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平成２７年度横浜市栄区社会福祉協議会 事業報告 

 

 

Ⅰ．ボランティア活動の推進支援事業 

１．ボランティアセンター事業 

２．福祉教育の推進 

 

Ⅱ．助成金事業 

１．善意銀行の運営 

２．さかえ ふれあい助成金事業 

 

Ⅲ．福祉ニーズをもつ区民への支援事業 
１．障害児者支援 

２．送迎サービス 

３．子育て支援 

４．障害児・者移動支援 

 

Ⅳ．小地域活動の推進支援事業 

１．地域での支えあい活動の推進 

２．地区社会福祉協議会の支援 

３．身近な地域のつながり・支えあい活動推進事業 

４．区内各種ネットワークへの参画 

 

Ⅴ．各種相談事業 

１．総合相談事業 

２．権利擁護事業 

３．各種福祉援護事業 

 

Ⅵ．広報啓発事業 

１．福祉のまちづくりの推進 

２．福祉の情報発信 

 

Ⅶ．法人運営 

１．事業推進体制の基盤 

 

Ⅷ．福祉保健活動拠点の運営 

 

Ⅸ．各種福祉団体への協力 

 

参考資料 

【別表１】善意銀行預託者一覧表 

【別表２】さかえ ふれあい助成金配分状況 
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Ⅰ．ボランティア活動の推進支援事業  

 

１．ボランティアセンター事業       【財源：（受託金・補助金）1,262 千円[1,840 千円]】 

 

ボランティアに関するニーズや、ボランティア活動者の相談を受け、活動の場の紹介とボランティアを必要と 

する方々へのボランティアの紹介をおこないました。 

 

(1)ボランティア登録 

     

登録者数 
累計 

26年度 27年度 

個人登録 57 60 738 

内訳）男性 22  24 366  

   女性 35  36 372  

グループ登録（人数） 18（132） 14（290）  216（4808） 

 

(2)ボランティア依頼・調整・派遣（送迎サービスを除く） 

①単発依頼 

単発 依頼件数 紹介件数 調整中 調整つかず 取り下げ 紹介人数 調整数 対応率 

児童 10 6 2 2 0 21 68 60％ 

障害 24 17 3 3 1 232 76 70％ 

高齢 40 34 0 3 3 81 129 85％ 

外国人 1 1 0 0 0 0 6 100％ 

限定せず 9 5 0 2 2 62 31 55％ 

その他 13 10 0 3 0 9 40 76％ 

合計 97 73 5 13 6 405 350 75％ 

                                            26 年度 82％ 

②継続依頼 

単発 依頼件数 紹介件数 調整中 調整つかず 取り下げ 紹介人数 調整数 対応率 

児童 1 0 0 0 1 0 8 － 

障害 5 2 2 1 0 1 19 40％ 

高齢 4 3 0 1 0 19 23 75％ 

外国人 0 0 0 0 0 0 0 － 

限定せず 0 0 0 0 0 0 0 － 

その他 3 1 2 0 0 1 16 33％ 

合計 13 6 4 2 1 21 66 46％ 

26 年度 57％ 

 

重 点

… 
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(3)広報・啓発事業 

①情報紙・広報紙の発行 

ボランティア情報紙 

「そら」の発行 

年４回発行 

   6 月 

   8 月 

  11 月 

   2 月 

ボランティアや福祉に関する情報を広く区民に提供するためのボランテ

ィア情報紙「そら」を発行しました。 

自治会・町内会の協力により３回を班回覧、1回を全戸配布しました。 

発行回数：４回 

発行部数：６月号 6,500部  ８月号・１１月号 6,300部 

２月号 49,000部（全戸配布） 

配 布 先：各自治会町内会・区内福祉関係施設 

            登録ボランティア（団体・個人） 等 

内    容：「あなたもボランティア」をテーマに身近なボランティア活動 

をしている団体や個人を紹介 

ボランティア 100人に聞きました、ボランティア募集記事等 

編集委員会：4月、5月、7月、10月、12月、1月第 2金曜日 6回 

                                                                     

②ボランティア・福祉啓発に関する講座等 

 

(4)各種連絡会 

配食サービス 

ボランティア連絡会 

奇数月開催 

 

 

 

区内配食グループ８団体の連絡会 

①定例連絡会 開催回数：５回  延べ参加者：25名 

※内２回は交流会、在宅福祉サービス連絡会との合同連絡会 

配達ボランティア対象の交流会 11/11 参加者：18名 

 各団体の活動紹介、グループでの情報交換 

在宅福祉サービス・配

食サービスボランティ

ア合同連絡会【新規】 

3/9 

 

区内在宅福祉サービス団体と配食サービスボランティアの合同連絡

会。 

参加者数：８団体１４名 ２施設３名 

ちょこっとボランティ

ア連絡会【新規】 

2/22 区内のちょっとした困り事に対する支援を行っている団体の連絡会。 

参加者数：１５団体３０名 

 

 

 

手話入門講座 5/10～7/13 

毎週火曜日 

全 10回 

手話の基本的な技術修得及び聴覚障害者理解と交流を深める場を提

供しました。 

共催：手話サークル 希     

会場：栄区福祉保健活動拠点 

延べ参加者数：90名 

ボランティアミニ講座 

【新規】 

6/15、8/22、

10/24、11/12、

12/15、1/23、

2/25、3/10 

ボランティア活動を始めようとしている人、始めたばかりの人を対象

に、ボランティア活動の心がまえや活動の紹介と簡単な車椅子操作を

学ぶ場を提供しました。 

  会場：栄区福祉保健活動拠点 

  延べ参加者数：13名 

障がいのある方への 

外出支援 

ボランティア講座 

2/25 知的障がい、発達障がいの理解、地域での関わりを学び、障がい児者 

の外出支援に関わる新たなボランティア養成を目的に開催しました。 

  会場：栄区福祉保健活動拠点 

  参加人数：25名 
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(5)ボランティアセンター運営委員会 

