支えあい 心をつなぐ 合い言葉
ガイドブック

ナビゲーターのココロンです！
世田谷区社協キャラクターのココロンは、かわいいどんぐ
りの妖精です。みなさんのまごころを手に、緑豊かな世田谷
をイメージした空飛ぶ葉っぱに乗っています。今回は、より
多くの人に社協の活動を知っていただき、実際に社協の活動
に参加、利用していただくきっかけ作りをナビゲートします。

「支えあい 心をつなぐ 合い言葉」
世田谷区社会福祉協議会とは
世田谷区社会福祉協議会（以下「社協（しゃきょう）
」
）は、地域福祉の推進を目的として、住民をは
じめ地域社会を形づくる多様な立場の人が参画する社会福祉法に定められた社会福祉法人です。だれも
が個人として尊ばれながら、住み慣れた地域で安心して生活するために、さまざまな場面で地域福祉の
向上に努めています。さらに住民のみなさんが互いに助け合い、支え合いながら、いつまでも元気に暮
らせる世田谷を一緒に作っていきます。

お住まいの地域にチェック
世田谷地域社会福祉協議会事務所

☎ 3419-2311

池 尻（1 丁 目 〜 4 丁 目 − 32）、 三 宿、
太子堂、三軒茶屋、若林、世田谷、桜、
弦巻、宮坂、桜丘、経堂、下馬、野沢、
上馬、駒沢（1・2 丁目）

北沢地域社会福祉協議会事務所

☎ 5465-7541

代 田、 梅 丘、 豪 徳 寺、 代 沢、 池 尻（4
丁目 33 − 39）、羽根木、大原、北沢、
松原、赤堤、桜上水

玉川地域社会福祉協議会事務所

☎ 3702-7777

東玉川、
奥沢、
玉川田園調布、
玉堤、
等々力、
尾山台、上野毛、野毛、中町、上用賀、用賀、
玉川、瀬田、玉川台、駒沢（3 〜 5 丁目）
、
駒沢公園、新町、桜新町、深沢

砧地域社会福祉協議会事務所

☎ 3482-6711

祖師谷、千歳台、成城、船橋、喜多見、
宇奈根、鎌田、岡本、大蔵、砧、砧公園

烏山地域社会福祉協議会事務所

☎ 5314-1891

★は地域社協事務所

上北沢、八幡山、上祖師谷、粕谷、給田、
南烏山、北烏山
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地域の集まり・仲間づくり
交流事業（P.5）

地域の特性を活かした交流推進活動

ふれあい・いきいきサロン（P.6）
お茶とおしゃべりを中心とした
仲間づくりの活動

支えあいミニデイ（P.6）

子育て支援

仲間づくりと寝たきり予防の活動

子育てサロン（P.6）

あなたにとって

子育て中のお母さんたちと
地域住民の交流

身近な

ファミリーサポート（P.7）
子どもの預かり、見守り支援

社会福祉協議会を

日常生活での不安
成年後見センター（P.8）

成年後見制度の活用とお手伝い

あんしん事業（P.9）

福祉サービス利用手続きや
金銭管理などのお手伝い

ご利用ください
生活困窮者支援
家事や介護をお手伝い

ぷらっとホーム世田谷（P.14）

ふれあいサービス（P.7）

生活福祉資金貸付事業（P.14）

介護が必要になったときにすぐ相談できる
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住民主体で福祉活動を推進
～あなたに身近な地区社会福祉協議会（地区社協）～
住み慣れた地域で、その人らしく安心して暮らし続ける
ために、地域のことをよく知っている方々を中心として、
地区の実情に合わせたさまざまな活動を展開しています。
それがいつも身近にある地区社協です。

