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2 … 社会福祉 NOW

避難行動要支援者の
円滑な避難支援に向けて
4 … トピックス

「みんなのひろば」は誰もが自分らしく遊べる場所
〜都立砧公園「みんなのひろば」
（世田谷区）
6 …【連載】
コロナ禍でも日常を守るために
〜緊急事態宣言期間を中心とした福祉施設・事業所の取組み〜

コロナ禍を契機に保育の本質を振り返る

2021
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No.

7

つなげる
笑顔の
かけはし

〜社会福祉法人菊清会 さくらしんまち保育園（世田谷区）

コロナ禍でも利用者が主役になれる
福祉作業所のあり方を考える
〜社会福祉法人大泉旭出学園 旭出調布福祉作業所（調布市）

北海道

新冠町

日高地方、“ にいかっぷホロシリ乗馬クラブ ”
ホーストレッキングもいいが、
サラブレッドたちと触れ合うだけで癒される

Photo

管 洋志

Suga Hiroshi

避難行動要支援者の
円滑な避難支援に向けて

共助を目的とした個別避難計画
作成のモデル事業を実施
〜墨田区防災課〜
墨田区における災害時の要配慮者支援
墨田区防災課では︑大雨や河川の氾濫など︑さ
まざまな場面を想定し︑避難行動要支援者名簿
︵以下︑名簿︶の整備や防災への意識啓発などを

がら︑プラン作成の流れを具体的に見直すため︑

水害を想定したモデル事業を始めた﹂と墨田区

防災課課長の山中淳一さんは話します︒

モデル事業の対象地域は︑荒川が決壊した時

に︑流れてくる水と流木等により建物への被害

が想定され︑早期に立ち退き避難が必要な区の

北側の一部地域としました︒

住民への事業の周知やプラン作成については︑

ポート隊
︵以下︑サポート隊︶事業を行っていま

また︑墨田区では︑平成 年度から要配慮者サ

グなど︑町会ごとに工夫して行ってもらいました︒

からです︒周知は︑回覧板や掲示板︑ポスティン

な人を町会が知っているのではないかと考えた

町会に協力してもらいました︒発災時には地域住

す︒これは︑阪神・淡路大震災をきっかけに︑共助

モデル事業でのプラン作成の対象者は︑ 歳

行っています︒墨田区の名簿登載者は︑ 歳以上

を目的として取り組み始めたものです︒町会単

以上︑木造住宅
︵１〜２階︶に住んでいる方等の

民による共助が不可欠だからです︒また︑名簿に

位でのサポート隊の結成がすすみ︑令和３年４

要件にあてはまる人で︑作成を希望する本人が

のみの世帯や障害︑要介護等の要件の人です︒令

月現在︑１７１町会中１４５町会で結成されて

申請書を区に返送します︒区は本人が住む地域

登載されている人の中で︑真に避難に支援が必要

います︒サポート隊の役割は︑平時には要配慮者

の町会にその情報を提供し︑後日︑町会員が本人

和２年９月１日時点では約２万５千人です︒

の把握やサポート隊の募集︑災害時には避難誘

宅を訪問します︒避難支援者や避難手段等を聞
水害を想定した個別避難計画作成のモデル事業

が主に想定されています︒

導や指定避難所での要配慮者のケアを行うこと

75

き取りながら記入し︑区に返送する流れです︒

プランに記載される避難支援者の役割は︑電

のが︑令和元年台風第 号です︒
﹁区内の被害は

モデル事業を始める一つのきっかけとなった

して﹁個別避難計画﹂作成事業を開始しました︒

そこで︑令和２年度より区独自のモデル事業と

の理由により︑十分にすすんでいませんでした︒

の同意付けが困難なことや名簿登載者の多さ等

町会を通して作成してきました︒しかし︑本人へ

名での記入も可と

も い る た め︑町会

が重いと考える人

﹁ 個人 で は 責任

一つの要因です︒

に協力を依頼した

サポート隊が主に想定されていることも︑町会

況により変わります︒この支援者として前述の

話連絡のみや避難所に同行する等︑対象者の状

なかったが︑荒川の水位がこれまでにない高さ

し た︒発災時 に 十

2
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町会員が記入しやすいように
最低限の項目にしている。

75

12

墨田区では︑個別避難計画 ︵以下︑プラン︶
を︑

（※3）

まであがった︒これを機に︑町会の意見も聞きな

19

ナ ウ
社 会
福 祉

令和元年台風第19号等の、近年多発する水害では、特に高齢者等の要配
慮者に被害が集中しています。これを背景に、国は「令和元年台風第19
号等を踏まえた高齢者等の避難に関するサブワーキンググループ」等を
設置し、避難行動要支援者（※1）の避難について検討してきました。
この検討を基に、令和3年5月に災害対策基本法が改正され、避難行動要
支援者の円滑な避難を図ることを目的に、市町村に個別避難計画（※2）作
成を努力義務化しました。
今号では、避難行動要支援者の円滑な避難支援に向けて、町会を通した
取組みを行っている自治体と町会の事例を紹介します。
（※1）避難行動要支援者：要配慮者
（災害対策基本法では、
「高齢者、障害者、乳幼児その他
の特に配慮を要する者」）
のうち、
「自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ
迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者」と定義されている。平成25年の災
害対策基本法改正により、避難行動要支援者の名簿作成が市町村に義務化された。
（※2）個別避難計画：避難行動要支援者ごとに、避難支援を行う者や避難先等の情報を記載
した計画。