第１回運営委員会 3/22 

 

平成２７年度栄区ボランティアセンター事業について 

 ・善意銀行配分結果及び平成２８年度予算について 

・平成２７年度の取り組み状況 

・次年度に向けての意見交換  出席委員：６名 

 

(6)災害ボランティア活動 

横浜栄・防災ボランテ

ィアネットワークへ

の支援 

 

定例開催 

 

 

栄区役所とともに、運営委員会の運営等の支援を行いました。 

・運営委員会 ６回 

 

＜災害ボランティアセンター開設・運営訓練＞ 2/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

三者協議 8/14 

3/31 

栄区役所、横浜栄防災ボランティアネットワークとともに、情報交換や災

害ボランティアセンター開設や運営について協議しました。 

災害ボランティア 

ネットワーク 

Ｂブロック会議 

6/23 

10/20 

2/16 

市内を４ブロックに区分けし、近隣区における災害時の連携等について検

討するため、横浜栄・防災ボランティアネットワークとともにブロック別

会議に参加しました。 

Ｂブロック：港南区・磯子区・金沢区・戸塚区・栄区 

 

(7)福祉機材の貸し出し 

名 称 件数 名 称 件数 

車イス ９８ チャイルドシート ２ 

アイマスク ４ 高齢者疑似体験セット １１ 

白杖 ４ イベント用品（テント等） １６ 

点字器 ３ 点字ブロック ２ 

車イススロープ ３   

            計 １４３件  (26年度 126件) 

 

 

 

２．福祉教育の推進             【財源：（補助金）160 千円[160 千円]】 

(1)出張講座開催事業 

   区内小中学校、高校へ働きかけ、依頼のあった学校で、福祉教育のための講座を出張開催しました。 

延べ１０校 受講者２，６７９人 
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学校名 対象 実施日 テーマ 協力先 人数 

飯島小学校 4年生 3クラス 7月 13日 聴覚障害理解 手話サークル「希」 ★ １０５名 

小山台小学校 

4年生 1クラス 

11月 4日 発達障害理解 栄区自立支援協議会 作業部会 

４１名 

5年生 1クラス ３２名 

6年生 1クラス ３２名 

1年生 2クラス 

11月 6日 聴覚障害理解 手話サークル「希」 ★ 

４０名 

2年生 2クラス ４３名 

3年生 1クラス ３５名 

4年生 1クラス 12月 9日 高齢者理解 
小菅ヶ谷地域ケアプラザ 

学校支援ボランティア など 
４１名 

豊田小学校 

2年生 3クラス 11月 17日 発達障害理解 栄区自立支援協議会 作業部会 ８２名 

3年生 3クラス 11月2日間 高齢者理解 豊田地域ケアプラザ １０５名 

4年生 3クラス 11月 14日 視覚障害理解 View-Net 神奈川 ★ ８６名 

本郷台小学校 

4年生 3クラス 1月 28日 視覚障害理解 View-Net 神奈川 ★ ８８名 

1年生 3クラス  1月28日 発達障害理解 栄区自立支援協議会 作業部会 ８３名 

3年生 3クラス 2月 17日 高齢者理解 
小菅ヶ谷地域ケアプラザ 

ボランティア いでたち 
９２名 

笠間小学校 
4年生 1クラス 9月 7日 聴覚障害理解 手話サークル「希」 ★ ３１名 

4年生 1クラス 12月 17日 視覚障害理解 View-Net 神奈川 ★ ３１名 

桂台小学校 全校 12月 8日 身体障害理解 横浜市車椅子の会 ★ ４０８名 

本郷小学校 
1年生 4クラス 11月 11日 聴覚障害理解 手話サークル「希」 ★ １１１名 

4年生 3クラス 11月 26日 視覚障害理解 View-Net 神奈川 ★ １０９名 

千秀小学校 
3年生 1クラス 

4年生 1クラス 
12月 16日 視覚障害理解 View-Net 神奈川 ★ ７０名 

本郷中学校 全校 6月 26日 視覚障害理解 View-Net 神奈川 ★ ４５０名 

栄高校 1年生 8クラス 

10月 26日 
福祉について考

える 

上郷東地区社会福祉協議会 

野七里地域ケアプラザ 

２８０名 

11月 9日 

福祉社会を目指

して自分ができ

ること 

上郷東地区社会福祉協議会 

野七里地域ケアプラザ 

11月 16日 
心のバリアフリ

ーを取り払う 

View-Net 神奈川 ★ 

野七里地域ケアプラザ 

12月 7日 振り返り 
上郷東地区社会福祉協議会 

野七里地域ケアプラザ 

★印は障害当事者が講師として参加しました。 
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(2)福祉教育に関する講座等 

 

サマーボランティア

スクール 

（中学・高校生福祉施設体

験学習） 

 

7月～8月 区内の中学・高校生を対象に、夏休みを利用した福祉施設での

体験を通じ、福祉への関心と理解を深めるとともにボランティア

を行うことへのきっかけづくりを提供しました。                           

 協力施設：18施設、1団体 

 参 加 者：21名（延べ参加者数：90名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 参加者 施設名 参加者 