お問い合わせ

各地域社協事務所（P.2）、または
地域福祉推進係
☎ 5429-2233 D5429-2204

Q. 地区社協って…？
A.

1

身近な地域の
困りごとを

現在、地域の課題や福祉の

住民の力を
集結して

2

3

解決に向けて
取り組む

地区社協のメンバーは、そ

住 民 相互の交 流 や 福 祉 啓

ニーズは多様化しています。

の地域に関わる人です。住民

発、住民同士の絆づくりなど

住民同士の絆や支えあいの重

だけでなく、組織・団体・機

に取り組み、安心して暮らせ

要性が高まっています。

関も一緒に活動を行うことで、

るまちを目指します。

課題に対して多様な解決方法
が見えてきます。

Q. どんな困りごとに取り組んでいるの？
A.

「転勤で引っ越してきたが、ま
わりに親戚も知人友人もいない中

で子育てが始まる不安」
「元気だったはずの親に
介護が必要になり、どこに相談していいか分から
ない」など、普段の暮らしの突然の変化は、だれ
にでも起こりうることです。そんな不安を解消す
るために、まずは、地域の人とつながることから
始めてみませんか。社協活動は、そんな「地域の

散策しながら顔見知りの関係づくり

つながりづくり」をお手伝いする役割を担ってい
ます。災害が起きた時にも、
お互い頼りになるのは、
地域のつながり。世田谷区社協では、地区社協ご
とに担当職員を配置して、その活動を支援してい

高齢者と園児たちの和やかな交流活動

きます。

Q. 活動に参加してみたいのですが、窓口は？
A.

地区社協では、住民のみなさんの参加をお待ちしています。お住
まいの地域の地区社協活動については、気軽にお問合せください
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福祉への
理解を深める
高齢者交流
歩こう会

同じ地区内に住んでいる人と名
所旧跡などを楽しみ、昼食をとる
ことで交流をします。歩くことが
適度な運動になって、たくさんの
地域の人が参加しています。

子育て世代交流

福祉啓発講座

子育てママのリフレッシュ Day

認知症のサポートや成年後見制度な
ど、日常生活に密着した福祉への理解
を求めるための講座を開催しています。

子育て支援に携わる地域住民とお母さん
同士がつながるきっかけになる1日。遊び
場や体験コーナー、喫茶などがあり、気分
をリフレッシュ。年1回（10月ごろ）開催。

地区社協の
取り組みを紹介
各地区社協では、地区の実情に

まちの見守り力
を高める
各種イベントや事業を
通じて、顔なじみの関係
を広げ日常生活での見守
りや気づきを高めます。

合わせた活動を展開しています。
その一部を紹介します。

生活の安全・
安心を高める

多世代交流
はぴねすの会

地区内の保育園で、園児と高齢者が、一緒
に伝承遊びをしたり、食事を楽しむイベント
を継続的に開催しています（年4回）。園児
から「今度はいつ来る？」と質問攻めになる
高齢者のみなさん。「元気をもらうことがで
きる」と、みんなが笑顔になります。

普通・上級救命講習

消防署と連 携し、
普通・上級救命講習
を開催しています。

次世代を担う
子どもたちへ
福祉体験学習

地域住民や地域の福祉施設の職員と一
緒に、小・中学校や地域のイベントなどで
福祉体験学習（高齢者擬似体験・車いす体
験・アイマスク体験）を実施しています。

福祉への
理解を深める
障害者スポーツ体験

福祉体験学習の総仕上げとして、東京都
障害者総合スポーツセンター・東京都多摩
障害者スポーツセンターの施設見学・障害
者スポーツ体験を行っています。
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地域で仲間を作るには

～支えあい、イキイキとした毎日を過ごすために～
地域支えあい活動のキーワードはズバリ！「仲間づく
り」
。子育て中や子育てがひと段落、退職後など、地域と
のつながりを持ちたいと思ったときは、すぐに社協へ。あ
なたにピッタリな活動や仲間に出会えるはずです。