貫井南町東自主防災会では︑夏と冬の年 回︑

人情報を取り扱うことから︑民生委員 名を含

む役員数人のみで慎重に検討しました︒信頼で

分機能を発揮できるか︑今後検証が必要である﹂
防災訓練を主催しています︒夏の訓練は公園で︑

きる近隣の人に﹁○○さんの支援者として︑いざ

と防災課主査の秋田勇一さんは話します︒

救命救急訓練や煙体験︑消火訓練︑炊き出しなど

というときに声をかけてほしい﹂と︑ 人ずつ了

るなどの課題や︑モデル事業の対象者以外への

同じ支援者の名前が何人ものプランに載ってい

ている地域のプラン作成をさらにすすめたい︒

応しきれず︑避難所運営は困難を極める︒子ども

鈴木成夫さんは﹁大災害の際は在宅避難では対

んでもらう形にしています︒自主防災会会長の

の火おこしや調理︑救出救護訓練などに取り組

中学生が自ら考え︑一からテント張り︑炊き出し

もと︑多くの中学生も参加し︑実施しています︒

立南中学校において︑学校や消防署︑市の協力の

冬の訓練は︑発災時の一時避難場所となる市

地域に住む要支援者に避難を促すなどしました︒

います︒令和元年台風第 号の際には︑避難準備

時等の要支援者への自主的な声かけが定着して

以来︑さらに支援者の意識が高まり︑天候悪化

支援者が安否確認を済ませてくれていました︒

依頼しました︒実際は︑依頼時点ですでに大半の

人ずつに電話連絡し︑要支援者の安否確認を

長で自主防災会副会長の天野達彦さんが支援者

年に大雪が降った時です︒貫井南町東自治会会

件でした︒

を行います︒子ども会の子どもたちが楽しく参

プラン作成等︑福祉部局との連携も含め一つず

は守るべき存在だが︑貴重な担い手でもある︒大

天野さんは﹁お互い様の気持ちで︑できることを

令和２年度に作成したプランは
防災課主事の土川翔平さんは﹁町会としても支

加できるよう工夫し︑それに付き添う親の防災

つ解決していきたい﹂と山中さんは話します︒

人が﹃手伝って﹄と言える︑訓練を経験した顔見

防災力を高め︑
自分たちの地域を守る取組み
〜貫井南町東自主防災会︵小金井市︶〜
小金井市の貫井南町東自主防災会は︑戸建住

コロナ禍でもできることを着実にすすめる

東自治会区域の自主防災組織です︒役員は︑消防

以上の独居および高齢者のみの世帯のほか︑要

小金井市の避難行動要支援者名簿には︑ 歳

て︑ 月の指定の日時に︑無事を知らせる﹁安否

きませんでした︒しかし︑集合しない訓練とし

令和 年はコロナ禍で︑例年の防災訓練はで

団の活動経験者や自治会役員等が担っています︒

確認カード﹂を各戸が玄関先に掲示する訓練を

悪天候時などに日頃から要支援者の安否確認

大きな力になる﹂と言います︒

自然にやってくれている﹂と言います︒

26

知りの子どもが多くいることは︑地域にとって

初めてこのしくみが活かされたのは︑平成

1

介護 〜 ︑各種障害者手帳 ︑ 級の方など︑

2

区域内に暮らす人をよく知っていることが強み

宅を中心に約４００世帯が加入する︑貫井南町

19

1

今後について﹁３年をかけて︑現在対象となっ

解を取り︑コーディネートしました︒

援が必要な人を把握でき﹃つくって良かった﹄と

意識を高めることにも取り組んでいます︒

2

の声もいただいている﹂と話します︒

2

75

であり︑地域への愛着が活動の原動力です︒過去

一定の要件を満たす方等が登載されます︒平成

行いました︒カードには︑平時の備えや発災時に

11

取るべき行動︑対策本部と防災倉庫の場所︑避難

2

年 月に貫井南町東自治会と市は︑同市初の

1

の災害の教訓やこれまでの訓練体験から︑地域

3
することをすすめていま

ること︑そのため日頃から各戸が必要な備えを

の方に対し︑発災時にはできるだけ在宅避難す

が市で第 号の﹁災害時要援助者
︵現 避難行動

ました︒翌 年度からは︑同自治会・自治防災会

災害時要援護者情報の共有に関する協定を結び

回収等︑新たな試みも積極的に行いました︒

のほか︑ＷＥＢフォームを活用したアンケート

場所等の地域の防災情報も記されています︒こ

ち︑現在︑同意の上で個別避難計画 を作成して

貫井南町東自治会内の避難行動要支援者のう

は﹁マニュアルづくりより︑まず始めることが重

協議会の活動を推進したい意向です︒鈴木さん
（※4）

1

まな防災活動を積極的に
行っています︒

要︒災害時にこの地域から犠牲者を出さないた

め︑皆で着実に取り組みたい﹂と語ります︒

いるのは 人です︒ 件の重複もなく︑ 人の要

今後は︑近隣自治会等とも協力し︑避難所運営
要支援者︶
支援モデル地区﹂となりました︒

1
す︒その方針の下︑さまざ

24

支援者に対し︑支援者 人を指定しています︒個

1

2

（※3・4）
「個別避難計画」…墨田区では「災害時個別避難支援プラン」、
小金井市では「個別支援プラン」
という名称で周知。

福祉広報第750号・2021年7月８日発行／昭和44年4月25日第三種郵便物認可

3

5

25

1

19

役員の皆さん
貫井南町東自主防災会

85

中学生が自ら考え︑
動く防災訓練を実施

一昨年の小金井市立南中学校
での防災訓練の一コマ

（左から）
墨田区防災課
主査 秋田勇一さん
課長 山中淳一さん
主事 土川翔平さん
（後列左より）
副会長 大澤則雄さん
災害支援担当副部長 緒方澄子さん
書記 小島芳恵さん
災害支援担当副部長 稲葉敦子さん
（前列左より）
副会長 天野達彦さん
会長 鈴木成夫さん
副会長 大澤利之さん

﹁みんなのひろば﹂は
誰もが自分らしく遊べる場所

夫をしている﹂と説明します︒

を想定し︑誰もが安心して遊べる工

を使用するお子さんも来園すること

が不安定なお子さんや︑車椅子など

が楽しめる遊具が揃っています︒

辿ってゴールできる迷路など︑誰も

ど も で も パ ネ ル に 刻 ま れ た 足跡 を

しめるシーソー︑視覚障害のある子

まな立場の来園者が快適に利用でき

多様なニーズに応えるため︑さまざ

すすめてきた︒さらに公園利用者の

等に基づき公園のユニバーサル化を

でも﹃東京都福祉のまちづくり条例﹄

川崎幹雄さんは﹁都立公園はこれま

園協会砧公園サービスセンター長の

景について︑公益財団法人東京都公

ンクルーシブな広場です︒設置の背

わらず誰もが楽しめる遊具が揃うイ

力︑経済・社会的背景などの違いに関

﹁みんなのひろば﹂は︑年齢や性別︑能

世田谷区 の 都立砧公園内 に あ る

にしました︒そのほか︑広場から一番

子等でもスムーズに通行できるよう

スファルトを採用し︑歩行器や車椅

動線にはがたつきの少ない密粒度ア

ました︒また︑駐車場から広場までの

め厚みのあるゴムチップ舗装を施し

を中心に転倒時の刺激を軽減するた

こととしました︒準備では︑遊具周り

応している遊具を新たに取り入れる

移設し︑ユニバーサルデザインに対

つの遊具広場である﹁子どもの森﹂に

ていた遊具は︑公園内にあるもう一

に伴い﹁アスレチック広場﹂に設置し

ていた場所に設置されました︒それ

面の 種類を設置しています︒

え︑背もたれ付きの座面と皿型の座

ものを選べるよう︑通常の座面に加

の一つです︒子どもが自分に合った

います︒また︑ブランコも人気の遊具

て滑り台を楽しめるよう設計されて

を設けることで︑
車椅子から乗り移っ

車椅子の座面とほぼ同じ高さの段差

ています︒併設されている滑り台は︑

一望できるトップデッキにつながっ

されたスロープを上ると︑公園内を

や歩行器でも上れるよう幅広に設計

のシンボルとなっています︒車椅子

あたって設計された遊具で︑広場内

い号﹂は﹁みんなのひろば﹂の設置に

複合遊具の一つの船型遊具﹁みら

フレットの配布等で積極的に周知し

たり︑ホームページへの掲載やリー

﹁みんなのひろば﹂のオープンにあ

と話します︒

認め合って遊んでいるように見える﹂

大人よりもごく自然に互いの違いを

いる︒そこに障害の有無は関係なく︑

ルールを学び合い︑成長していって

有することで︑人間関係の築き方や

ちは公園という同じ空間で遊びを共

ない﹂と言います︒続けて﹁子どもた

い︒広場の遊び方︑楽しみ方に正解は

ター遊具で落ち着いて過ごすのも良

める︑鳥の声や風の音を聴く︑シェル

楽しむのも良いし︑広場や草花を眺

川崎さんは﹁ブランコや滑り台で

る公園環境をめざし︑誰もが共に楽

近い多目的トイレは︑手すりの配置

広場の片隅には︑大きな切り株を

ました︒また︑区内のＮＰＯの協力の

自分に合った遊び方ができる場所

しむことができる遊具広場の検討を

を見直し︑オストメイトへの対応や

モチーフにした遊具があります︒こ

もと︑障害児を持つ家庭にも周知し

▼ 都立砧公園﹁みんなのひろば﹂︵世田谷区︶

開始することとなった﹂と話します︒

ユニバーサルシート
︵大型ベッド︶
を

れは︑音などの刺激に敏感な子ども

必要とする人が安心して
利用できる広場に

平成 年度には障害のある子どもの

設置しました︒

﹁みんなのひろば﹂は︑駐車場から

令和 年 月に﹁みんなのひろば﹂を

を開始し︑令和元年度に整備に着手︑

す︒川崎さんは﹁公園周辺には福祉関

び出し防止のため︑柵を設けていま

には︑迷子や広場外への子どもの飛

数取り入れられています︒また︑周辺

ちが一緒に遊べる楽器遊具などが複

できる複合遊具や︑多くの子どもた

で音が鳴る楽器遊具や︑幅広の座面

す︒そのほか︑鍵盤を上から押すこと

回転できるスペースを確保していま

しており︑内部は車椅子でも十分に

いエリアを避けた静かな場所に設置

のシェルター遊具です︒利用者の多

が中に入って心を落ち着かせるため

トを企画していたが︑新型コロナの

てもらえるよう︑さまざまなイベン

さんを持つ家庭にも積極的に利用し

ました︒川崎さんは﹁障害のあるお子

け︑ か月間の閉鎖を余儀なくされ

一度目 の 緊急事態宣言 の 発令 を 受

ました︒しかし︑オープンから数日で

誰もが安心して遊べる設計

オープンしました︒

3

3

識者などの意見をふまえながら設計

の距離や園路︑広場の広さ等を勘案

影響ですべて中止になってしまった︒

◆

があり︑友だちや介助者と一緒に楽

3
係施設や病院などが複数ある︒歩行

2

広場内には 基で多様な遊び方が

関係者やユニバーサルデザインの有

◆

し﹁アスレチック広場﹂として開放し

30

1

◆

4
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M onthly News

福祉のできごと
2021.5.26 - 6.25
※対象期間外のできごとを掲載させていただく場合もあります

改正障害者差別解消法が公布

6
4

pick up 事業者に対して、社会的障壁の除去の実施につい

て、必要かつ合理的な配慮をすることを義務付ける
「改正障害者差別解消法」が公布。公布の日から
起算して３年を超えない範囲内において政令で定め
る日から施行。

「障害者雇用・福祉施策の連携強化に関

6
8

する検討会」の報告書を公表
転んでも刺激を吸収してくれるゴムチップ舗装

厚労省は、障害者本人のニーズをふまえた上での一
般就労を実現するため、支援者の育成や確保、雇
用施策と福祉施策の連携の強化に関する具体的な
方針を盛り込んだ報告書を公表。報告書で示された
方向性をふまえ、制度改正の議論をすすめる方針。