大船ルーテル保育園 1 リハビリポート横浜 1 

かつら愛児園 1 ケアポート・田谷 1 

やまゆり保育園 1 田谷の里 2 

横浜市飯島保育園 1 ライフコートさかえ 1 

横浜市上郷保育園 1 ＳＥＬＰ・杜 1 

横浜市公田保育園 1 サポートセンター径 1 

かさまの杜保育園 1 かつら工房・サンライズ 1 

栄区子育て支援拠点 

にこりんく 
1 わ～くくらぶ・さかえ 1 

豊田地域ケアプラザ 1 さかえ・ほっとスクール 2 

中野地域ケアプラザ 1   

先生のための福祉 

講座 

 

 

7/30、7/31 

・導入講座 

・グループでの意見

交換、情報共有 

横浜市社協と１８区社協共催の講座。 

市社協、１８区社協、教育委員会共催事業。市内の小・中・高・

盲・ろう・特別支援学校の先生を対象に、「効果的な福祉教育を目

指して」をテーマとした導入講座と、「福祉教育をより効果的に実

施する工夫を共に考える」というテーマでグループ毎に意見交換

や情報共有を行いました。 

延べ参加者数：61名 

 

 

 

聴覚障害理解 車椅子バスケ体験 

 

視覚障害者理解 
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Ⅱ．助成金事業 

１．善意銀行の運営            

   ボランティアセンターに設置された善意銀行で区民からの寄付金品を受け入れ、さかえ ふれあい助成金 

  配分審査会の決定に基づき配分しました。 

 

(1)金品・物品 預託者状況（別表１参照） 

        総件数：44 件   金品：44件 物品：0件 

総計 758,342 円（26年度 1,183,661円） 

２．さかえ ふれあい助成金事業  財源：（補助金・共同募金・寄付金）8,138 千円[9,343 千円]】 

   さかえ ふれあい助成金配分審査会 

     第１回 ６月２５日（８名） 

         ・配分総額（別表２参照） 97 件 ７，７３８，０００円（26 年度 93 件 7,804,000 円） 

第２回 ２月２６日（７名） 

・さかえ ふれあい助成金の配分結果報告 

・平成 28 年度さかえ ふれあい助成金の助成方針の検討 

・ふれあい助成金配分団体のヒアリング【新規】 

助成財源別状況一覧表    ※太字部分は「さかえ ふれあい助成金対象分」     （単位：円）  

共同募金 一般 

【さかえ ふれあい助成金】 

配食 

会食・ミニデイ 

サロン・リハビリ教室など 

当事者施設 

福祉イベント 

 

区分 4 

区分 8 

区分 13・14・16 

区分 25 

区分 27 

1,127,000  1,127,000 

共同募金  

年末たすけあい 

【さかえ ふれあい助成金】 

サロン・リハビリ教室など 

手話・音声訳 

 

区分 15 

区分 18 

1,766,000  
1,826,000 

別枠 社会を明るくする運動 60,000  

善意銀行 

【さかえ ふれあい助成金】 

事業立ち上げ 

 

区分 29 
50,000 

390,000  

別枠 会員助成金 31件 340,000  

よこはま ふれあ

い助成金 

市社協補助金 

【さかえ ふれあい助成金】 

配食 

会食・ミニデイ 

送迎 

ホームヘルプ 

サロン・リハビリ教室など 

当事者活動 

当事者外出 

福祉のまちづくり 

 

区分 1～2 

区分 5～７ 

区分 9 

区分 11・12 

区分 15 

区分 20～23 

区分 24 

区分 26 

4,795,000  4,795,000 

    
(さかえ ふれあい助成金 

合計  7,738,000） 
  合計 8,138,000  
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Ⅲ．福祉ニーズをもつ区民への支援事業 

 

１．障害児者支援                    【財源：（会費）189 千円[85 千円]】 

(1)障害児余暇支援事業 

「さかえ・ほっとスクール」 

（実行委員会形式で実施） 

 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

7/30・7/31 

8/4・5 

 

 

 

 

 

 

 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

事前研修会 

7/4 

 

 

 

ほっと 

ｽﾍﾟｼｬﾙ 

8/20 

 

 

 

 

 

実行委員会 

 9回開催 

特別支援学校や養護学校、個別支援学級に通っている児童・生

徒を対象に、夏休み期間の余暇支援及び家族のリフレッシュを図

るとともに、ボランティアの育成を目指しました。 

実施場所：小菅ヶ谷地域ケアプラザ、桂台地域ケアプラザ 

     中野地域ケアプラザ、さかえ活動ホーム 

本郷特別支援学校、みなとみらい、桜木町、江の島 他 

内    容：クッキング、お出かけ、ボウリング 等 

参加者数：３８名 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ ：１１４名（延べ１２１名） 

 

初めて「さかえ・ほっとスクール」に参加するボランティア向け

に、当事者の家族、関わっているボランティアから思いや経験談

を伝え、さらに子どもたちとの関わりで配慮することを説明しま

した。 

実施場所：ピアハッピィ栄 団体交流室 

参加者数：４名 

 

「さかえ・ほっとスクール」に申し込んだ方（参加できなかった

方を含む）を対象とし、家族やボランティアと一緒に楽しむ「全

体交流会」を実施しました。 

実施場所：本郷特別支援学校 

内    容：演奏、マジック、じゃんけんゲーム 等 

参加者数(家族含む)：４０名 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ ：１６名 

 

ほっとスクール実施に向けた打ち合わせ、作業 

 開催後の振り返り、次年度に向けた検討 等 

(2)余暇活動支援事業 

「青年学級」 

共催：サポートセンター径 

毎月 1、2回 

 