お問い合わせ

各地域社協事務所（P.2）、または
地域福祉推進係
☎ 5429-2233 D5429-2204

ふれあい・いきいきサロン
地域に住む高齢者や障害のある人が参加して、お茶とおしゃべ
りを中心に楽しむ仲間づくりの活動です。

開催者の声

「ゆるやかな見守り」の大切さ

▶開催

毎週水曜日の午前 10 時～正午に活動している「どんぐ

月 1 回～週 1 回程度

り会」は、世田谷どんぐり広場公園などで集い、太陽と風

（定期的に開催）

と空気を感じながらおしゃべりや体操を楽しんでいます。

▶場所

2 週間顔が見えなかったら、玄関まで行って声がけをする

支えあい活動拠点、

など、
「ゆるやかな見守り」の中から、

集会施設、個人宅など

閉じこもりの予防と孤立の防止、地域の

▶活動内容

情報共有の役割を担っています。

お
 茶やおしゃべり、

ふれあい・いきいきサロン
どんぐり会代表 木村みどりさん

歌、手工芸など

支えあいミニデイ
ふれあい・いきいきサロン活動を基本にしながら、定期的に集い、一緒
に体を動かして、心身機能の維持や寝たきり予防などもできる活動です。
▶開催： 月 2 回～週 2 回程度（定期的に開催、1 回 4 時間が目安）
▶場所：地域支えあい活動拠点、集会施設、個人宅など
▶活動内容：会食、レクリエーション、健康体操など

子育てサロン
子育て中のお母さんたちと地域の人との情報の交換

開催者の声

や子育て相談などの交流の場です。

少人数でゆったり遊べる空間

▶開催：月 1 回～週 1 回程度（定期的に開催）

転勤で地方から引っ越し、じいじ・ばあばが近くに住んでい

▶場所：支えあい活動拠点、集会施設、個人宅など

ないからなど、子育てサロンへの参加のきっかけはさまざまで

▶活動内容：お茶とおしゃべり、レクリエーションなど

すが、少人数でゆったりと遊べるので、一度参加すると、続け
て来る人が多いです。おやつの時間は、お茶を飲みながら、ホッ
とひと息。家に閉じこもりがちなママも一度、遊びに来てみま
せんか。毎月第 2 金曜の午前 10 時～正午に、
用賀地区会館 2 階の用賀ふれあいルームで活動
しています。
子育てサロン
コスモス代表 山脇意喜子さん
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困ったときは“お互いさま”
～だれかの役に立ちたい、という思いをカタチに～
日常の買い物同行、洗濯物干しや保育園・習い事の
送迎など、ちょっとした“だれかの役に立ちたい”と
いう思いを行動にしてみませんか。
“困ったときはお
互いさま”の気持ちを社協がつないでいきます。

お問い合わせ

日常生活支援センター
☎ 5429–2205 D 5429-1202
世田谷区ファミリーサポートセンター
☎ 5429–1200 D5429-1202

Q.だれかの役に立ちたい、また、地域の人の力を借りたいと
思ったとき、どんな事業がありますか？
A. そんなとき、社協がその“お互いさま”の気持ちをつなぎます
利用会員

サービス提供

➡

センター事業の「援助会員」として活躍することができます。

調整します！

利用希望

また、サービスを利用したいときは、
「利用会員」として登
録をします。社協は、そのサービス利用者と提供者の調整役

社協

を担っています。それぞれのサービスについて紹介します。

行政サービスのすき間を埋める
たとき、
自らの出産も重なり、
近所の人が手を貸してくださいました。

きる、
「お互いさま」の活動ができ、行政サービ
スのすき間を埋める役割を担っています。
ふれあいサービス協力会員 藤坂薫さん

協力依頼

日常生活に支障があって困っている方（利用会員）のお

今から 30 年前、介護保険がない時代に、母に介護が必要となっ

とや介護保険の範囲を超えた部分もお手伝いで

協力会員
援助会員

ふれあいサービス事業

協力会員の声

ました。今では、介護認定までの間に必要なこ

お役に立ちたい！

➡

ビス事業の「協力会員」や世田谷区ファミリー・サポート・

その時の恩返しをする気持ちで、社協のふれあいサービスに登録し

➡

利用したい

だれかの役に立ちたいと思ったとき、社協のふれあいサー

宅に協力会員を派遣し、家事や介護などの必要なお手伝い
をします。
▶利用対象者：区内在住の高齢者、障害のある方など
▶サービス内容：家事・介護・大掃除・草取り・ゴミ出しなど
▶協力会員 ⇒社協に会員登録が必要です
▶利用会員
利用の必要が生じた場合、社協の担当職員が調整役と
なって、両者のマッチングを行います。

