
 平成２７年度   横浜市栄区社会福祉協議会事業計画（案）
 

    ◆基本方針
        本会は、社会福祉法に規定された公共性の高い団体として、地域住民の福祉活動への

      参加を促すとともに、「住み慣れた地域で誰もが安心して暮らせるまちづくり」の実現

      に向けて事業を展開しています。

        また、生活困窮者自立支援制度の開始や介護保険法の改正と相まって、今日の地域に

      おける深刻な生活課題や孤立などの地域福祉課題に対し、住民同士の見守りや支援体制

      の共助の層を厚くし、制度の狭間にある生活困窮者や社会的孤立の状況にある人々への

      総合的支援の一翼を担う役割が求められています。

        本年は、さまざまな地域活動や情報が有機的に連携し、取組みが充実していくことを

      目指すとともに、第２期栄区地域福祉保健計画の最終年度として「拡げる」ことを柱に

      福祉関係施設・団体とともに地域福祉の推進に取り組みます。

        さらに、区民の皆さまから寄せられる募金や会員の会費などの自主財源の使途の透明

      性を高め、会員拡充や寄付受付方法の検討などにより財政基盤の充実を図ります。

    ◆第２期栄区地域福祉保健計画（22年度～27年度）

    ◆今年度の区社協の重点取組み

             

横浜市社協長期ビジョン中期計画及び第2期栄区地域福祉保健計画の重点取り組み
に沿った活動の推進
☆身近な地域での住民のつながり・支えあい活動の推進

これまで取り組んできている福祉課題の解決に加え、生活困窮や孤立等の新たな
福祉課題を把握し、その個別課題を地域ニーズとして整理し、地域で解決す
る仕組みづくり・活動に繋げていきます。 ＜関連：基本方針４、５、６＞

☆幅広い地域福祉活動人材の確保・育成
従来の福祉保健の枠組みにとらわれず、趣味や特技・知識を活かした活動をおこ
なう方々や福祉以外の活動分野の活動者を地域福祉活動に繋げるため、活動支援
団体等との連携を図りながら、地域福祉活動人材の確保・育成に取り組みます。

１．担い手の発掘・育成
①地域活動の新たな担い手を拡げるための取組を進めます
②地域活動やボランティア活動への支援を行います

７ つの基本方針

２．情報の受発信
①誰にでも分かりやすい情報発信の取組を進めます
②地域の情報を伝え合うため情報の共有・発信を行ないます

３．健康・生きがいづくり
①区民一人ひとりが健康に対して関心を持ち、意識を高めるため
の取組を進めます

４．交流の場づくり
①地域の人同士のつながりを深める自主活動・交流の場を充実する
ための取り組み・支援を進めます

②要援護者と地域をつなぎ、理解を深めるための取組・支援を進めます

５．生活環境の向上
①災害時に備えた要援護者避難支援の取組を進めます
②誰もが暮らしやすいまちにするための取組を進めます

６．高齢者・障害者等支援
①住み慣れた地域で暮らせるための支援・取組を進めます
②要援護者と地域をつなぎ、理解を深めるための取組・支援を進めます

７．次世代育成・支援
①身近な地域での子育て支援の充実を進めます
②地域行事やボランティア等に参加しやすい工夫を進めます
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取組み ※太字は重点取組み項目に関連した項目
                                具体的取り組み項目             ★は「重点取り組み」に関連した充実・拡充する取り組み

                                             ☆はその他の充実・拡充する取り組み

・新たなボランティアの発掘と育成を目的に、区内のボランティアグループや地域ケ
アプラザ、区民活動センターとの連携による多様な講座を開催します。（体系化した
ボランティア育成）

１  各種ボランティア講座の実施
     ・ボランティアグループや関係機関などと連携し、各種入門講座やフォローアップ講座を実施します。
   （手話入門講座、音声訳入門講座、ガイドボランティア講座、ミニ入門講座など）
２  新たな人材確保に向けた取り組み
　　★趣味や特技・ライフスタイルに合わせた多様な地域活動・ボランティア活動の提案をおこないます。[長期ビジョン１－２]
　　★ほっとスクールなどの取り組みの機会およびガイドボランティア講座を活用し障害児者の支援をおこなうボランティア活動者の
      確保に取り組みます。