参加メンバーの余暇の自立度を高めていくことに視点をおき、

メンバーを固定せず各回単発で事業を開催しました。 

延べ参加者数：（１４５）名 

「もっく」 

共催：ＳＥＬＰ・杜 

サポートセンター径  

 

 

毎週木曜日 生活・仲間づくりを支援し、住まいでも職場でもない居場所と

してサロンを実施しました。 

実施場所：栄区福祉保健活動拠点 

実施回数：（４９）回 

延べ参加者数：（７００）名 
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(3)障害者週間キャンペーン 

 

 

12/3～12/9 「障害者週間」の周知と障害者福祉について広く区民の理解と

認識を深めることを目的に、当事者団体分科会、障害者支援分科

会合同で実施しました。 

①説明会 10/19 

②キャンペーン当日 12/4 

実施場所：ＪＲ本郷台駅周辺 

参加団体：１７団体 参加者数：９０名 

内    容：啓発リーフレット・ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭ（3,000部）の配布 

③区内小・中・高校等への PR 11/1～11/30 

配布先数：２６ヶ所  参加団体：１３団体 

内  容：ポスター掲示依頼、福祉教育紹介など 

(4)さかえ・ふれあい運動会 

（実行委員会形式で実施） 

 

10/17  運動をする機会の少ない障害児・者と中学生が互いに協力しな

がら競技に参加し交流することにより、相互理解を深めることを

目的とした運動会に協力しました。 

参加者数：335人（区内福祉施設利用者及び当事者団体） 

ボランティア：264人（うち区内 7校の中学生 177人） 

 

 

２．送迎サービス         【財源：（受託金・利用料・寄付金）4,069 千円[4,081 千円]】 

(1) 通常の交通手段により移動することが困難な要援護者に対する送迎サービスをボランティアの協力を得て 

 区社協所有の送迎専用車輌により実施しました。 

 

稼働日 
242 日（平日の９時～１７時）                

 26 年度  244 日 

送迎件数 
1.737 件（内 横浜市外出支援サービス 754 件） 

26 年度 1,794 件 

利用者登録数 381 名 

使用車両台数 3 台 

送迎ボランティア登録数 30 名 

事故件数 1 件 

 

 

(2) 送迎ボランティア連絡会 （会場はいずれも栄区福祉保健活動拠点） 

 ①連絡会 

  開催日：5/26、8/26、11/24、3/30  計４回 

  （主な議題）・年間送迎実績について 

        ・送迎事故発生状況について 

・後見的支援制度研修  等 

  ②研修会 

    8/26 「後見的支援制度について」 

       講 師：栄区後見的支授室「とんぼ」 

           鈴木美千代氏・酒井理恵氏 

       参加者：5名 
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３．子育て支援               【財源：（受託金）841 千円[1,486 千円]】 

(1) 子育てサポートシステム事業 

   地域での住民相互の子育てを推進するために「子育ての援助を受けたい人（利用会員）」と「子育ての 

  援助を提供したい人（提供会員）」によるサポート事業を実施しました。※10月から事務局を地域子育て支援

拠点「にこりんく」へ移管しました。 

   

①会員数（平成２８年９月３０日現在） 147 人 （26 年度 206 人） 

      利用会員： 104 人  提供会員： 36 人  両方会員： 7 人 

②活動実績 

 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計 

活動件数 49 69 52 56 28 

 

 

 

 

 

254 

活動時間 １時間以内 36 54 40 41 24 195 

活動時間 ２時間以内 10 13 11 13 4 51 

活動時間 ３時間以内 2 1 1 1  5 

活動時間 ４時間以内  1  1  2 

活動時間 ４時間以上 1     1 

キャンセル件数  1 1   2 

26 年度活動件数 905 件 

③主な援助の必要理由 

・保護者等の就労の場合の援助（常勤・短時間・臨時的） 

  ・産前産後の援助 

  ・その他（保護者の通学のため） 

    ・リフレッシュ 

④主な利用内容 

  ・その他（登校の付添い） 

  ・登園前の預かりと送り 

  ・幼稚園・保育園の送り 

  ・習い事・塾の送迎 

⑤入会説明会  

  ・通常の説明会 

   4/16、5/21、6/18、7/16、8/20、9/17  計 6 回 

    参加者数 計 18 人 

  ・個別説明  実施回数：計 4 回実施 参加者数 計 5 人 

⑥移管説明会＆会員交流会 

  日 時：8/24（月）10：30～12：00 

  場 所：栄区地域子育て支援拠点 にこりんく 

  内 容：移管についての説明・茶話会・交流会 

  参加者：11 人 

⑦地区リーダー会議（毎月 1 回開催 計 6 回）     

  内 容：活動報告、情報提供 
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(2) 栄区子育て支援団体連絡会 

地域の子育てを取り巻く福祉課題の共有・解決と子育て支援関係団体の連携を目的とし、子育て支援 

団体連絡会を開催しました。子育て支援団体、関係機関、行政等３０団体以上がメンバーとして参加。 

また、連絡会の企画･立案を行う企画委員会を開催しました。 

 全体会： 年 4回    

企画委員会： 年 4回 

    

①第 1回 6/26 参加者 27名（栄区福祉保健活動拠点にて） 

  ・栄区の子育てを取り巻く各支援団体の連携及び情報の交換・共有・課題解決を目的とする 

・グループに分かれて、情報交換 

②第 2回 9/1 参加者 49名（栄区福祉保健活動拠点にて） 

  ・研修 「発達障がい等の理解」 

 ③第 3回 12/1 参加者 48名（栄区福祉保健活動拠点にて） 

   ・栄区の子育ての現状について、子育て支援者、保育園よりお話を伺う。 

   ・グループに分かれて、話し合い 

 ④第 4回 2/10 参加者 23名（よこはま港南地域療育センター） 

   ・視察：よこはま港南地域療育センター 

 