改正育児・介護休業法が公布

6
9

子どもの出生直後の時期における柔軟な育児休業
の枠組みの創設や、育児休業を取得しやすい雇用
環境整備および労働者に対する個別の周知・意向
確認の措置を義務付けること、育児休業給付に関す
船型遊具「みらい号」

る所用の規定の整備などを盛り込んだ改正育児・介
護休業法が公布。令和4年4月1日より順次施行。

医療的ケア児支援法が公布

6
18

医療的ケア児の日常生活や社会生活を社会全体
で支援する体制を強化する
「医療的ケア児及びその
家族に対する支援に関する法律」が公布。保育所
や学校に看護師等を配置することや、医療的ケア児
支援センターを設置し、切れ目ない支援を実現する
等、医療的ケア児への支援が国や地方公共団体の
責務として明文化された。令和3年9月18日に施行。
シェルター遊具「きりかぶ」

一度目 の 緊急事態宣言 の 解除後 は︑
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障害のあるお子さんを持つ家庭を対

5

象に広場の開放時間を試行的に早め

るなどした︒平日に実施したため︑

人程度の利用だった︒まだまだ障害

のあるお子さんの利用は多いとは言

えない状況﹂と言います︒続けて﹁現

在も︑感染リスクの観点から積極的

に周知できない状況だが︑今後もこ

の広場を必要とする人が安心して利

用できるよう︑模索していきたい﹂と

話します︒

広 告 欄

10

連載№

12

〜緊
緊急
緊急事
緊急事態
緊
急事態
事態
事態宣言
態宣言
宣言
言期間を
言
言期
を中心とし
を中心
した福祉施設・
した福祉施設・事
設・事業
・事業所の取組
取組み〜

新型
新型コロ
新
ロナウイ
ロナウ
ウイルス（以
ウ
（以下、新
下、新型
型コロナ）感染
感染拡
感染
染拡大の影響に
により、福
、福祉施設・事業所には
祉施設
業所には利
利用者の命・生活
利
生活、職員
職員の
安心・
心・安
安全
全を守る
るため、こ
め、これ
これまで以上
以上に厳し
に厳しい感染
感染症対策が求め
求め
められています。特に国
ます。 に国による緊
国に
国
緊急事態宣
態宣言およ
言および東京
東京
都による
る緊急
急事態措
措置期間中
措
中（令和2
令和2年
2年4月7日〜5月
月25日）
5日）は、各
各施設等において
おいて新たな感染症に
おいて
いて
な感 症に配
に 慮しつつ、利用
に配慮しつ
利用者
用者
の日常を
常をい
いかに
い
に守るか
か苦心し
苦心し、
、工夫を重
重ねていた時期
た時期
期でした。令和3
期
和3年に入
に入ってもなお感染拡大
てもな 感染拡
染拡
拡大の状
の状
状況が続き
続き、東
き、東京で
は緊
は緊急事態措
態措置や
置やまん
やまん延
ん延防止等重
重点措置の
の
の対応が取られ
の対応
れています。
本連載では
載では
は 令和2年4
は、令和
年4、5月の一
一度目の緊
一度目
緊急事態宣言期
期間以降
間以降に、福祉
福祉施設・事業
・事業所等
業所等
業所等
等が未知の感
未知の
知の
の感染
感染症
染症にどの
どのように
向き合
向き合い、利用
用者の生
の生活を
を守る工
守る工夫や
夫や取組みを
をしてきたの
きたのか
かを発信してい
いきま
いき
きます。
す。
今回は、保育園と
と、福
福祉
祉作業
業所について
いて取材しま
しま
ました。
まし
＊今回、紹介す
今回
介する事
る事例のさ
のさらに詳
に詳し
しい内容は、
は、本会の「
の「ふく
ふくし実
く
くし実践事例ポ
事例ポ
ポ
ポータル」
ポータ
でご覧になれ
れます。
す。
。（htt
（http:
p://fukushihi-portal.tok
.tok
oky
kyo/）

コロナ禍を契機に保育の本質を
振り返る 〜社会福祉法人菊清会

延長されれれまました︒休園期間中は対象

順の見直し︑ココ
コーナ
ナナー保育の充実︑

変更などを行
行行行いました︒

世田谷区にあるさくらしんまち保

画作成そ
そそそその他の作業を行う者︑③自

行う者︑②出勤して打合せ
せせや保育計

のあ
ああり方ややコロナ禍における対応を

休園期間中中には︑これまでの保育

ことができるなど︑生活のさまざま

グ形式でごはんやおかずの量を選ぶ

を始めることができ︑セミバイキン

ももたちが食べたいタイミングで食事

ことができます︒また︑給食は子ど

各自が遊びたい場所を選んで過ごす

コーナーやおままごとコーナーなど︑

育士による
るるるる寝かしつけや︑保護者向

し︑工作な
なななどの
のの遊遊びはもちろん︑保

ブ保育を企画しま
まままました︒歌やおはな
まま

チューブ
ブブブ
ブブブブチャンネルをを
を活用したウェ

安 心 し てててて 過 ご せ る よ うううう
う︑ 園 の ユ ー

い子どももももと保護者がが
が自宅でで
で少しでも
ででで

求められ
れれれれた休園期間中︑登園できな

社会的的的的に﹁ステイホ
ホホーム﹂が強く

はは︑子どもの健やかかな成長や運動発

その結果︑例えば運
運運動会につついて

みみんなで話し合った﹂と
とと言いますす
す︒

いててどう思う？﹄と問いかかけながら
らら

たこことがなかったので︑
﹃これにつ

嶋ささんは﹁今まで立ち止まって考え
ええ

う点から意見を出し合いました︒小小

で大切切にしたかったことは何かといい

いるののか︑自分たちが保育をする上

たが︑４
４４月 日には休園が決定しまままま
ま

者に対し登園自粛要請をしていましし

本以上︒保護護
護者からは﹁毎日子ど

日のように更更更更
更新新した動画は︑合計で

保護者へのののの
のメメッセージとともに毎

見学ありで実施

確保保
保し︑保護者者

て身体的距離を

また︑６月かららら
ららの登園再開にあたっ
ら

までの保育育を見

6
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者を限定定定し
しした応急保育のみが行われ︑ 身体的距離をを
を確保
保保できるレイアウト