・区内の社会福祉施設・団体と一緒に福祉の現場を紹介し区民の理解を深めるととも
に、福祉従事者のスキルアップのための働きかけを行います。

1　さかえ福祉フェスタの実施
　　☆高齢者支援分科会を中心に、専門機関部会所属の各分科会や他の分科会と協力して、第７回さかえ福祉フェスタを実施します。
　　・福祉施設のＰＲを通して地域住民の理解を深め、担い手として参加できる機会を提供し、福祉人材の発掘・育成につなげます。
２　福祉従事者研修の企画・運営の参画
　　・区内の福祉関係者の連絡会相互の連携による従事者研修や事例検討に参画します。
   　（障害者自立支援協議会及び代表者会議・地域交流コーディネーター連絡会・地域包括支援センター連絡会）

・定期的に登録ボランティアの更新を行い、情報の整理を行います。
・ボランティア団体や各種団体の、互いの情報と情報、活動と活動のつなぎ役として
の機能を推進します。

１  ボランティア登録・相談調整事業の実施
　　・ボランティアに関する相談を受け、活動希望者への活動紹介とボランティアを必要とする方へのボランティア紹介を行います。
　　・ボランティア登録・相談調整の中から、活動者のニーズを分析し、講座や企画に活かしていきます。
　　・企業からの地域貢献に関する相談に応じて地域とのつながりを意識したコーディネートをおこないます。[長期ビジョン３－２]
２  ボランティア情報の収集と発信
　　・ボランティア情報紙「そら」の発行（年４回発行）
    ・ボランティア活動メニュー情報の提供（随時）
　  ★ボランティアコーディネーターによる地域活動視察や地域ケアプラザを始めとする福祉施設との情報共有などを通じ、
　　　地域活動情報を定期的に更新し、必要な情報を区社協でのコーディネートに反映します。[長期ビジョン１－２]
　  ・ホームページやタウン紙などそれぞれの広報媒体の強みを活かした情報発信
　　☆スマートフォンに対応するホームページの活用
３  ボランティアセンター運営委員会の開催

・区民が主体的に実施しているさまざまな福祉保健活動に対して、助成金制度を活用し
て支援するとともに、配分に必要な財源を確保するために地域への協力を呼びかけま
す。

１　さかえ ふれあい助成金事業及び日赤地域福祉活動助成の実施
　　・区内の福祉保健活動の活性化を図るため、福祉保健活動団体や障害当事者団体の活動を支援します。
２　助成財源の確保とＰＲ
　　・募金や寄付について積極的にＰＲし、財源となる各種募金に対する協力を働きかけることで、助成金制度が持続可能なものと
    　なるように、引き続き財源の確保に努めます。
    　（善意銀行において、区内施設への募金箱の設置、PRチラシの作成など）
　　・効果的かつ適正執行をおこなえるよう助成団体に説明を行い、運営等に関する相談に応じます。

・身近な地域での見守りや支えあい活動が充実するよう、活動の中核を担う地区社会
福祉協議会活動を活性化させるための支援を行います。（再掲：基本方針６）

１  地域活動従事者向け研修
   ・地域活動の課題解決や活性化を図るため、他地区の活動実践例を学んだり外部研修への参加を促します。
   ★複数の分科会の合同研修や活動分野ごとの連絡会を通して、活動従事者のスキルアップ研修を実施します。

①誰にでも分かりやすい情報発信の取り組
みを進めます

・障害のある人や若年層など、対象に合わせた情報を伝えるため、広報紙の配布やホー
ムページ等による情報の提供方法を工夫します。

１　区社協ホームページの活用促進
　　・地域福祉活動及び区社協会員団体・施設の進捗情報をタイムリーに提供します。
　　☆スマートフォンに対応するホームページの活用により、閲覧手段を多様化します。＜再掲＞
２　広報紙の発行
　　・さかえ区社協だよりの発行(年２回、全戸配付）。
　　・ボランティア情報紙「そら」の発行（年４回）＜再掲＞
　　・ＳＰコードや音声訳ＣＤなど障害者等に配慮した情報提供方法の積極的活用を促進します。
　　・ホームページやタウン紙などのそれぞれの広報媒体の強みを活かした情報発信 ＜再掲＞