 

４．障害児・者移動支援【新規】         

(1) 移動情報センター事業         【財源：（受託金・補助金）3,386 千円】 

   障害のある人の外出や移動に関する事業者情報を一元的に集約し、通学、通所、余暇などの移動ニーズ 

に合わせて依頼者と事業所等とのコーディネート事業を実施しました。（平成２８年１月１８日開設） 

①相談数 

相談者／相談手段 電話 メール 来所 ボラセン その他 合計 

本人・家族 １７  １   １８ 

学校 １     １ 

通所施設 １     １ 

合計 １９  １   ２０ 

 

②相談内容と障害種別（カッコ内は終了数）   

相談内容／種別 身体 知的 精神 複数 その他 合計 

余暇 １（１） ４（１）   １（１） ６（３） 

通学  ４（３）    ４（３） 

通所 １（１） ４（１） ２（１）  １（１） ８（４） 

その他     ２（２） ２（２） 

合計 ２（２） １２（５） ２（１）  ４（４） ２０（１２） 

児童（１８歳未満）   ８    ３  １１ 

成人（１８歳以上）  ２  ４  ２   １   ９ 

相談受付数 ２０件  終了相談数 １２件 
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③調整・活動件数 

調整対象／調整手段 電話 来所 訪問 合計 

本人・家族 ９２ ２ １ ９５ 

区役所・地活ホーム １３   １３ 

通所施設 ８   ８ 

ヘルパー事業所 ５０   ５０ 

ガイボラ ５２   ５２ 

他区社協 １１   １１ 

調整・活動件数合計  ２２９件 

 

④推進会議  12/21、2/18 計２回（栄区福祉保健活動拠点にて） 

  主な議題 ・制度概要について 

       ・事業計画について 

       ・進捗状況について 

       ・窓口開設後の相談状況について 

       ・平成２８年度の事業計画について 

  

⑤周知活動 

  ・区内１１事業所（ヘルパー、福祉有償事業等）に訪問による事業説明とチラシ配布 

  ・南区移動情報センター推進会議にて開設の説明とチラシ配布（12/7）２０部 

  ・栄区自立支援協議会にてチラシ配布（12/8）２０部 

  ・タウンニュース栄区版 1 月 14 日号 ３７，０００部 

  ・栄区民児協にて事業説明とチラシ配布（1/15）１６０部 

  ・ボランティア分科会にて事業説明とチラシ配布（2/8）３０部 

  ・当事者団体分科会にて事業説明とチラシ配布（3/14）３０部 

  ・栄区視覚障害者福祉協会にて事業説明とチラシ配布（3/16）３０部 

 

⑥その他 

  ・2/25 障害のある方の外出支援 ボランティア講座 開催 （再掲） 

      場 所：栄区福祉保健活動拠点 

      参加者：25 名 

・3/8 栄区小学校校長会にて事業説明 

  

(２)ガイドボランティア事務取扱団体事業   

   ガイドボランティアの登録、活動の斡旋、活動奨励金の支払いに関する事務とガイドボランティア支援対象

者の登録、ガイドボランティアの紹介に関する事業を実施しました。（平成２８年 1 月１８日開設） 

 ①ガイドボランティア登録           ②支援対象者登録 

 登録者数     登録者数 

男性 １５  男性 ２ 

女性 ４  女性 ２ 

合計 １９  合計 ４ 

 



 13 

 

Ⅳ．小地域活動の推進支援事業 

１．地域での支えあい活動の推進 

(1) 地域のネットワーク活動等への参画  

  日常生活圏域での生活課題を把握し、課題解決の仕組みづくりを構築するために開催される地域支えあい 

ネットワーク・連絡会や、地域福祉保健計画における地区別計画の推進を図るため会議に参加し働きかけ 

を行いました。    

 

地区名 実施日および主な内容 

豊田地区 

【支え合い連絡会：4回】  

・第２期地域福祉保健計画地区計画進捗状況報告（各小委員会活動報告） 

・栄区地域運営補助金について 

・第３期地域福祉保健計画策定について 

【広報編集委員会：9回（編集会議含む）】 

・「ふれあい豊田」第 20号、第 21号の編集、発行、全戸配布  

【要援助者支援ネットワーク委員会：7 回】 

・町内会自治会訪問 4箇所 

・認知症出前講座 2回 

・「ちょこっとボランティア勉強会」の開催  1/24 

・「地域支えあい出前講座」の開催 テーマ：障害とは…  2/16 

・第３期地域福祉保健計画策定について 

【子どもネットワーク委員会：4 回】 

・「豊田！夏ボラ講座」の開催（7/22～8/24） 

・「豊田地区 子育て・こどもカレンダー」発行 

・「世代間交流会」の開催 7/5、1/31 

・子育てサロン の～びのび 支援 

・第３期地域福祉保健計画策定について 

【あいさつ運動推進委員会：9回】 

・ふれあいフェスティバルにて啓発活動 

・のぼり旗の活用方法、普及啓発 

・あいさつロードの設定 

・第３期地域福祉保健計画策定について 

【地区担当者会議】9回 【定例カンファレンス】3回 【児童虐待防止連絡会】1回  

【ミニデイ・サロン等】7回 【地域ケア会議】2回 【事務局打合せ等】10回 

 

