委員にご協力いただき、70歳以上の一人暮らし高齢者の方々に粗品（お米券１枚）を配布し、これを
きっかけとした見守り活動を実施します。

200,000円

心配ごと相談所

毎週 水曜日 あいぽっく

ＰＭ２：００～４：００

訪問サービスの様子

コロナ禍における孤立防止のため、情報伝

達も兼ねた配布会の様子。

活動しているサロン数：100
（令和４年２月末現在）
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　　ボランティア活動推進事業サービス区分 10,050 千円

①ボランティアセンター　　　　　 事業費合計

＜主な事業＞

1,400 千円

①福祉団体等助成　　　　　 事業費合計
　自動販売機の売り上げを財源に、老人クラブ連合会や保育園長会、福祉団体等に助成金を交付します。

　　生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分 6,864 千円

①生活福祉資金貸付　　　　　 事業費合計

16,200 千円

①ひとり暮らし高齢者等食事サービス　　　　　 事業費合計
　高齢者等の健康保持と安否確認を目的に、弁当を届ける食事サービスを提供します。

②子どもの学習支援事業　　　　　 事業費合計
　子どもの居場所づくりを兼ねた学習の場として「日曜学習会」を実施します。

サービス区分 　　市区町村受託事業サービス区分

15,200,000円

1,000,000円

サービス区分 　　助成事業サービス区分

1,400,000円

サービス区分

6,864,000円
　所得の少ない世帯、障害者や介護を要する高齢者のいる世帯などに、生活の安定と経済的自立を図るための生活
資金の貸付を行います。

サービス区分

10,050,000円
　地域のために市民が実施する自主的、主体的なボランティア活動を支援し、誰もが住みやすいまちづくりを共に推進します。

小学生の福祉教育

外国人支援ボランティア活動

ゴミ拾い

ボランティア活動

夏の体験ボランティア

舞踊ボランラティア活動

音訳ボラティア養成講座
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　　福祉サービス総合支援事業サービス区分 34,765 千円

①地域福祉権利擁護事業　　　　　 事業費合計

②成年後見制度の利用支援　　　　　 事業費合計

　　昭島市低所得者離職者対策事業サービス区分 4,500 千円

①昭島市低所得者離職者対策事業　　　　　 事業費合計

178 千円

①歳末たすけあい運動の実施　　　　　 目標額 3,000,000円

②赤い羽根共同募金の実施　　　　　 目標額 3,000,000円

850 千円

850 千円

①たすけあい資金貸付　　　　　 事業費合計 850,000円
　緊急に資金が必要になった方を対象に、小口資金の貸付を行います。

69,638 千円

　　就労継続支援Ｂ型事業サービス区分 69,638 千円

①あきしま福祉作業所運営　　　　　 事業費合計

②トイレ改修工事　　　　　 事業費合計
　施設の建設から約30年が経過し、老朽化しているトイレを明るく衛生的、機能的なトイレに改修する工事を実施する。

　障害者総合支援法に基づく就労継続支援Ｂ型施設による、福祉サービス利用援助事業を行います。
　知的障害者・身体障害者のために働く場所を提供して作業訓練及び生活指導を行い、その能力に応じて社会的自
立を支援します。

28,589,000円

サービス区分 たすけあい資金貸付事業サービス区分

拠点区分 　　障害者総合支援事業拠点区分

サービス区分

41,049,000円

サービス区分 　　歳末たすけあい運動事業サービス区分

　東京都共同募金会の地区協力会として、地域団体等のご協力により、12月に「歳末たすけあい運動」を実施します。
　また、共同募金会からの配分金は、地区配分推せん委員会を開催し、地域福祉ニーズに基づいた適切な配分を行
い、有効に活用します。

　東京都共同募金会の地区協力会として、地域団体等のご協力により、10月に「赤い羽根共同募金」を実施します。
　また、共同募金会からの配分金は、地区配分推せん委員会を開催し、地域福祉ニーズに基づいた適切な配分を行
い、有効に活用します。

拠点区分 　　応急小口資金貸付事業拠点区分

　判断能力が十分でない方を対象に、自立して生活が送れるよう、利用者との契約に基づき福祉サービスの利用支援
と日常的な金銭管理を実施します。

15,050,000円
　「成年後見制度の利用の促進に関する法律」に基づき設置される「中核機関」として、市と連携して本制度の利用促
進に向けた取り組みを推進してまいります。

サービス区分

4,500,000円
　学習塾の受講料や高校・大学の受験料を貸し付けることにより、生活安定に向けた支援を行います。

サービス区分

19,715,000円

地域福祉権利擁護契約を

利用している人数は、

令和４年２月末現在で

７５名となっています。

利用者作業風景 自主生産品の

干支の土鈴

権利擁護基礎講座

「映画上映会」
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6,909 千円

　　ファミリー・サポート・センター事業サービス区分 6,909 千円

①ファミリー・サポート・センター事業　　　　　 事業費合計　　　

5,801 千円

5,801 千円

　　自動販売機設置事業サービス区分 5,801 千円

①自動販売機設置事業　　　　　 事業費合計
　自主財源の確保を図るため、設置場所の拡大に努めます。

5,801,000円

　子育てを手伝える方と子育ての手助けが必要な方を会員とする相互援助事業を実施し、地域で支え合う「子育て支
援ネットワーク」の充実に努めます。

事業区分 　　収益事業区分

拠点区分 　　収益事業拠点区分

サービス区分

拠点区分 　　子育て援助活動支援事業拠点区分

サービス区分

6,909,000円

普通救命救急講習会

協力会員養成講習会

夏休み工作教室

利用会員 282名

協力会員 319名
両会員 ４名

（令和４年２月末現在）

屋内に設置している

自動販売機
屋外に設置している

自動販売機
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区分説明

社会福祉事業区分 地域福祉事業拠点区分 法人運営事業サービス区分

ふれあい支援事業サービス区分

地域福祉事業サービス区分

ボランティア活動推進事業サービス区分

助成事業サービス区分

生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分

市区町村受託事業サービス区分

福祉サービス総合支援事業サービス区分

昭島市低所得者離職者対策事業サービス区分

歳末たすけあい運動事業サービス区分

応急小口資金貸付事業拠点区分 たすけあい資金貸付事業サービス区分

障害者総合支援事業拠点区分 就労継続支援Ｂ型事業サービス区分

子育て援助活動支援事業拠点区分ファミリー・サポート・センター事業サービス区分

収益事業区分 収益事業拠点区分 自動販売機設置事業サービス区分
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