②地域の情報を伝えあうため、情報の共
有・発信を行います

・福祉保健活動団体や区社協会員団体の交流の場や、意見交換できる機会（連絡会等）
を積極的に提供し、情報の共有を推進していきます。

①地域の人同士のつながりを深める自主活
動・交流の場（多世代交流含む）を充実す
るための取組・支援を進めます

②要援護者（高齢者・障害児・者等）と地
域をつなぎ、理解を深めるための取組・支
援を進めます（再掲６－②）

・区民活動センターや地域ケアプラザ等の施設と一緒に、ボランティア活動や地域活動
への「はじめの一歩」を踏み出すきっかけづくりをコーディネートします。

１　区民活動センターとの連携強化　[長期ビジョン１－２]
　　・区民活動情報の共有を引き続き行い、趣味や特技を生かした活動団体と施設・地域福祉活動団体との連携強化を図ります。
２　地域ケアプラザ地域交流部門との連携強化
　　・地域活動情報を定期的に交換し、必要な情報を区社協でのコーディネートに反映します。

・広報紙や多様な講座を通し具体的な活動事例を紹介し、活動の楽しさや生きがいを伝
え、様々な人がボランティア活動や地域活動に参加できるようにします。

１   区社協発行広報紙・情報紙の活用 （再掲：基本方針２-①）
２   ボランティア・地域活動情報の更新
３   ボランティア入門講座の開催（再掲：基本方針１－①）

第2期地域福祉保健計画 平成2７年度 栄区社会福祉協議会事業計画

基本方針

1 担い手の発掘・育成

①地域活動の新たな担い手を広げるための
取り組みを進めます

②地域活動やボランティア活動への支援を
行います

2 情報の受発信

１　各活動分野ごとの連絡会の開催
　　・配食サービスボランティア連絡会
  　・住民参加型在宅福祉サービス連絡会
  　・送迎サービス連絡会
  　・子育て支援団体連絡会
  　・地域ケアプラザコーディネーター連絡会
  　・自立支援協議会、ネットワーク会
　　・障害児者移動支援サービス連絡会
  　　障害児者の通学、通所支援体制について、当事者団体、障害者相談支援機関、有償運送事業者、行政等と協議し、
    　移動支援に関する課題共有、改善に向けた区域一体的な取り組みの企画・運営をおこないます。
２　各部会、分科会の継続実施と連携強化
   　・さかえ福祉フェスタ（１０月） ＜再掲＞
  　・ぼらんてぃあ村（１１月）
３　会員の交流会の場の提供[長期ビジョン４－３]
　　分科会活動を通じた分科会相互の交流及び情報交換の機会の拡充
  　・複数分科会合同の研修会や意見交換会の実施
　　・第２９回栄区社会福祉大会（１１月）
４　区民の福祉・保健活動の交流の場として福祉保健活動拠点の機能を活用
　　・利用者全体交流会の開催    年１回
　　・ボランティア事業の実施
　　・「ようこそ・であい広場」の実施

4 交流の場づくり
・福祉保健団体や区社協会員団体の交流の場や、意見交換できる機会（連絡会等）を積
極的に提供し、情報の共有を推進していきます。
（再掲：２－情報の受発信）

3 健康・生きがいづくり
②地域でみんながつながる生きがいづくり
の取組を進めます

重点取組項目

重点取組項目

重点取組項目



第2期地域福祉保健計画 平成2７年度 栄区社会福祉協議会事業計画

・災害発生時を想定して、支援ボランティア団体や関係機関との連携を図ります。
１　横浜栄・防災ボランティアネットワークへの運営協力
２　災害ボランティアセンター運営設置訓練の実施　[長期ビジョン５－11]
３　災害時要援護者支援に関する協議の場の提供
　　・当事者団体や障害者支援団体との交流や意見交換