世田谷区ファミリー・サポート・センター事業
子育ての手助けをしてほしい方（利用会員）と手助
けができる方（援助会員）が子育ての相互援助を行う
仕組みです。援助会員が子どもの預かりや見守りなど
を行います。
▶利用対象者：区 内在住で生後 43 日目以降から小学
校 6 年生の子どもの保護者
▶サービス内容：保 育園・幼稚園の送迎、保護者・家

援助会員の声

笑顔に会えて元気をもらえる
わが子が 1歳半のとき、
サービスを利用する側として説明を聞きに行っ
たところ、わが子と一緒で良いならと、援助会員としても登録しました。
“お互いさま”の気持ちで始めたことが、もう 14 年続いています。保育
園や習い事への送迎に備え、日々の体力づくりも必要で、元気をもらっ
ています。社協のマッチングがあるので、こちらの都合

族の病気時の預かりなど

や状況に合わせて調整をしてもらえるのも魅力です。

▶利用会員 利用登録説明会の参加が必要です
▶援助会員 1
 8 歳以上（高校生不可）で、子どもが好

世田谷区ファミリー・サポート・センター事業
援助会員 加藤美英子さん

きで心身共に健康な人（研修の受講が必
要です）
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生活の「安心」をお手伝い
～成年後見センターでは相談や手続きをサポート～
高齢や障害により、自分でいろいろな手続きや契約を
することが難しい方や、ひとり暮らしで身近に親族がな
く将来に不安を感じている方がいつまでも安心して地域
で生活できるように相談や手続きなどサポートをします。

Q.たとえば、こんな悩みを
感じたときは？

お問い合わせ

成年後見センター「えみぃ」
☎ 5738-2871 D5738-2874

成年後見制度の利用支援
認知症や障害などにより判断能力が十分でないた
め、自分ひとりでは契約や財産の管理などをすること
が難しい方が自分らしく安心して暮らせるように、そ

ひとり暮らしで
手続きや契約が
できなくなることが
不安

の方の権利を守り、法的に支援する制度です。

■法定後見制度
すでに自分ひとりで契約や財産管理をすることが難しい
方を対象に、家庭裁判所に選任された成年後見人などが、
本人に代わって契約や財産管理などを行います。本人の判
断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の三類型

郵便物を見るのが
おっくうに
なったわ

があります。

■任意後見制度
将来の備えとして、本人が選んだ人と、支援してほしい
ことについて公正証書により契約を結びます。契約がス

悪徳商法に
引っかからないように
対策を講じたい

タートするのは、自分で判断や契約ができなくなったとき、
家庭裁判所に申し立てを行い、任意後見監督人が選任され
てからです。

定期的に相談に
乗ってほしいの
だけれど…

成年後見制度の支援範囲
支援内容
日用品を買うための金銭管理

A. そんなときは、成年後見セン

※取消はできない

日常生活に
関すること

ターへ相談してください。成年後見セン
ター「えみぃ」は、法人として、成年後
見人・保佐人・補助人、任意後見人を受
任しています。どんな制度なのか、さっ
そく見ていきましょう！

年金の受領
預金通帳や銀行印の管理
介護保険サービスの利用契約
病院入院契約

療養・看護に
関すること
重要な財産に
関すること
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医療や居住の確保
施設への入退所契約
施設での生活の見守り
不動産の処分
遺産分割
消費者被害の取消

成年後見センター「えみぃ」の
ロゴマーク

あんしん事業

区民成年後見人の活動支援

自分ひとりで契約や手続きをすることに不安がある

区民の方と一緒に、本人に寄り添った成年後見制度
を推進します。

方を社会福祉協議会との契約により、社協職員が定期

■「世田谷区区民成年後見人養成研修」（区受託事業）、

的に訪問し、相談や情報提供をしながら手続きの一部
をお手伝いします。

「継続研修」
■ 区民の成年後見人、成年後見支援員の相談・活動支援・
情報提供など

成年後見制度の利用支援

基本サービス

福祉サービスの
利用援助

生活の不安に備えるために、各種相談や研修、情報
提供を行います。
■ あんしん法律相談

弁護士による無料法律相談

（予約制）
■ 成年後見制度申立手続き説明会の開催（予約制）
■「老い支援講座」「成年後見セミナー」の開催
■ 成年後見制度などに関する講師の紹介、派遣
■ 社会福祉協議会版エンディングノート
「私のノート」の販売