笠間地区 

【かさま・つながるプラン推進会議：7 回】 

・第３期地域福祉保健計画地区別計画策定について 

【かさま・つながるプラン企画委員会：6回】 

・第３期地域福祉保健計画地区別計画策定について 

・各分科会の取り組み状況報告 

・情報紙第４号について 

【「顔の見える、つながるまち」まちづくり意見交換会：１回】 
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・かさま・つながるプランのこれまでとこれからの取り組みについて 

【かさま・つながるプラン推進会議研修会：2 回】 

6/21開催 内容：住民の絆が地域防災力を高める・地区社協とは・福祉事業紹介 

2/20開催 内容：高齢者と子どもの見守りについて 

【要援護者支援分科会】 

・各町内会自治会における要援護者支援の取り組み進捗状況と今後の取り組みについて 

【サロン分科会：2 回】  

・3ブロックでのサロン開催状況と情報交換 

・今後の方向について 

・各ブロックでのサロン開催（Ａブロック：11回、Ｂブロック：12回、 

Ｃブロック：合同開催 1回・町内会自治会別開催 5会場 64 回）  

【青少年分科会】 

・デイキャンプの開催 7/19 

【かさま広報紙編集委員会：5回】 

・「笠間で暮らす顔のみえるまち」の作成・編集作業・発行 

【事務局打合せ】17回 

 

小菅ヶ谷地区 

【つながるプラン推進会議：3回】  

・第３期地域福祉保健計画策定に向けての検討 

【企画委員会：8回】  

・第３期地域福祉保健計画策定に向けての検討 

・地区社協研修会について 

・つながる・プランニュースの発行について 

【定例カンファレンス：10回】 

・地域の個別ケースに関の情報共有 

【地域ケア会議：4 回】 

・地域医療職連携会議 

【事務局打ち合わせ：11回】 

12/12 地区社協研修会「マップ作りで身近なつながりを！」 

 2/ 9  地区社協研修会「今、子供たちの世界に何が起こっているのか」 

 

本郷中央地区 

【本郷中央地区支えあい連絡会】 

・4/25 総会 

・幹事会 18回 

【協働福祉講座：１回】 

・7/18「災害発生時の避難場所について考える」の開催 

【自治会訪問：3回】 

・6/13朝日平和台自治会 10/12 グリーンテラス本郷台自治会 1/30 湘南桂台自治会 

【協働福祉フォーラム：2回】11/21・2/28 

・「第３期地域福祉保健計画策定の検討会」 

・「第３期地域福祉保健計画策定素案の提示と意見交換会」 
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本郷第三地区 

【支えあいネットワーク全体会：１回】 各分科会活動報告・第 3期地域福祉保健計画について 

【幹事会：８回】 

【訪問活動分科会】「さくら茶屋にししば」視察 

【災害時分科会】「避難支援のための防災マップの作成」 

【ボランティア分科会】ボランティア研修会及び交流会実施 

【子育て関連分科会】こどもカレンダー年４回発行・みんなでチャレンジ Let’s スポーツ 実施 

【広報分科会】「本三みらい」年４回発行 ふれあいマップの発行 

【事務局打合せ：８回】 

【地域ケア会議：３回】 

上郷西地区 

【上郷西地区支えあい・つながるプラン推進会議 全体会：2回】 

・各部会活動報告 ・第 3期地域福祉保健計画について 

【上郷西地区支えあい・つながるプラン推進会議 役員会：6回】 

【上郷西地区第 1部会：12回】 

・支えあいネットワーク・ハンドブック「文化編」交流会 1回 

【上郷西第 2部会：13 回】 

・「世代間交流サロン ぬくもり」：開催 3回   

【上郷西第 3部会：2回】防災マップを活用したウォーキング、防災センター見学 

上郷東地区 

【見守りネットワーク全体会：２回】 

第 1回 7/11 第 2 期福祉保健計画のまとめと地域のこれからについて 

第 2回 11/21 みなさんの地域について 3 つのﾃｰﾏ（健康づくり,見守り・支え合い, 

連携・ﾈｯﾄﾜｰｸ）に沿って意見交換 

【定例会】 12 回 【情報交換会】連合町内会定例会との情報交換 2 回  

【事務局打合せ】12回  【地域ケア会議】1 回 

 

 

２．地区社会福祉協議会の支援     

【財源：（補助金・共同募金・会費）2,012 千円[2,006 千円]】   

地区社会福祉協議会助成 ６月 

 

７月 

 

年間随時 

 

 

１ 賛助会費還元金配分 

  ・地区別実績により配分 還元金総額 462,497 円 

２ 地区社協活動費（市社協）交付（申請方式） 

・５万円×７地区＝３５万円 

３ 地区社協福祉推進事業助成金（区社協）交付  

・基本事業分 １２万円×７地区＝８４万円 

・選択事業分 ２８万円（６地区１５事業） 

地区社協分科会研修① 

 

・障がい児者への支援 

7/28 「身近な地域での見守り」を考えるにあたり、障がい児者支援

に対する理解、啓発について学び、今後の取り組みのきっかけ

とすることを目的に実施しました。 

講 師：横浜市本郷特別支援学校 本橋善則氏 

    サポートセンター径 相談支援室 勝俣篤志氏 

参加者：３９名 

重 点

… 
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地区社協分科会研修② 

 

