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杉並チャリティー・ウォーク 2016実行委員会 

NPO 法人 未来をつなぐ子ども資金 

 

 

1. 実施概要 

【開催日時】 2016/5/15 １１時スタート ゴール１５時まで 

【開催場所】 コース（約６キロ）高円寺南口 高円寺中央公園スタート→プロフェッ

ショナルパーカッション→高円寺障害者交流館→長仙寺→馬橋公園→

座・高円寺→高円寺中央公園ゴール 

【 主催 】 NPO法人 未来をつなぐ子供資金 

【 共催 】 社会福祉法人杉並区社会福祉協議会 

【 後援 】 杉並区 杉並区教育委員会 杉並区立中学校ＰＴＡ協議会 杉並区立小

学校ＰＴＡ連合協議会 

【企画・運営】 杉並チャリティー・ウォーク２０１６実行委員会 

実行委員長：奥村 忠 他実行委員  25名 

当日運営ボランティア 72名 

 

 

2. 開催概要 

 杉並チャリティー・ウォークは、まちを楽しく歩くことが社会貢献になる市民参加型

の社会貢献イベント。 

 参加者は、参加費 500円を支払い、杉並区内の指定コースをチェックポイントを巡り

ながらウォーキングをする。参加費は全額をチャリティー資金とし、子どもたちの健

全育成や社会教育活動を行っている団体に助成し支援する。 

 杉並チャリティー・ウォーク 2016 を企画・運営する委員会は企業、行政、市民が参

画し、組織されている。 

 実行委員は全てボランティア。アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.、

岩崎通信機株式会社からの実行委員を含め約２５名構成。 

 

  



3. 実施結果サマリー 

参加者等 

ウォーカー参加者 
当日ボラ

ンティア 
スタッフ 計   参加費等チャリティー合

計 

663 72 22 757 

 

¥303,600  

参加者区分 

 
その他チャリティー寄付等結果 

 

4. 広報（チラシ・ポスター） 

scw2016 チラシ

配布一覧 
配布数 備考 

区施設 ２１５箇所 各３０部＋α 10,000 
区施設、ゆうゆう館、保

育園他 

区立小学校 ４６校 児童生徒数 23,000   

助成団体 １７団体 各３０部 510   

その他     2,500   

  
チラシ合計 36,010 

 
     

scw2016 ポスタ

ー配布一覧 
配布数 備考 

区施設 ２１５箇所 各１部 215 
区施設、ゆうゆう館、保

育園他 

関東バス 
営業所管内の関

東バス車内 
  250   

区立小学校 ４６校 各 2 部 92   

その他     100   

  
ポスター合計 657 

 
 

小人, 

25%

大人, 

75%

その他募金 金額 寄付先

チャリティ本屋 ¥32,921 NPO法人ジャパン・プラットフォーム

熊本・大分地震義援金（杉並社協） ¥22,929 中央共同募金会

Send to kumamoto　中央・明治大ボランティア ¥14,261 Send to kumamoto



5. 広報（マスコミ・PR等） 

 ＭＸテレビ 「TOKYO MX NEWS」、J:COM杉並「デイリーニュース」(2016/5/15 放映) 

 東京新聞（2016/5/12 朝刊） 

 ヴァル研究所 駅すぱあと検索画面に scw2016 への URL リンクを表示 

 広報すぎなみ(2016/5/1 号) 

 ぼらんて（杉並社会福祉協議会広報４月号） 

 杉並区協働情報誌「今日ＤＯ！」6月発行号 vol.17 

 

6. 参加者アンケート結果 

通行手形引換券に記載のアンケートの結果は以下の通り 

① 調査結果（１）：「何でこのイベントを知ったか？」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 調査結果（２）：「参加回数？」 
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7. 収支報告 

  

決算 予算 

収入 合計    475,055 490,000 

協賛金合計   440,000 480,000 

法人負担   35,055 10,000 

    支出 合計   475,055 490,000 

印刷費 ポスターチラシ印刷 149,000 170,000 

  イラスト作成 45,000 50,000 

  大判印刷・リソグラフ 11,870   

  通行手形 10,790 15,000 

備品費 レンタル（机・テント） 139,449 180,000 

会議費 会議室使用料 19,900 5,000 

通信費 切手代他 15,805 5,000 

消耗品費 長３・角２封筒 2,404 10,000 

  ガムテープ他 5,183   

  景品（CP４ スマイルハート） 10,810   

クリーニング費 スタッフベスト 23,004 25,000 

保険料 参加者保険 31,840 30,000 

出演料 サイケデリーさん 10,000   

 