オプション
❖日常的金銭管理サービス

生活費の払い出し
公共料金の振込など
❖書類など預かりサービス

大切な書類、通帳、印鑑などの
保管
自分の人生を考え、周囲に思いを伝え、安心し
て暮らす備えとするために、ぜひ活用してくだ
さい。
「私のノート」
・A4 版 バインダー式 全 34 ページ
・販売価格 500 円（税別）
・成年後見センター、各地域社協事務所で販売
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福祉を学んで地域で活動
～いつでもできる、だれでもできる福祉活動～
地域福祉に関わる人を増やしていくために、社協では
地域福祉人材育成プロジェクトを通して、学びの場を提
供しています。お互いが気持ちよくサービスを利用でき、
かつ、一人ひとりが活躍できる場も提供していきます。

お問い合わせ

業務推進担当
☎ 5429-2270

D5429-2204

Q.「地域福祉」
って難しそう…。
だれでも社協の活動に参加できるの？
A.

“困ったときはお互いさま”
の気持ちがあれば、いつからでも、どなたで
も参加できるのが社協の活動です。特技や興味のあるところから気軽に参
加してみませんか


という言葉を良く耳にしますが、実際はどんなことをするの？
Q.「傾聴」

傾聴講座

A.

修了生の声

まずは相手の話を聞くことから

地域活動で必要とされる“会話力”
。その会話で大切なのは、
“聴く

言葉をひろってつなぐ助けに
社協が初めて「傾聴講座」を開催した際の修了生です。

力”です。相手の気持ちに寄り添って、耳を傾けることを傾聴といい、 現在もふれあいサービスで、見守りのボランティアをする中
社協では、年 2 回「傾聴講座」を開催しています。毎回、人気のこ で傾聴力が役立っています。認知症の初期は、記憶があい

の講座では、聴くことの意味、上手な聞き方などを学びます。家族や

まいになり、単語が出づらくなりがちですが、相手の話に

近隣との関わり、地域活動など、さまざまな場面で活かせます。

耳を傾け、少しずつ出てくる言葉をひろ

▶実施回数：年３回（各５日間）

い、つなげていきます。
「うんうん、そう
そう」と、共感しているというメッセー

▶受講対象者：次の条件を満たす人①世田谷区民で全回参加できる

ジが相手に届く喜びを楽しんでいます。

②修了後、地域で活動する意欲がある

傾聴講座修了生

▶定員：各回 30 人 ※先着順 ▶受講料：5000 円

見城澄子さん

Q.やってみるならトコトン派！ 福祉を本格的に学ぶなら？
地域福祉アカデミー

A.

地域福祉アカデミーで幅広く学ぶ

地域福祉とは何か、その目的や方法、役割など、今日の地域福
祉のおかれる現状や課題について考えるなど、専門的な 14 科目
を学べる場です。
▶実施回数：年１回（10 日間）
▶受講対象者：世田谷区民で地域活動に興味のある人、または地
域福祉活動者
▶定員：30 人
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※応募者多数の場合は抽選

お問い合わせ

地域福祉推進係
☎ 5429-2233 D5429-2204

Q. 趣味で続けてきたことや得意なことを活かせる場はありますか？
特技ボランティア

A.

そんなあなたを待っていました

特技ボランティアとは、仕事や趣味で培ってきた得意
なことをふれあい ･ いきいきサロンや支えあいミニデイ

●健康

●音楽

●芸術

●ダンス

など

▶登録方法：「特技ボランティア登録カード」を社協に

など、地域支えあい活動や、イベントなどで披露したり、
教えることができます。個人としてだけでなく、グルー

●演芸

提出。特技に関する審査などはありません
▶期間：年に 1 回登録の継続・廃止の確認

プとして登録している団体もあります。

Q. 福祉ってどんなこと？

あまりイメージがわきません。

福祉学習

A.