〜 人
人人人人人人人人人の子どもたちが登園していい

職員ワークシショップで保育を見直す

年年 に 開 設 し た 定 員

考える職員員ワークショップも実施し
考考考

ました︒園では︑①出勤して保育を

育 園 は︑ 平 成

宅待機ををををする者のローテーション勤

な場面で子ども自身が選択する機会

けに給食で
でで使用しているドレッシン

表表の様子を保護者に見
見見てもらうこと

ついて︑︑そもそも何のためにやって

を大切にしていることが園の特徴です︒

グのレレレ
レシピ
ピピを解説するなど︑職員の

が大事という結論に達しました︒レレ

緊急事態宣言から休園まで

得意分野を活
活活かした動画を限定配信

一回目
目目の緊急事態宣言が発令され

しした︒刻々と状況が変化していたこ
し

もと楽しく見ててててて
ています﹂といった声

た令
令令和 年年年年 月︑世世田谷区では利用

の時期︑園長の小嶋泰輔さんは︑閉

することとと
としま
開園しし続けるる
ることのリスク︑また不

ては︑感染リスククク
ク
クククク低減を徹底しながが

﹁行事に限らず︑

した︒
安があ
ああある中で子ども
ももももを預けざるを得

ら︑子どもたちががが
が
がができるだけこれれま

新型コロナといい

具体的には︑登降園園や食事などの手

で過ごせるよう準備備備
備備をすすめめました︒ う状
状状況を︑ここれ

小嶋さんは
ない保護護者の思思思思思思
思い
いいいなどを考えると︑

でと同じような環境やスケジュュールル
ル
6

休園は当
当当初 月月 日から 月 日
当当当
5

5

まで
でででしたが︑その後 月末日まで

20

悩みが尽きなかったといいます︒

70

愛し︑園内で必要な
ななスペースを取っ

クリエーション要素の強い種目はは割

動画ををを
をををを活用したウェブ保育
を

務とし︑出勤率の抑制制
制を図りま
まました︒ ました︒園が取り組んできたことに

100名の認可保育園です︒

さくらしんまち保育園
︵世田谷区︶

6

で家庭に届け
ででででで
けけけけました︒

仕切られており︑子どもたちは絵本

階建ての園舎の室内は玩具棚で

2
20

が寄せられまししししししししした︒

2

園にによる子どもや保護者への影響︑

4

17
7

4

ウェブ保
ブ保育の様子

◆

5

◆

2

◆

業務改
改改善につなげて
ててていった︒大切な

直す
すす絶好のチチャンスと捉え直して︑
用者の支援を行っています︒

という運営方針に基づき︑ 名の利

工賃の半減や行事の中止
止止止止による作
止止止
業の質や生生活の質へのの影
影影影影影響

令和 年年度の一人あたり
りりりりの工賃はは

しい状況になって

います︒︒

地域域の人々との

いた喫茶店も︑外

新型コロナ対策のための新たな対応
令和 年 月以降︑毎日の検温や

分に減りました︒作業の主力
力力力であっ

部部からの新型コロ

に関する質問も受けけ
け付けけたところ︑

上で施設見学を再開し︑
︑︑子育て全般

和和和 年年年年 月には必要
要要なな対策を講じた

ににも制約がある状況でです︒園では令
に

おり︑︑保育
育育園を探すた
たための施設見学

面で職員がサポートするほか︑ポスス
面面

の定着に注力しました︒手洗いの場

方もいるため︑感染症対策への意識

シャルディスタンスの理解が難しい

りマスクへの抵抗がある方やソー

利用者の中には︑障害の特性によ

た︒八重樫さんは﹁一生懸命働いててて
て︑ 良かったた﹂と感感じてもらいたいと頑

やイベントの開催もも中止となりりまししししししし
し

また︑作業所が主催催する宿泊旅行
行行行行行

用につながる門は狭くくなりましたたたたたたたた
たた︒

業の経営悪化の影響を受受けて新規
規規規採採

就就職説明会が軒並み中止ととなり︑企企
企

張っててきた経経緯があるので︑いつか
かか

地域の人人々にもも﹁この施設があって

り 合 い にに つ な が っ て い る
るる 場 で す︒

自分が働い
いいている姿を見てももらう張

るように閉店店しています︒利用者は

利用者がより広広い場所所で昼食をとれ

交流
流流の場となって

向きになれれ
向向
れた﹂とと振り返ります︒
消毒のほか︑作業時間の短縮や︑更

た贈り物の菓子を生産する企業業から

新型コロナの影響響により︑地域に
新新

保護者
者者にも喜んでもらええ
えたといいま

タターを貼って視覚的に訴えたり︑利利
利

遊んでリフレッシシュというメメリハリ

月額平均均 千千1000円で例年
年年年の約約半

地地地地域
地
域域の施設とししてできることを
衣室や食事のスペースの人数制限な

ナの感染リスクをを

す︒また
たた︑福祉の担い手をを育
育育てるたたた
た

用用者に考えてもらうような問いかかけ

おける子育て環境
おお
境境はは厳しさを増して

め︑︑
めめ
︑保
保保育育
育実実
実習生の受入れもも行ってい

再開開させたいいと考えています︒

福祉施施
施設とししし
しして︑これからも
し
ももさまざ

ルススへの対応に伴う就労継続支支
支援事事

国から示された﹁新型コロナナ
国国
ナウイイ

たとと
と思う﹂とと話しますす︒

作業の質や生活の質へもも影響があっ

が難しい利用者も少なくくないため︑

八重樫樫
樫さんは﹁これからは感感染症

今今まで以上に利用者の居場所ととな
る事業所のあり方を模索する

れる︒自分自身で気分転換換すること

まな形形
形形形形で地域の子育てに貢献献してい

業のの
の取扱い等について﹂におおいて︑

サービス提供を行いましたた︒多い時

れ︑ 希希 望 す る 利 用 者 に は 在在 宅 でで
での

在宅等等での柔軟な取り扱いがが
が認
認認めめ
めら

した︒年年 回実施すする家族連絡会も

ントや電話でのやりりとりに変更しま

て作成していた個別支支援計画をプリ

このほか︑毎年家族族との面談を経

定定でです︒また︑今まではより高い工工
定

況況にに即した日課の組み替ええを行う予予
況

話しまます︒そのため︑コロロナ禍の状

う視点点で考えてて
ていく必要があある﹂とと

とどのように付付
付き合っていくくかとい

にはは 名が在宅作業となな
なり
りり︑職職
職員員
員が

令和 年度はすべてて中止となり︑家家

賃を払うことを目標としてきましした
賃賃

回の電話連絡を行い
いいましし
した︒

日

するるる
る旭出調布福祉
祉祉作業所は︑
︑︑主に知

社会会
会福
福福祉法人大泉旭出学園が運営

たから安
安安心できたという家
家家族の声声
声も

変さの反面︑電話でのやりと
ととりがああ
あっ

に多くの時間とエネルギーー
にに
ーを使う
うう大

員が在宅宅勤務ででできる業務は少ななく︑ ていい
いく必要があると考えています︒

退もあり
退退
りりました︒仕事の性質上︑職

さらに︑職員のの退職や採用内定定辞

これ
れれかからも利用者が主役にななれる作

るここ
ことにも重きを置いて事業
業業展開し

心とのバランスを取りながら活活動す

がが︑これまで以上に利用者の居場場所
が

的障害のあ
あある方を対象に︑就労
労労移行

あり︑コ
ココロナ禍の不安を少少
少しで
ででも和

業務の継継続に不安安を感じる職員ももい

族 と 直 接 お 話 し すす る 機 会 が 大 幅 にに

支援事業と就労継続支援Ｂ型事
事事事業をを
を

らげるこことができた﹂と施施
施設長の八

運営
営営する多機能型事業所です︒
﹁利
利利利利

重樫央行行さんは話します︒

業所所
所ののあり方を模索していい
いきます︒

用者者
者が主役になれる支援を提提供する﹂

ます︒ここのため人人材確保がさらにに厳
まま

旭出調布福祉作業所
︵調布市︶

◆

ととしての役割やコロナ禍におけける安
と

3

減ってて
てししまいましした︒

2

コロナ禍でも利用者が主役にな
れる 福 祉 作 業 所 のあ り 方 を 考
える 〜社会福祉法人大泉旭出学園

きたい﹂とと
と話します︒

たとと感じています︒

があるからこそ利用者は作作業を頑張

7

小小小嶋
小
嶋嶋さんは今後についてて﹁地域の

ますす
まま
す︒︒
︒

2

響響しました︒就労移行支援事業
業業業でも︑ 抑えるため︑また︑

の受受注が減ったこと等が︑工工賃
賃賃賃へ影

ことを確認して工夫していこうと前
ここここ

◆

どの感染対策を行っています︒

2

8

65

を繰繰
繰り返しながら徐々に根付いててき

3

﹁職員にとってこれまでににない仕仕
仕事
事事

0
2 40

菓子の詰め作業
詰め作業の様子
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◆

2

◆

1

さくらし
しん ち
しんま
ち保
保育園
保育園
園長
長 小嶋
小嶋泰
嶋泰輔さ
嶋泰
泰輔さん
旭 調布
旭出調
旭出調布
布福祉作業所
布福祉作業
布福祉作業所
布福
福
業所
業所
（右か
から
ら）
所長
所
長 八重樫
八重
重樫
樫央行さ
樫央行さ
央
ん
事務長
事務長
務
吉川
吉川利英さ
ん
サービス
ビス管
ビス管理
管理責任者
任者
者 三浦
三浦悦子さ
浦悦子さん
作業担当
作業担当
担当
当 松田治
松田治代さ
さん