・障害当事者理解や、コミュニケーションボード（災害編）を普及するために、障害の
ある人の家族や支援団体の協力を得て出前講座を実施します。

１　出前講座の実施
　　・コミュニケーションボード（災害編）の普及促進
　　・講座協力者（当事者・家族、支援団体）の養成

①住み慣れた地域で暮らせるための支援・
取組を進めます

・判断能力が低下しても地域で安心して自立した生活ができるよう、高齢者や障害者の
権利を擁護する体制を推進します。

１　栄区社協あんしんセンターの運営
　　・利用促進に向けた取組み（関係者や地域向け出前講座の充実）
　　・区福祉保健センター、地域包括支援センターや成年後見サポートネットとの連携
　　・後見的支援制度との連携
２　市民後見人養成・活動支援事業　    [長期ビジョン２－３】
　　横浜生活あんしんセンターと連携して、市民後見人バンク登録者や受任者の支援に取り組みます。
    また、市民後見人バンク登録者への地域活動紹介等の相談対応や自主勉強会を支援しながら、市民後見人と協力して地域の見守り体制をつくりま
す。

・障害当事者理解のための教材を活用し、障害のある人の家族や支援団体の協力を得
て、出前講座を実施します。

１　障害者週間の啓発事業
２　発達障害理解促進のための啓発プログラムの活用促進
３　コミュニケーションボード（災害編）の活用（出前講座、出前講座協力者の養成）  （再掲）
４　運営法人や関係機関との連携による後見的支援制度の利用拡大（担い手の拡充）のための周知啓発　[長期ビジョン２－４]

・身近な地域での見守りや支えあい活動が充実するよう、活動の中核を担う地区社会
福祉協議会活動を活性化させるための支援を行います。

１   ★地区社会福祉協議会の支援　[長期ビジョン１－３]
    　地区社会福祉協議会が、地域の福祉課題の解決を目指し、地域の中の福祉活動の協議体としての機能を発揮し、様々な活動を
　　　コーディネートし地域福祉の推進を図れるよう支援します。
    ①地区社協関係者会議の定例開催(隔月）
    ②地区社協活動費の交付
　  ③地区社協福祉推進事業助成金制度による助成金の交付
    ④地区社協研修の実施（担い手拡大のための支援、役員研修の実施、情報交換会の実施など）
    ⑤地区社協活動のＰＲ（地区社協活動の情報や各地区社協発行情報紙を区社協ホームページに掲載）
　　⑥他分科会との交流
２   地区別計画の推進支援　[長期ビジョン１－４]
    　区役所や地域ケアプラザなどと連携して、第２期栄区地域福祉保健計画地区別計画の推進および第３期計画の策定を支援します。
    　☆地区別計画推進の中核を担う地区社協や小地域における主体的なまちづくり活動推進を担う地域ケアプラザを支援します。
　　　☆地区状況シートの定期更新及び関係機関との共有により地区社協を始めとする地域福祉活動を支援します。
３   ★身近な地域のつながり・支えあい活動推進事業の実施　（区域全地区展開）　[長期ビジョン１－１]
     　自治会町内会などでの潜在的ニーズの把握・分析、地域ケア会議での個別課題の解決に向けた情報提供、個別課題を地域
　　　で解決するための方法の検討をおこない、地域住民を主体とした見守りや支えあいの仕組みづくりを支援します。

・区民が区内の社会福祉施設について理解を深める取組を推進します。 (再掲：基本方針１－①）さかえ福祉フェスタの実施

①身近な地域での子育て支援の充実を進め
ます

・子育て支援団体や個人が、互いに連携した活動ができるよう支援します。 １  栄区子育て支援団体連絡会への参画
   ・子育て支援拠点にこりんくと共同事務局として、区内で活動している子育て支援関係者のネットワークを支援します。

②地域行事やボランティア等に参加しやす
い工夫を進めます

・地域住民やボランティア、障がい当事者などと連携し、区内の学校における福祉学習
への支援や福祉啓発を進めます。
・関係機関・団体と連携して福祉学習教材の活用を進めます。
・青少年がボランティア活動に参加しやすい仕組みを検討する。