ボランティアの声

若い人に体験してほしい

15 年ほど前、父の見舞いに行った先
の病院で、社協の「ヘルパー３級」講座
のチラシを手にしたのがきっかけで、そ
の資格取得中に、福祉学習のボランティ
アへの声がかかりました。私立学校や福

体験を通して
「気づき」
と
「学び」

地域福祉の担い手として、地域に暮らすたくさんの人
が関わっています。その中で新たな課題に気づき、解決
に向けて取り組んでいくために福祉学習の推進も大切な
要素です。
●福祉学習出張講座

祉の道への進学を目指す生徒がいる高

小・中学校・高等学校・町会・イベントなどで、地域

校、区内の小学校へ出向き、高齢者体

福祉推進員、福祉学習支援者と社協職員が出張して行い

験の出張授業をします。車いすの動かし
方や視界が狭くなる眼鏡をかけて白杖を
使って歩いたり、関節におもりをつけて階段を上るなどの擬似
体験をしてもらいます。

福祉学習ボラティア

吉田眞久さん

ほかにもあります！

社協の福祉人材育成プロジェクト
■ふれあいサービス協力会員向け研修

ます。学習では、冊子『つながる私たちのこころ』を使
用し、車いすやアイマスクなどを用いて、さまざまな福
祉に関する体験を行います。

あなたを必要としている人が、
すぐそばにいます。研修を受
けた後に、活躍する場がある
という点も魅力的ですね。

…ふれあいサービスにおける協力会員研修

■子育て支援者養成研修
…世田谷区ファミリー・サポート・センター事業における援助会員研修
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社協はあなたの身近な存在
～もっと利用しやすい、みなさんの社協へ～
社協では、出張所やまちづくりセンターに職員を配置し
て、あんしんすこやかセンターとともに三者一体で地域福
祉コーディネート推進事業（地域資源開発事業）を展開
します。これにより、社協がさらに身近な存在に！

地区人材バンク／地区サポータ制度
地区の社協が窓口となり、「地区サポータ制度」に登録している地域の方を、福
祉団体や町会、自治会などが行うイベントにボランティアとして紹介します。

問 地域福祉推進係

☎ 5429–2233

日常生活支援総合事業
介護保険の要支援の認定を受けている方などが利用できる生活支援で、介護予防、
自立支援を目的としています。生活支援協力者
（登録ボランティア）
が30分程度の日
常生活の支援サービスを行います。

問 日常生活支援センター

☎ 5429–2205

せたがやはいかい SOS ネットワーク
認知症高齢者が行方不明になった際、「発見協力者」として事前に登録された地域
住民と一緒に早期発見につなげます。

問 地域福祉推進係

☎ 5429–2206

世田谷区ファミリー・
サポート・センター事業

あなたの困りごとに
力強くサポート

身近な地区でバックアップ！

社協内の連携でバックアップ！

ての相互援助を行う会員制の仕組みです。

生活困窮者の就労、自立生活に向けた
相談・支援

問 世田谷区ファミリーサポートセンター

世帯の安定と経済的自立を図ることを目的とした貸付の相談・支援、

子育ての手助けをしてほしい方（利用会員）
と手助けができる方（援助会員）が、地域で子育

☎ 5429-1200

生活福祉資金貸付事業など。

問 ぷらっとホーム世田谷

☎ 5431-5355

成年後見制度
福祉サービス利用手続きや金銭管理などのお手伝い、あんしん事業など。

問 成年後見センター「えみぃ」 ☎ 5738-2871
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三者 の連携

地区事務局

地区と福祉の“専門家集団”だからこそできることがたく
さんあります。社協では、出張所やまちづくりセンターに職
員を配置し、みなさんにとって、より身近な地区を基盤とし
たさまざまな事業を展開しています。