11,306,525
4,043,700

1,514,366
西脇基金

11,770,059

57,793,112
10,000,000

9,601,440

施設部会特別活動

108,042,972

76,090,962

598,116,000

598,116,000

東京善意銀行

69,600,408

69,510,233

141,560,678

146,993,158
社会福祉事業

ヒカリ興業奨学基金

72,683,428

17,928,000

13,852,840

5,300,015,162

5,314,734,104

12,734,250,181

12,720,225,756

一般会計

の研修を収録型ＷＥＢ研修に切り替

実な学びの場を提供するため︑一部

型研修の開催が困難な状況の中︑確

○福祉人材センター研修室では︑集合

杉浦基金

﹁人材定着・離職防止相談支援事業﹂
○

○従事者共済会では︑令和元年度に実

まえ︑従事者共済会規程と資産管理

介護福祉士等修学資金貸付事業

90,653,569

453,723,721

保育士修学資金貸付事業

91,802,010

863,209,130

15,007,575

4,006,399

3,122,969

18,255,731,590

19,500,091,508

離職者支援資金
（都・子育て加算）

さらに︑各部会の特性に応じて︑新

活動の平常化に努めました︒

等でオンライン開催を導入し︑部会

○施設部会では︑主要な会議・研修会

からの委託等により開始しました︒

の応援職員の派遣調整﹂を︑東京都

○
﹁ 新型コロナ集団感染症発生施設へ

画配信を行いました︒

践発表会をオンラインで実施し︑動

を行いました︒これらをもとに︑実

をふまえた新たな活動事例等の把握

回実施し︑活動継続の工夫やニーズ

の地域公益活動の状況把握調査を

生活福祉資金

臨時特例つなぎ資金

60,798,900

公益事業

167,830,609

917,490

要保護世帯向け不動産担保型生活資金

東社協事業報告
16,274,109
6,708,513

○東 京 都 地 域 公 益 活 動 推 進 協 議 会 で

30,100,000

14,185,357,404

ゴールドマン・サックス市民活動協働事業

57,299,897

276,980

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

8,633,688

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

は︑オンラインを活用した調査やＷ

16,274,109

えて実施しました︒

72,683,428

東京都地域公益活動推進協議会

受験生チャレンジ支援貸付事業等貸付事業

年度事業報告および決算が︑

福祉基金

細則の一部改定を行いました︒

多重債務者生活再生事業

自立生活スタート支援事業

令和

権利擁護事業

東京都民生児童委員連合会

ＥＢによる研修会等を実施し︑適正

281,975,800

1,905,425,189
東京ボランティア・市民活動センター

監査ならびに令和 年 月 日の理事

831,195,246

236,294,277

は︑コロナ禍における社会福祉法人

2,927,184,492

126,354,784

生活福祉資金貸付事務費

30,100,000

12,955,716,428

合計

な運営の確保に努めました︒

831,195,246

236,294,277

ネットワークの構築・協働と
幅広い参加の促進

34,639,000

951,468,419

従事者共済会

単位：円

施した数理計算とＡＬＭ分析等をふ
に事業開始後最多の 千２６９件の
相談がありました︒
○東京都福祉人材対策推進機構に新た
に専門部会︵人材確保︶を設置し︑
東京都福祉人材センターのあり方に
ついて検討しました︒

36,883,377

951,468,419

計

253,670,753,528 135,363,539,782

生活福祉資金

○新型コロナの影響をふまえた﹁緊急
小口資金﹂
﹁総合支援資金﹂の︻特例
貸付︼は︑令和 年度の貸付決定件
数が 万 千件超︑送金額は 千２
９６億円超になりました︒

福祉水準の向上を支える
基盤の強化

○社会福祉法改正後の役員改選時等に
役立つ﹁社会福祉法人のための規定
集 役員会運営の実務編﹂を発行し︑
適正な法人運営に寄与しました︒
○区市町村社協︑行政︑ハローワーク
と共催の﹁地域密着相談面接会﹂を
地区で 回実施し︑参加者数は
千１３４人でした︒新型コロナ感染
拡大防止のため︑ 地域 回を開催

地域福祉活動推進事業

出版事業

ボランティア・市民活動総合基金

支出
収入
拠点区分

では︑
﹁福祉のしごとなんでも相談﹂

中止としました︒

282,020,787

1,905,425,189
東京都福祉人材センター

会︑同 日の評議員会を経て承認され

年目として取組みを推進しました︒
令和 年度は︑新型コロナの感染拡
大防止のため︑多くの集合型の事業や
活動が中止や延期を余儀なくされまし
た︒そのため︑ＷＥＢを活用した情報
発信や︑オンラインによる研修や主要
な協議の場の設定により︑各事業を展
開しました︒
膨大な申請のあった生活福祉資金の
﹁緊急小口資金﹂と﹁総合支援資金﹂の
︻特例貸付︼の対応を︑東社協内および
東京都等からの応援職員派遣により行
いました︒

安全・安心と権利擁護︑
自立生活支援の推進

○地域福祉権利擁護事業の契約件数は
千９７６件となっています︒
○
﹁ 地域と家庭裁判所の連携による成
年後見制度の新たな選任・利用支援
のしくみ﹂を推進し︑ 区市で取組