・学校カウンセラーに学ぶ

「子どもを取り巻く環境

と学校生活の現状」 

2/24 今後の地区社協活動を推進する上で必要となる子どもへのア

プローチ方法や学校との連携を考えることを目的に実施しま

した。 

講  師：栄区こども家庭支援課 学校ｶｳﾝｾﾗｰ 広井法子氏 

    教育総合相談ｾﾝﾀｰ 横浜市ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 畠山淳子氏 

参加者：３３名 

地区社協データの更新 

（アセスメントシートの

更新：７地区） 

随時 地区社協活動状況を把握するだけでなく、地区支援チームの基

礎資料として活用できるように様式を改正し、栄区役所、地域

ケアプラザとともに各種データの更新を行いました。 

赤い羽根共同募金 

街頭募金への協力 

10/2・3 地区社協活動費の助成金財源となっている共同募金会での街

頭募金運動に協力しました。 

 

 

３．身近な地域のつながり・支えあい活動推進事業  重点 

 新たな生活ニーズや深刻化した生活ニーズに対し、社会福祉協議会がこれまで培ってきた地域活動支援 

や人材育成のノウハウ、社協の持つネットワーク等資源を活用し、地域での見守り体制づくりや助け合いに 

関わる人の層を厚くし、地域の福祉力を強化することに取り組みました。 

 

（１）地区内福祉問題の把握、潜在的ニーズの発掘 

   ・地域ケアプラザ個別ケースカンファレンスに出席し個別ニーズの把握 ２地区 

   ・地域ケア会議を活用し、個別ニーズから地域課題へのつなぎを行う  ７地区 

   ・地域福祉保健計画地区支援チーム会議でニーズ情報の共有を行う   ７地区 

（２）地域の見守り活動の活性化 

   ・「住民支えあいマップ」研修開催 ２箇所 

   ・「住民支えあいマップ」研修をきっかけに発展した自治会町内会単位の見守り活動の継続支援 

   ・身近な居場所としてのサロン立ち上げ支援および運営支援 

 

（３）顕在化しているニーズの解決に向けた支援 

   ・自治会町内会訪問から把握した困り事に対して「障害理解」の啓発講座を実施 

   ・民生児童委員からの個別相談に対して、区社協内部で検討 

   ・区内の生活支援ボランティア（ちょこっとボランティア）団体連絡会を開催 

 

４．区内各種ネットワークへの参画 

地域ケアプラザコーデ

ィネーター連絡会 

毎月 

第２水曜日 

区内地域ケアプラザ（６館）の地域活動交流事業を支援し、地

域の課題解決を効果的に進めるために定期的に連絡会を開催し、

情報交換や検討を行いました。 

第３期計画策定について・事例集について・貸館利用について等 

地域ケアプラザ所長会 毎月 

第４木曜日 

地域ケアプラザ所長の会議に出席し、指定管理業務・地域活動

交流・地域包括支援センターに関すること・その他、地域福祉保

健計画に関することについて情報交換しました。 
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包括支援センター連絡

会 

 

年４回 区内地域ケアプラザ（６館）の包括支援センター連絡会に参加

し、権利擁護事業・成年後見制度などに関しての情報提供、関連

する研修などに参加しました。 

包括支援センター社会

福祉士連絡会 

 

毎月１回 区内地域ケアプラザ（６館）の包括支援センターの社会福祉士

連絡会に参加し、権利擁護事業・成年後見制度などに関しての情

報交換を行いました。 

栄区地域自立支援協議

会 

 

 

毎月 

第２火曜日 

 

 

栄区内の障害者施設の担当者が毎月集まり、支援のあり方の検

討、地域課題の共有、情報交換等を通じて連携を図りました。４

つの作業部会（子ども部会、精神部会、出前講座部会、生活を考

える会）を作り、テーマごとの課題にも取り組みました。 

参加機関：区内障害関係施設、団体、相談機関等３６団体 

栄区ネットワーク会 奇数月 

第３水曜日 

区内の福祉関係者の連絡会相互の連携を図り、それぞれの現場 

で活かせる関係づくりに取り組みました。 

・幹事会 ７回開催 

・全体会 １回開催 

2/29『地域で支える～支援者間の連携について考える～』 

参加連絡会：地域ケアプラザ包括支援センター連絡会 

地域交流コーディネーター連絡会 

栄区地域自立支援協議会 

若年性認知症プロジェ

クトへの参画 

年３回 若年性認知症の人とその家族を支えるため、若年性認知症の方と

その家族の仲間づくりや地域住民への理解促進を目的に開催され

る次の事業に参画しました。 

つどい：第１回 7/12、第２回 11/15、第３回 2/21 

障害者後見的支援事業

への協力 

 

 

年１回 あんしんキーパーの集う会 

平成２８年２月４日（木）１０：００～１１：３０ 

「あんしんキーパー」の交流と地域に向けての啓発及び活動者の

開発を目的に開催されました。 
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Ⅴ．各種相談事業 

１．総合相談事業   

（1）窓口対応状況 

 区社協に寄せられるさまざまな相談を通じて区民の様々なニーズを把握し、相談者に応じた情報の提供や 

関係機関に繋げるなどの紹介を行いました。 

（単位：件） 

内  容 

  福祉情報 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 機材貸出 寄付 送迎 
あんしん

センター 
貸付 福祉教育 拠点 その他 

昼間 計 146 326 122 41 1,783 382 408 71 381 756 

夜間 計 2 5 20 0 0 16 0 21 45 14 

年間合計 148 331 142 41 1,783 398 408 92 426 770 

月平均 12 28 12 3 149 33 34 8 36 64 

 

  所要時間 処  理 プロフィール 

合計 
  ３０分～ 

５～３０

分未満 

～５分 

未満 
対応 対応不能 個人 団体 不明 

昼間 計 276 993 3,147 4,410 6 3,261 1,155 0 4,416 

夜間 計 2 31 90 123 0 11 112 0 123 

年間合計 278 1,024 3,237 4,533 6 3,272 1,267 0 4,539 

月平均 23 85 270 378 0.5 273 106 0  

26年度 4,915件 

 ※相談内容としては、送迎サービス、拠点利用についての相談割合が高くなっている。 

  夜間（17：00～21：00）に比べ昼間（9：00～17：00）の相談件数が圧倒的に多い。 

 