サロン・ミニデイ、ふれあ

福祉活動の増進に向けた、

いサービス、成年後見、生
活困窮者支援などを中心と

新たな活動人材の発掘育成
と支援を行っています。

した「身近な福祉の相談窓
口」機能が充実しています。
相談内容によっては、他の
専門機関へ迅速かつ的確に

●相談支援の充実

活動人材の
発掘・育成・支援

●地域人材の資源の開発

身近な福祉の
相談窓口

区の出張所や
まちづくりセンター

あんしんすこやか
センター

（地域包括支援センター）

つなぎます。

福祉ネットワーク
との連携

活動や
サービスの創出

福祉団体や関係専門機関な

今後、地区に求められる新

どとの連携を基盤とした地

たな活動やサービスの創

区福祉ネットワークづくり

出、仕組みづくりを行って

を進めています。

います。
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関係機関や団体

新しい生活の扉を開くお手伝い
〜ぷらっとホーム世田谷は生活困窮者の自立を支援〜
所得の低下や失業の長期化など、だれにでも起こりう
る経済的な問題と合わせて、暮らしの中のさまざまな困難
に直面している人の相談窓口が「ぷらっとホーム世田谷」
（世田谷区生活困窮者自立相談支援センター）です。

お問い合わせ

ぷらっとホーム世田谷
☎ 5431-5355 D5431-5357
生活福祉資金貸付専用
☎ 3419-2611

Q. 生活に困っている、就職したいなどの相談はどこへ？
A.

新しい人生・生活の扉を開けるお手伝いをするのが
「ぷらっとホーム世田谷」（世田谷区生活困窮者自立相談支援センター）です

Q. どのように利用するのでしょうか？

A.

Q. 相談や支援してもらえる内容は？

まずは、電話で予約を
お願いしています

A.

主な内容は、

・自立相談支援 ・就労相談支援
・家計相談支援 ・住居確保給付金の支給
・受験生チャレンジ支援貸付
・生活福祉資金貸付

世田谷区在住者を対象に、地域で自立した生活が
できるよう、自立支援専門員が相談に乗り、一人ひ
とりの状況に応じた相談や就労を含めた支援を行う
窓口です。事前に電話で予約をお願いしています。
問題解決に向けて、各関係機関と連携しながら、相

などがあり、関係者や各関係機関と連携して、支援を行
います。

談者と一緒に解決策を見つけていきます。

まず、生活に困窮している方が抱えている課題を整理
一時的に生活に
必要な資金を
日常のお金の
借りたい。
使い方を見直
生活に困窮していて、 したい。
生活を立て直したい。

してどのような支援が必要か、相談者と一緒に考え、支
援計画を作成します。

再就職したいが
なかなか仕事が
見つからない。

失業してしまい、
家賃が払えなく
なりそう。
（払えなくなった）

子どもの進学に伴
う塾代や受験料の
費用に困っている。

「ぷらっとホーム世田谷」相談窓口へお電話ください！
窓口 月曜〜金曜日（祝日、年末年始を除く）
午前 9 時〜午後 5 時 ※要事前予約
場所 三軒茶屋 1-29-13、ハイツ三軒茶屋 2 階
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ひろげよう！

福祉の輪

～みなさんと福祉の専門家集団で築く地域の絆～
社協では、会員を募集するとともに、社協活動に賛同
する方に会費をいただいています。この会費は、高齢者
や子ども、障害がある方などに対して、さまざまな地域福
祉を推進するための貴重な活動資金となっています。

社協の財源は？
社協会費、寄付金、募金の配

お問い合わせ

総務課
☎ 5429-2208

会費や募金の使いみち
地 域 で 集 め た 会 費 や 募 金 は、

D5429-2204

社協会員・社協会費
社協会員は、「社協の趣旨・目

分金、区からの補助金・受託金

「地区社協の活動」
（P.5）や「地

的に賛同し、人的・財源的に支援

などが主な財源になっています。

域支えあい活動」（P.6）の活動

してくださる方」をいい、その

補助金や会場費などに充てたり、

会費が社協の重要な財源のひと

地域の福祉活動に使う仕組みに

つとなっています。会費の 50％

なっています。

相当額は、地区社協の活動費と
して活用され、残りの 50％は法
人事業運営や区社協が行う全区
的な事業に活用されます。

会費

※法人会員の会費については、法人税法上の損金算入の対象です

会員の種別と会費額
一般会員

年間 300 円以上 5,000 円未満

特別会員

年間 5,000 円以上

法人会員

年間 5,000 円以上

申し込みは、年間を通じて社会福祉協議会窓口や郵便振込
で受け付けています。

社協の情報はこちらから
世田谷区社会福祉協議会の旬の情報、地域や地区の活動などがギュッとつまった広報紙を発行しています。
お近くの地域社協事務所やあんしんすこやかセンター、出張所・まちづくりセンターなどで入手できます。