2

ました︒
﹃平成 年度︵２０１９年度︶
からの か年 東社協中期計画﹄の

31

3,740,738,186

※支出が収入を上回る会計は前期末支払資金残高により充当されています。

2

1

25

3

2

みが行われました︒

1

計

公益事業区分

32

9

令和

○福 祉 サ ー ビ ス 運 営 適 正 化 委 員 会 で

13

令和２年度
東社協決算報告の概要（資金収支総括表）

3

1

社会福祉事業区分

2

10

事業区分

2

20

一般会計

2

6

11

19

3

2

２年度

1
3

8
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発
東社協

型コロナ対策のための委員会活動や
調査活動を実施しました︒
○東京都民生児童委員連合会では︑動
画配信による研修会を開催し︑事前

○都内 自治体を対象に﹁感染症リス

附配分のニーズを的確に把握するた

トワークの﹁区市町村ネットワーク

○社会福祉法人の連携による地域ネッ

実施︑現状や課題を報告書にまとめ

所の備えと取組みに関する調査﹂を

ク下での自然災害に対する福祉避難

した動画を作成しました︒

めに︑アンケート調査を実施して︑

代表者連絡会﹂をオンラインで開催

○東京善意銀行では︑福祉施設等の寄

寄附の適切な配分に努めました︒

ました︒

○地域福祉コーディネーター等を対象

告されました︒

情報発信と提言

として︑冊子と動画を作成しました︒

中学生の職場体験で活用するツール

○福祉の魅力可視化プロジェクトでは︑

し︑コロナ禍で学校が休校になった

となどに対して講師からの助言を盛
に︑オンラインセミナー﹁ウィズコ

家庭に対する支援などの取組みが報

地域の取組みの支援と普及

り込むなど︑講義内容に工夫を凝ら
ロナにおける社協の地域づくり﹂を

アンケートを取り︑具体的な困りご

して研修効果を高めました︒

東社協法人基盤の強化

祉推進検討ワーキング﹂を 回開催

○地域福祉推進委員会の下で﹁地域福

○社会福祉法人の地域ネットワーク︑

し︑ つの提言による報告書﹁
﹃東京

画の推進評価と次期中期計画の策定

開催しました︒

では︑コロナ禍において︑活動現場

民生児童委員協議会︑社協の三者連

らしい 包摂・共生型の地域社会づく

に向けた検討を行いました︒

○総合企画委員会において︑多くの事

に行くことなくオンラインや在宅で

携による協働体制︵東京モデル︶確

り﹄をめざして﹂を作成しました︒

業の見直しや変更をふまえ︑中期計

体験できる﹁リモート・ボランティ

立に向けて︑三者連携の事例を紹介

利活動法人パーソナルケアサービス小

ヘルパーステーション長安／特定非営

▽東京都介護保険居宅事業者連絡会

ター／用賀あんしんすこやかセンター

谷区恵比寿西二丁目地域包括支援セン

別養護老人ホーム文京小日向の家／渋

／特別養護老人ホーム 花ざかり／特

こぶしえん／小石川ヒルサイドテラス

第三みどりの郷／特別養護老人ホーム

▽東京都高齢者福祉施設協議会

さんさん森の保育園大井町／さんさん

キッズちょうふ園／若葉の詩保育園／

く保育園／つむぎ保育園／パイオニア

園／頌栄しらゆり保育園／墨田わんぱ

音楽学園保育園／外神田かなりや保育

矢川保育園／そらのいえ保育園／蒲田

市立境南保育園／さくらっこ保育園／

保育園／武蔵野市立境保育園／武蔵野

調布市立下布田保育園／武蔵野市立南

▽保育部会

障害者施設 浅草みらいど

▽知的発達障害部会

障害者支援施設 こぶしえん

▽身体障害者福祉部会

ゆくい／らいふすくーる桐ヶ丘／ＬＩ

▽情報連絡会員

あじさい

港区立母子生活支援施設 メゾン・ド・

▽母子福祉部会

江戸川つむぎの家

▽児童部会

株式会社 翔設計

▽賛助会員

中野区立 若宮高齢者会館／メルディ

ドハウス京橋／すこやか 訪問介護／

ＦＥ ＳＣＨＯＯＬ 溝ノ口／中央区

金井かいわい／ヘルパーステーション

森の保育園戸越公園／明日葉保育園西

令和２年度共同募金の御礼

令和2年度の共同募金運動は、多くの都
民の皆さまに支えられ、74回目の運動を
実施することができました。ご支援、ご協
力を賜りました皆さまに厚く御礼申し上げ
ます。
昨年度は、世界中が新型コロナウイルス
感染症に翻弄された一年でした。感染症に
よりお亡くなりになられた方々には心より
お悔やみ申し上げます。また、罹患された
方々、感染拡大の影響を受けられた方々に
謹んでお見舞いを申し上げます。
共同募金運動も昨年度は感染拡大防止を
最優先とし、人との接触の機会が多い募金
方法の自粛をお願いさせていただきました。
そのような中でしたが、社会福祉施設にお
ける感染防止対策、経済活動の縮小に伴う
貧困、長引く自粛生活を起因とするＤＶや
虐待の増加など、コロナ禍における新たな
福祉課題に対する都民の皆さまの関心も高
く、多くの寄付をお寄せいただきました。
先行きの不透明な大変厳しい社会情勢の
中にあって、皆さまのたすけあいのお気持
ちが子どもから高齢者まで支援を必要とす
る方々を支えていただいております。今後
も皆さまの変わらぬご理解とご協力を賜り
ますようよろしくお願い申し上げます。

社会福祉法人 東京都共同募金会

アトータルサポート上野／ブルーワン

立知的障害者グループホーム フレン

いきいき／合同会社オアシス えがお

片園／小池保育園／練馬区立豊玉保育

新会員のご紹介

／ニチイケアセンター中村橋／やかた

園／このめ保育園／クローバー保育園

東社協

ア﹂を企画実施しました︒

○東京ボランティア・市民活動センター

62

三本木／ニチイケアセンター中野

／岩本町ちとせ保育園
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7

5

6

5

4

都内の中学校・高校で実施中！
フクシを知ろう！なんでもセミナー
は程遠い仕事だと思っていたが︑

の話など多岐にわたります︒
︵表
ジが一気に良い方向に変わっ

支える仕事だったので︑イメー

みたいと思った﹂
﹁人として人を

﹁部会・連絡会からの提言﹂を整

まとめ︑
﹁委員会からの提言﹂と

に重点的に取り組むべき事項を

は︑毎年︑地域福祉推進のため

東社協地域福祉推進委員会で

して

生型の地域社会づくり﹂をめざ

︻提言Ⅰ︼
﹁東京らしい 包摂・共

●第１部 委員会からの提言

﹁地域福祉推進に関する提言２０２１﹂
を発行しました

１︶

た！﹂などの感想がありました︒

働く様子を聞いて︑私もなって

令和２年度は︑新型コロナの
︵表２︶

▽内容

影響による休校もあり︑依頼件

東京都福祉人材センターで
頼に応じて出前型で授業を行う
数が前年より減少しましたが︑

は︑都内の中学・高校からの依

ナー﹂を東京都の委託事業とし

﹁フクシを知ろう！なんでもセミ

を受け︑延べ２千７０３人の生

染状況をふまえた授業の見直し

授業の実施等︑学校現場では感

感染はいまだ拡大しており︑社

れました︒また︑新型コロナの

的支援体制整備事業﹂が創設さ

に社会福祉法が改正され︑
﹁重層

者福祉施設のもつ社会福祉の

＊地域包括ケアの構築には高齢

︻主な提言〜抜粋︼

提言

●第２部 部会・連絡会からの

設置・運営に向けて

︻提言Ⅱ︼感染症対策や水害対策

徒にセミナーを実施しました︒

など︑生徒と社会のつながりや︑

会福祉施設・事業所では利用者

理し︑提言活動を行っています︒

う若い世代に介護・福祉の仕事
コロナ禍において︑学校でも

キャリア教育・総合的な学びの

の命と安心安全な生活を守るた

今年度も︑緊急事態宣言の影

の魅力を伝え︑興味関心を高め
例年実施していた職場体験やボ

工夫が行われています︒東京都

校から︑計 回 コマの依頼

ることを目的にした事業です︒
ランティア体験等が縮小・中止

福祉人材センターでは︑感染対

て実施しています︒次世代を担

﹁家庭科﹂をはじめ︑
﹁総合的
となることが多い中︑福祉の仕

をふまえた福祉避難所の円滑な

な時間﹂や﹁生活と福祉﹂など
事の魅力を伝え︑身近に感じて

め︑さまざまな工夫をしながら

国においては︑令和 年 月

の授業で実施することが多く︑

策に留意しながら︑引き続き次

響による生徒の分散登校や短縮

学校からの依頼内容も福祉全般

もらうことができる貴重な機会

事の魅力を発信していきます︒

世代を担う若い世代に福祉の仕

おいては︑コロナ禍で改めて人

支援にあたっています︒地域に

＊福祉人材確保・育成・定着へ

保険事業所の役割について

＊災害時・非常時における介護

の取組み

＊長期化する新型コロナウイル

者への無料定額診療事業の利

する生計困難者又は生活困窮

ス感染症流行下において増加

まえ﹁委員会からの提言﹂と﹁部

chosa/teigen/

https://www.tcsw.tvac.or.jp/

※
﹁提言２０２１﹂
の詳細はこちら

など

用

動の充実を図ってまいります︒

意見をいただきながら︑提言活

今後も︑関係者の皆さまのご

ました︒

会・連絡会からの提言﹂を行い

委員会ではそうした視点をふ

要性が高まっています︒

地域づくりに取り組んでいく必

され︑新たなつながり方による

と人との関わりの大切さが確認

総合力を活用すること

をテーマにしたものから︑福祉

69

となりました︒

表２ 生徒の感想（主な内容）

6

51

参加した生徒からは︑
﹁自分と

・福祉やボランティアについての入門的な話。
・福祉をテーマに生徒が課題を見つけるための内容。
（弁論大会に向けて、調べ学習のテーマ決め等）
・現場で働いている方の話を聞きたい。
（職場体験実
施に向けて、職場体験中止に伴い、社会人として
「働くということ」について等）
・福祉関係の仕事の種類、仕事に就くために必要な
資格、やりがい等について。
・障害のある方から、地域の中で生活している様子
が聞きたい。
（視覚障害のある方）