  



8. イベントの写真 

 

  



9. 参加者、スタッフ、実行委員の声 

スタート、ゴール地点 

 サイケデリーさんは少々子供には怖かったようですが、キャラクターがいるだけでやはり

盛り上がった、今回のようなご当地キャラは子供が喜ぶので次回もあった方がいい。 

 小さな公園内にいろいろあり過ぎて、競合してしまい、奥のサッカーボウリングが目立た

なかった。 

 参加者ではなくご近所で遊んでいる方々もご参加いただけるイベントもあったので、よか

ったと思います。集合場所、ゴールは駅から近く、また、場所の広さに関しても、適切だ

った。 

各チェックポイント他 

 銅鑼たたきがとても好評だった。大人からもたたきたいという声が多かった。 

 高円寺の魅力を知れた。新発見があり、また高円寺に来たいと思った。参加者も商店街の

お店を見て「今度来たい」と言っていた。 

 CP1の銅鑼体験、教会で行われていたイベントによるところが大きかったと思われます。

スタートからイベントが多く子どもが動かない!!と笑っていた方が印象的でした。 

 高円寺の街の魅力を本当に感じた。SCWではなく、また高円寺の街に来てみたいと思った

という感想が目立った。 

 子供向けのイベントの充実（CP１、CP4）、足湯の評価が非常に高かった。非日常を体験で

きたことが良かった。 

運営その他 

 AMEX社員が目立って、こういう形で社会貢献している会社なんだという感想があった。 

 参加費の使われ方をパネルで紹介したのはよかったと思いますが、スタート地点のパネル

が小さかったと思います。駅前並みの大きなパネルにして、その前で助成団体の方自らが

PRするようにしてはどうか。 

 距離、コースも適切だった、途中、疲れた時に喫茶店で休んだり、自分のペースで歩けた

のでよかった。次回も、出来れば、このような場所、コースがいいと思います。 

実行委員より 

 高円寺周辺での開催では、商店街が良かったとの感想も多く、次年度も同じ地域で

開催を検討する。商店とのコラボ企画を検討したい。 

 当日ボランティアについて、都立杉並高校の生徒のボランティア参加がなかったが、

実行委員、ボランティアセンターの協力で当日ボランティアの確保できた。 

 前日、高円寺駅前でチラシ配布の PR 活動を行ったが受け取ってもらえる割合は低

く効果が認められなかった。 

 企業行政市民の協働をバランス良く進めていくため、今後、企業参加への呼びかけ

を強めていきたい。 

 昨年度に比較して、ウォーカー参加者は大きく伸びなかった。ウォーカー参加者を

増やすためにどうすれば良いか工夫が必要。 

 スタッフを含め参加者に事故、怪我は無く、無事に終了した。 

 近隣、コース上などの区民から苦情等は確認されていない。 

 今回の高円寺周辺の商店街を巡るコースについては非常に評判がよかった。 



10. 助成事業 

 子ども達のために活動している団体への助成事業 

杉並チャリティー･ウォークの参加費として市民のみなさまからお預かりしたチ

ャリティー資金を次代を担う子どもたちの健全育成を図る活動に助成している。 

公募委員を含む９名の選考委員による助成公開選考会で、応募団体のプレゼンテ

ーションをもとに助成先を決定する。 

 募集期間 2016年 7月〜8月 25日 

 助成公開選考会 2016 年 9月 24 日（土）セシオン杉並にて開催 

助成結果 ４団体に合計 26万円を助成 

わたぼうしの会 75,000円 任意団体 

こどもの成長を護る杉並ネットワーク 35,000円 任意団体 

すぎなみのたね 50,000円 NPO 法人 

金曜学習室 100,000 円 任意団体 

 特定非営利活動法人未来をつなぐ子ども資金は助成団体を決定する公開選考会を開

催し、第 1回以来、総額 5,812,700 円を延 76 団体に資金助成を行っている。 

 

11. 過去実績 

 SCW2015 SCW2014 SCW2013 SCW2012 

開催場所 荻窪=>井草 荻窪=>浜田山 荻窪=>阿佐谷 荻窪=>阿佐谷 

実施日 2015/5/31 2014/5/25 2013/5/26 2012/5/27 

参加者 740人 740 人 830人 750 人 

チャリテ

ィー総額 
28万円 29 万円 35万円 29 万円 

 

以上 