１　区内の学校における福祉学習・体験講座への支援　[長期ビジョン３－１]
　　・教員向け説明会の実施
　　★地域活動団体や地域ケアプラザとの連携による運営をおこない、実施後の学校（学生）と地域社会（活動者）との交流の機会へ展開します。
２　中学生サマーボランティアスクールの実施
３　発達障害理解のための啓発プログラムを活用した出前講座の実施
４　先生のための福祉講座の実施
５　大学生ボランティアネットワークとの協働による学生ボランティアの活動機会の提供

財源の確保と有効活用
・区社協の根幹をなす会員組織の充実と、区社協の経営基盤の強化および地域への社協活動の浸透を図るため、会員の確保に努めます。
・区民から寄せられる募金や会員の会費などの自主財源の使途について、わかりやすい情報を提供します。

計画の進行管理・策定
・栄区地域福祉保健計画に基づく年度ごとの事業計画を作成し、計画の理念の達成を目指した事業を実施します。
★会員団体・地域活動団体との協議により、第３期栄区地域福祉保健計画を策定します。
・企画委員会が中心となり計画の進行管理と評価を行い、理事会に報告します。

事業推進体制の充実
・地域福祉の推進を目的とする団体としての認識を深め、会員団体による協議の場を充実します。
・理事会・評議員会・部会・分科会・委員会の開催

事務局体制の充実

相談業務の強化

福祉保健活動拠点の運営
区民の福祉・保健活動の場としての新たな活動団体の利用を促進し、効果的な管理運営に努めます。
   ・利用者調整会議の開催    月１回         ・利用者団体全体会   年１回

・機材の貸出し
・6団体事務（①神奈川県共同募金会栄区支会  ②日本赤十字社神奈川県支部栄区地区委員会  ③栄保護司会  ④栄区更生保護女性会
    ⑤栄区更生保護協会  ⑥栄区遺族会）

・事故防止マニュアル、危機管理マニュアルに基づく訓練の実施[長期ビジョン５－３]
・災害ボランティアセンター設置運営マニュアルの見直し、関係機関等と共有[長期ビジョン５－３]
・災害に備えた職員の配置体制の確立と業務継続計画の整備[長期ビジョン５－３]

5
生活環境の向上
（災害時の対応）

①災害時に備えた要援護者避難支援の取り
組みを進めます

業務の標準化を図り、効率的な事務局運営を行うとともに、区社協の窓口サービスを向上させるための取り組みを行います。
　・情報公開に対応できる文書管理
  ・出納事務の電子化（エレクトリックバンキングの活用）
  ・職員研修の定例開催
  ・ご意見箱の設置ならびに窓口満足度調査の実施

6 高齢者・障害者等支援

①住み慣れた地域で暮らせるための支援・
取組を進めます
②要援護者（高齢者・障害者等）と地域を
つなぎ、理解を深めるための取組・支援を
進めます（再掲４－②）

②要援護者（高齢者・障害児・者等）と地
域をつなぎ、理解を深めるための取組・支
援を進めます（再掲６－②）

・多くの区民が、高齢者や障害者、子どもなどへの支援に関わることのできる仕組みを
つくります。
(具体的な事業例）
・送迎サービス事業
・横浜子育てサポートシステム事業
・関係機関との協働による障害児者の余暇活動の推進

その他の取組

１　送迎サービス事業
　　　高齢者、障害児者を対象に送迎サービスを実施するとともに、新規運転ボランティアの安定確保に向け引き続きPRを実施します。
２　生活福祉資金・総合支援資金貸付相談
３　横浜子育てサポートシステム事業 (１０月以降は他法人に移管）
４　障害児者余暇支援事業「さかえ・ほっとスクール」の実施。(実行委員会形式）
    　事業継続のために多くの関係機関と協力体制を作ります。
５　障害者週間の啓発事業（再掲）
６　認知症キャラバンメイトとの連携

7 次世代育成・支援

☆ 区社協法人運営

重点取組項目