2

19

施設職員を講師とした職業講
話︑障害のある当事者の方から

表１ 学校からの依頼内容（主な内容）

・自分とは程遠い仕事だと思っていたが、働く様子
を聞いて、私もなってみたいと思った。
・やりがいや利用者さんの感謝の気持ちがしっかり
と伝わって、楽しく仕事ができるのだなと思った。
・たくさんの知識を身につけることができ、大変な
こともあれば、やりがいもあるいい仕事だと思っ
た。
・人として人を支える仕事だったので、イメージが
一気に良い方向に変わった！
・仕事は難しそうだけど、人と話せて楽しそう。
・福祉は幅広くつながって、色々な人たちの行動で
できあがっているんだなと思った。
・福祉はたくさんの身近な場所で私たちの生活を支
えてくれているんだと分かった。
・自分がけがや病気をしたり、親の介護などもある
ので他人事ではないと思った。
・
『ありがとう』といわれる嬉しさがあってサッカー
部のマネージャーを続けている。福祉の仕事と通
じるところがあり身近に感じた。
・進路にちょうど迷っていたので、一つの案として
選択肢に入れようと思った。
・身近に介護職の人がいるので、どんなことをして
いるのか深く知りたいと思った。
・母が介護福祉士。毎日母がこの仕事をして高齢者
の方々を支えていると思うと「とてもすてきな仕
事だな」と思った。
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発
東社協
高校での
セミナーの様子

6月30
6月
6月3
月30日
月
30日
30日
（水）
（水
水）
水
）
時
時点の
時点
時点の情報です。
点の情報
点の情
の情
情報
報です
です。感
感染症
感染症拡大防止のため、
染症拡大
染症拡
症拡大防
拡大防止
大防止
防止のため
ため、イ
イベ
ベ
ベン
ント
トが
が中
が
中
中止
止に
止
にな
に
なる可
な
る可能
能性
性が
性
があ
が
ありま
あ
りま
ります
ります
ます。
詳細
細は各団体にお問合わせください
は各団
各団体
団体に
体にお
にお
お問
問合わ
問合
合わせ
わせくだ
せください。
（1）
（2）共通

助 成金

締切

子供が輝く東京・応援事業定額助成
（新たな取り組みへのチャレンジ）
締切

7月27日
（火）消印有効

対象

FAX に て

7月30日（金）17時必着

書に必要事項を記入し郵送

申込

所定の申請

問合（公財）
ユニ

ベ ー ル 財団 〒160-0004 新宿区四谷2-14-8

結婚、子育て、

みを行う都内に本社または事務所を有する法

HP https://www.univers.or.jp/index.php?

上限1,000万円

申込

その 他
第56回 NHK 障害福祉賞

類に必要事項を記入し、書留など配達記録が残
る方法で郵送

HP https://www.sawayakazaidan.or.jp/

FrontPage

所定の応募書

FAX 03-5470-7755

summit/osaka/kanagawa2021/

TEL 03-3350-9002

助成

TEL 03-5470-7751

YPC ビル5F

学び、就労までのライフステージに応じた取組
人

問合（ 公財 ）さ わ や か 福祉財団

〒105-0011 港区芝公園2-6-8 日本女子会館7F

2021年度
チャリティプレート助成金

問合（公財）
東京都福祉保健財

団 事業者支援部 運営支援室 子供が輝く東

9月30日
（木）必着

締切

7月31日
（土）消印有効

内容

2つの部門で、

体験作文を募集①障害のある本人の部門②障

京・応援担当 〒163-0718 新宿区西新宿2-7-1

締切

障害者が通う小規

害のある人とともに歩んでいる人の部門【作品

小田急第一生命ビル18F

模作業所、アクティビティ・センター（自立生活

発表・表彰】12月に入選作品集を発行、2部門を

TEL 03-3344-8535

センター、グループホーム）等で、特に緊急性が

通じて表彰を行う

HP https://www.fukushizaidan.jp/

明確である団体

の上、作品に添付し、郵送またはホームページ

助成

対象

上限50万円

申込

の申請書類に必要事項を記入し郵送

公益財団法人ユニベール財団
助成金

問合

（特非）
日本チャリティプレート協会 〒166-0012
杉並区和田1-5-18 アテナビル2F

（1）研究助成
対象

所定

心と健康、社会的包摂に関わるソーシャル

にて応募

申込

所定の応募票を記入

問合（社福）
NHK 厚生文化事業団

「障害福祉賞」係 〒150-0041 渋谷区神南1-4-1
第七共同ビル

TEL 03-3381-4071

TEL 03-3476-5955

HP http://www.jcpa.net/jcpa/?page̲id=13

HP https://www.npwo.or.jp/info/19102

FAX 03-3476-5956

ワーク実践、これからの福祉の環境づくりに関
する領域の国際的調査研究を行う①大学、研

第20回定期コンサート
「新倉壮朗の世界」

講 座・シンポジウム

究機関、教育機関等において研究教育活動を

行っている方、または社会福祉の実践に従事し 【会場・オンライン】

いきがい・助け合いサミットin 神奈川

ている方②大学院修士課程または博士前期課

9月1日（水）10時〜17時50分 ※18時半

程に在籍ならびに修了している方。またはこれ

日時

と同等以上の資格や能力を有する方

〜20時 大交流会・2日
（木）9時〜16時半

助成

上

パシフィコ横浜

限100万円

イン視聴3,500名

場所

会場参加1,500名、オンラ

費用

2,000円（資料代）※大

交流会は別途3,000円

（2）特別活動助成
対象

定員

内容「共生社会をつく

る地域包括ケア〜生活を支え合う仕組みと実践

心のケアのための傾聴ボランティアとして

活動している団体（自然災害の被災者をはじめ

〜」をテーマに、シンポジウム、34の分科会、ポ

コロナ禍で困難な状況にある人等を傾聴）

スターセッション

助成

最長3年間、上限年50万円

なり次第締切

締切
申込

7月31日（土）※定員に

申込 専 用 WEB サ イト

日時

8月9日
（月）13時半〜15時半

学ポプリホール鶴川

内容

場所

和光大

ダウン症の即興演

奏家・新倉壮朗氏のソロコンサート。ギタリス
ト・大友良英氏、ミュージシャン・菊地成孔氏と
の即興セッションほか
人1,000円、幼児無料
メールにて

問合

費用
申込

大人2,000円、小

電話または FAX、

新倉壮朗コンサート実行委員

会
TEL / FAX 042-734-7787
メール

takeo̲niikura9230@yahoo.co.jp

HP http://takeoyume.exblog.jp

（https://amarys-jtb.jp/summit2021/）または

受付 ＝
＝受付
受付 期間

締切 ＝申込締
込締切

日時 ＝日
＝日時
日時

申込 ＝申
＝申込
＝
申込方
申
込
込方法
方法
方
法

問合 ＝問合せ
合せ先
合
せ
せ先
先

※この
この
の他
他にも
他にも東
も東社協ホームページに各種情報を掲載しています
も東社
も東
東社協
東
社
社協ホ
協ホ
協ホ
ホーム
ームペー
ページ
ジに各
ジ
に
に各
各
各種
種情報を掲
種情
情報を
を掲載
を掲
掲
掲載し
載して
載
して
して
ています
いま
ます
すh
https://www.tc
tt
tttps
tps
p ://w
//ww
www.tc
www
tc
tcsw
sw
w.tv
tvac
tvac
ac.o
orr.jp
jjp/a
jp
p/a
//abo
abo
bout
b
out
ut/ke
/keyw
/k
ywo
word
rd/ka
rd
d/ka
d/kaku
kkaku
kkush
ush
shu.
sh
hu
u.ht
h ml
ht
m

場所 ＝
＝場所
場所

助成 ＝助
＝助
助成
成
成金額
金額

定員 ＝定
＝定員
＝定員
定員

費用 ＝参
＝参
参加費
加費

内容 ＝内
＝内
内容
容・テーマ
ーマ

対象 ＝対象者
象者

資料ガイド
会議資料

調査結果

その他

■地域における保育所・保育士等の在り方

■令和2年度「医療機関における外国人患

■新型コロナウイルス感染症対策に配慮し

に関する検討会
（第1回）
資料（厚生労働省／

者の受入に係る実態調査」の結果（厚生労

た避難所開設・運営訓練事例集（内閣府／6

5月）

■成年後見制度利用促進専門家会議

働省／5月）

第

1回成年後見制度の運用改善等に関する
ワーキンググループ（厚生労働省／6月）
■第1回
「障害児通所支援の在り方に関する
検討会
（オンライン開催）
」資料（厚生労働省