広報紙
・いきいき福祉（全区版）
・地域社協だより（地域版）
・地区社協だより（地区版）

■情報満載 ホームページもチェック！
http://www.setagayashakyo.or.jp/
世田谷区社協

検索

■役立つ、身になる、ためになる「メルマガ」に登録！
t-se-shakyo@sg-m.jp

こちらのメールアドレスに空メールを送ってください
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いつもあなたのそばに
ココロン電話帳

福祉喫茶

本部

☎ 5429-2200

〒 157-0066 成城 6-3-10

総務課

財源
社協会員
会費

総務係
（本部 4 階）

☎ 5429-2208

ふれあいサービス事業
日常生活支援総合事業

日常生活支援センター
（本部 3 階）

☎ 5429-2205

D5429-2204

赤堤 5-31-5
松沢まちづくりセンター内

地域福祉課

D5429-1202

障害者支援担当
（本部 3 階）

☎ 5429-2370

地域福祉アカデミー
傾聴講座

業務推進担当
（本部 4 階）

☎ 5429-2270

地域福祉コーディネート推進事業

調整係
（本部 4 階）

☎ 5429-2350

D5429-1202

D5429-2204

D5429-2204

福祉学習
特技ボランティア
地域福祉推進係
地区人材バンク・地区サポータ制度 （本部 4 階）
せたがやはいかい SOS ネットワーク

定休日：日・月曜日、祝日、年末年始

☎ 3323-8040
D3323-8040

ぷらたなす
松原 6-41-7

松原

総合福祉センター内

☎ 5429-2233
D5429-2204

地域社協課

世田谷地域社会福祉協議会事務所
☎ 3419-2311
〒 154-0004 太子堂 2-12-2
D3419-2354
T-one 世田谷ビル 5 階

権利擁護支援課
自立生活支援課

生活困窮者自立支援
就労支援
家計相談支援
住居確保給付金
受験生チャレンジ支援貸付
生活福祉資金貸付

赤堤

☎ 5429-1200

喫茶全体に関すること

あんしん事業
成年後見制度の利用支援
あんしん法律相談
申立手続き説明会
区民成年後見人養成及び支援

YOU・遊

D5429-1202

世田谷区ファミリーサポート
ファミリー・サポート・センター事業
センター
子育て支援事業
（本部 3 階）

地区社会福祉協議会
（地区社協）
ふれあい・いきいきサロン
子育てサロン
支えあいミニデイ
ふれあいサービス

障害のある人のための就労支援
のひとつ「福祉喫茶」の運営を行っ
ています。

北沢地域社会福祉協議会事務所
〒 155-0031 北沢 2-8-18
北沢タウンホール 4 階

☎ 5465-7541

玉川地域社会福祉協議会事務所
〒 158-0082 等々力 3-4-1
玉川総合支所 1 階

☎ 3702-7777

砧地域社会福祉協議会事務所
〒 157-0066 成城 6-2-1
砧総合支所 3 階

☎ 3482-6711

烏山地域社会福祉協議会事務所
〒 157-0062 南烏山 5-16-11
烏山総合支所仮庁舎 1 階

☎ 5314-1891

成年後見センター「えみぃ」
〒 155-0031 北沢 1-40-6
カシワサードビル 2 階

定休日：土・日曜日、祝日、年末年始

☎ 3324-1626
D3324-1626

D5465-7543

D3702-7861

桜ん房
祖師谷 3-10-4

祖師谷
砧図書館内

D3482-6712

D5314-1893

定休日：月・第 2 木曜日、年末年始

☎ 5738-2871

☎ 3482-2291

D5738-2874

どんぐり
☎ 5431-5355

南烏山 1-10-10

南鳥山
世田谷文学館内

ぷらっとホーム世田谷
D5431-5357
〒 154-0024 三軒茶屋 1-29-13
生活福祉資金貸付専用
ハイツ三軒茶屋 2 階

☎ 3419-2611

＜平成 28 年 4 月発行＞

定休日：月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始

☎ 5374-9119
D5374-9119