■市町村における津波避難計画の策定状況
等の調査結果（総務省／6月）
■浸水想定区域・土砂災害警戒区域に立地
する学校に関する調査の結果（文部科学省／
6月）

／6月）

■外国人雇用対策の在り方に関する検討会
（第6回）
会議資料（厚生労働省／6月）

月）

■新型コロナウイルス感染症対策に配慮し
た避難所開設・運営訓練ガイドライン
（第
（内閣府／6月）
3版）

■学校の「危機管理マニュアル」等の評価・
見直しガイドライン（文部科学省 /6月）
■政策委員会
「2022
（令和4）
年度 社会福
祉制度・予算等に関する要望書」等（全国社
会福祉協議会／6月）

内容等のお
内
内容
容
容等の
等の
等のお
等
のお問い
の
お問
お問い
問い合
問い
い合わせ
い
合わせ
合わせ
わせは
わ
せはそ
せ
はそれ
はそれぞ
れぞれ
れぞ
ぞれ
ぞれ
れの団
の団体
の
の団
団体・出
団体
出版社
版社
版
社へお
社へお願
お願い
お願
願いいた
願
い
いいた
いたし
い
いた
たします
た
します
します
ます。
ま
す。
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5

6

6

「なにかし堂」
の
詳細について
はこちらから

3

4

ル」で紹介しています

実践を「ふくし実践事例ポータ

ご意見お待ちしています！

ゆるやかに紡ぐ PartⅡ
（コロナ禍編）
NEW

ᐘߖ
515

議会

https://www.tcsw.
tvac.or.jp/
益活動推進協
東京都地域公
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※「福祉広報」全ページをホームページに公開しています。
※視覚障害のある方に読んでいただくため、テキストデータをホームページに掲載しています。
https://www.tcsw.tvac.or.jp/koho/kohoText/index.html

ゆるやかに紡ぐ

社会福祉法人の地域における公益的な取組み

本冊子は、平成29年と30年に実施した
「実践発表会」
の中で発表された7つの法人の取組みをまとめてい
ます。上記の書籍と併せて、ぜひご活用ください。
◆規格 四六判／135頁 ◆発売日 2019.8.30
◆定価：880円
（本体800円 + 税10％）

地域包括支援センターの現場に聞いた
小さな工夫

不登校だった子が身近にいたこと
もあり︑親や学校の先生以外の大
人と関わる環境があることの大切
さを実感しています︒なにかし堂
や商店街がそのような居場所とな
れればいいと思っています︒
一人ひとりの人生に
生きがいあふれる瞬間を
この先は︑地域で子どもたちの
成長を見守り︑応援できるような
しくみを定着させていきたいです︒
﹁子ども一人を育てるには一つの村
が必要﹂という言葉があるように︑
多くの大人たちが関わり︑子ども
がつまずいた時には︑頼れる周り
の大人の選択肢が多くあるという
環境を思い描いています︒
そして︑子どもや学生︑大人た
ちそれぞれに﹁今日は楽しかった︒
また楽しいことがあるかもしれな
い﹂と思うことのできる瞬間が訪
れてほしいと願っています︒
﹁生き
が い を 感 じ ら れ る 機 会 や 体 験 を︑
どうつくり出せるか﹂をテーマに︑
時に寄り道しながら︑今後も探究・
実践し続けていきたいです︒

の解決にむけて取り組んでいる

会福祉
コロナ禍の社

ߟߥ߇ࠆ
ၞ

み

本
公益的な取組

ご注文は東社協図書係まで

☎０３
（３２６８）
７１８５

コロナ禍の社会福祉法人の地域における
公益的な取組み

方針や使い方に関するオープン会
議を行っています︒スタッフだけ
でなく︑なにかし堂の立ち上げ前
から関わりのある学校の先生に
ファシリテーターとして参加して
もらったり︑地域の子どもから高
齢者の方まで︑さまざまな世代の
方々に参加してもらったりしてい
ます︒みんなが使う場所であるか
らこそ︑みんなで話し合う機会を
大切にしています︒
商店街の面白さ
なにかし堂の強みは商店街の中
にあることだと思っています︒商
店街は︑周りの目が常にあるので︑
地域の子どもや親御さんにとって
安心できる場所です︒自分たちの
ような世代がこの商店街に積極的
に関わることで︑今よりも多くの
人 が 行 き 交 う よ う な 空 間 と な り︑
地域の方同士がつながることがで
きるのではないかと考えています︒
幼少期は︑両親が共働きだった
こともあり︑祖父母をはじめとし
たさまざま大人に囲まれて過ごし
ま し た︒ ま た︑ 学 校 に な じ め ず︑

本号では、十分な感染症対策をとった上で取材を行いました。
一部記事では、Web 会議システムなどを用いたリモート取材を行いました。

● kouhou@tcsw.tvac.or.jp
●イラスト／加藤由紀 ●デザイン・プリント／株式会社美巧社

社会福祉法人をはじめとするさ

●毎月1回8日発行／定価315円
（本体286円＋税10%）
●発行人／小林秀樹 社会福祉法人東京都社会福祉協議会
東京都新宿区神楽河岸1番1号 ☎03
（3268）
7171
●振替口座／00110-4-71955
● https://www.tcsw.tvac.or.jp/

まざまな主体が地域の福祉課題

東京都高齢者福祉施設協議会センター分科会は、業
務効率化のための工夫やリスクマネジメントについ
て複数のセンターに調査し、その結果をまとめまし
た。ほかのセンターの実践事例を知ることは、自分た
ちの取組みを振り返ることにもつながります。ぜひご
活用ください。
◆規格 A4判／112頁 ◆発売日 2016.11.21
◆定価：1,100円
（本体1,000円 + 税10％）

定期購読者募集中！

平成28年に東京都地域公益活動推進協議会
（推進
協）
が設立され、今年で6年目を迎えます。推進協で
は、地域公益活動の
「見える化」
を推進しています。本
書には、昨年度行われた「実践発表会」で発表された
事例をもとに、編集し掲載しています。また、取組み
事例の一つをマンガで表現する試みも行っています。
◆規格 四六判／154頁 ◆発売日 2021.6.21
◆定価：880円
（本体800円 + 税10％）

◆

東社協の

◆

何かに踏み出すその一歩のきっかけに
なれたらいい

2

おける
法人の地域に

荒川区にあるジョイフル三ノ輪商店街に
約 年前にオープンした街の図書館
﹁なにかし堂﹂を運営する野口貴裕さんに
お話を伺いました︒

1

的になったり︑挑戦したい気持ち
が生まれたり︑学生にとっての﹁何
かが始まるその一歩﹂をこの場所か
ら踏み出してくれたら嬉しいです︒
予定とは全く違う形でのオープン
大学時代は︑独学で教育につい
て勉強していましたが﹁教育関係
の専門書は値段が高く手に入れに
くい﹂と感じることが多くありま
した︒そこで︑専門書を共同で使
うことのできる図書館のようなも
のがあったらいいと考えるように
なり﹁教育に特化した図書館をつ
くりたい﹂という思いで︑ ︑
年前から動き始めました︒なかな
か物件が見つからなかったのです
が︑ 年半ほど前に偶然この物件
に出会いました︒学校の先生向け
のワークショップの実施などを予
定していましたが︑新型コロナの
影響で︑開催が難しくなりました︒
そのため︑利用者を学校の先生に
限定せずに︑入口を開けていると︑
思っていたよりも︑多くの地域の
方々がふらっと立ち寄ってくれま
した︒このことから﹁地域に住む
さまざまな世代の方に向けた居場
所にしよう﹂と思い︑令和 年
月に正式にオープンしました︒
地 域 の 声 が 反 映 さ れ る よ う に︑
か月に一度︑なにかし堂の運営
◆

2

1

カメレオンのような場所
なにかし堂は︑誰もが使える街
の図書館です︒子どもたちの放課
後の遊び場として︑中高生や大学
生の居場所として︑時には高齢者
の方の健康相談の場として︑利用
する人によって使い方が変化する
場所です︒
自分たちのやりたいことに取り
組むことはもちろんですが﹁こう
いうものない？﹂という地域の方
からのリクエストにも応えられる
ような場所でありたいと思ってい
ます︒例えば︑子どもを持つ地域
の親御さんからの声をきっかけに︑
令和 年 月か
ら塾を始めまし
た︒関わる人に
よって︑この場
所のあり方は変
幻自在です︒
ほかにも︑大
学生の背中を押
すことのできる
存在でありたい
という気持ちが
あります︒なに
かし堂に関わる
中で︑なんとな
く興味を持って
いることが具体
◆

〜センター業務を促進するためのリスクマネジメント〜
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