(2) 苦情解決の運営状況 

 本会の全ての事業や拠点を利用している区民などからの苦情を受け止めて、法人運営のサービス向上に 

取組みました。 

 ○受付苦情・対応件数  ２件 

   ①（内容） 「ボランティア行事保険」について受付時の説明が十分でない。 

    （対応）  わかりやすい説明について改善していくことで理解をいただく。 

    ②（内容） 「送迎サービス事業」の制度内容について 

（対応）  利用者の ADLの状況により付添い者が必要なことや制度上、付添者のみで送迎車は利用でき 

ないことについて理解を求めた。 

          

 

(3) 情報公開請求への対応 

 ○開示請求件数  ０件 
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２．権利擁護事業              【財源：（受託金・利用料）254 千円[247 千円]】 

  判断能力が不十分な高齢者及び障害のある方に対し、権利擁護事業に関わる相談や日常生活の支援について 

 より身近な地域でサービス提供を行うため、横浜市社会福祉協議会が実施する事業を一部受託し、事業を実施 

 しました。 

(1)「あんしんセンター」サービス内容 

  ①権利擁護事業に関する相談・調整 

  ②本人との契約に基づくサービス提供 

   ア）福祉サービス利用援助、定期訪問・金銭管理サービス 

   イ）預金通帳など財産関係書類等預かりサービス 

(2)活動実績 

  ①契約件数：１７件（平成２８年３月末現在）  

        内訳）定期訪問・金銭管理サービス、財産関係預かりサービス ４件 

           定期訪問・金銭管理サービス  １７件 

  ②新規契約：７件  契約終了：４件 

  ③実績報告：（実施期間：平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日） 

                       高齢者 障害者     

認知症 その他 小計 知的 精神 身体 小計 その他 合計 

初回相談 9 17 26 4 1 2 7 13 46 

権
利
擁
護
事
業 

契約前対応 電話・来所 0 55 55 4 0 0 4 3 62 

訪問 0 2 2 0 0 0 0 0 2 

各種手続・援助 0 5 5 1 0 0 1 2 8 

契約者対応 支援計画

外の活動 

電話・来所 0 0 0 15 0 0 15 0 15 

訪問 0 18 18 11 0 2 13 0 31 

各種手続・援助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

支援計画

内の活動 

電話・来所 27 497 524 333 0 23 356 0 880 

訪問 13 226 239 55 0 14 69 0 308 

各種手続・援助 0 10 10 2 0 0 2 0 12 

契約終了後対応 0 50 50 0 0 28 28 0 78 

合計 49 880 929 425 1 69 495 18 1,442 

26 年度 1,518 件 

(3)広報活動 

 関係会議への参加 

・成年後見サポートネットへの参加 6/24・10/21 

   関係機関への周知 

    ・区内各地区民児協（７地区） 

    ・栄区ケースワーカー会議（２回） 

    ・さかえケアネット 

(4)市民後見人養成・活動支援事業 

   市民後見人養成実習支援 4/10 

 成年後見サポートネットブロック分科会の実施 2/24 
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３．各種福祉援護事業       【財源：（受託金・共同募金）3,432 千円[3,475 千円]】 

 

(1) 窓口対応状況 

生活福祉資金貸付事業 

 

 

 

 

 

 

 

低所得世帯及び身体障害者世帯の生活の安定を図るために民生委員児童

委員の援助、指導のもとに資金の貸付を行いました。 

また、神奈川県社会福祉協議会とともに、ケースの実態把握や償還指導を

行いました。 

・貸付に関する初回相談件数：８６件 （延べ相談件数：１，１０１件） 

・新規貸付件数：１３件 

・償還指導    ：１１件 

・住所不明調査：１８件 

総合支援資金貸付事業等 

 

 生活に困窮している方に対し、継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)

とあわせて、生活費および一時的な資金の貸付相談を行いました。 

 また、離職により住宅を喪失または喪失の恐れのある方を対象とした住宅

支援給付事業（所管：区役所）と連携しながら対応しました。 

・貸付に関する初回相談件数：１１件（延べ相談件数：１２９件） 

・償還指導：１４件 

 ※新規の貸付はありませんでした。 

①生活支援費貸付     貸付件数 ０件 

②住宅入居費貸付          貸付件数  ０件 

③一時生活再建費貸付      貸付件数  ０件 

④臨時特例つなぎ資金貸付  貸付件数 ０件 

不動産担保型生活支援資金貸

付事業 

 

 

 

土地および家屋などの財産がありながらも収入が少ない高齢者世帯また

は要保護世帯に対し、その不動産を担保として生活資金を貸付ける相談を行

いました。 

不動産担保型生活資金        相談件数：６件 貸付件数：０件 

要保護世帯向け不動産担保型生活資金 相談件数：０件 貸付件数：０件 

行旅病人等低所得者援護事業 行旅病人等に対し、交通費の支給を行いました。 

給付金額：１，５８０円 （窓口：区役所福祉保健課） 

小災害緊急援護事業 区内において発生した火災などの被害を受けた罹災世帯に対し、神奈川県

共同募金会からの見舞金（たすけあい福祉資金）と合わせて、見舞金を支給

しました。 

  罹災世帯（火災）：対象世帯なし  

  見舞金額：０円 

交通遺児援護事業 区内の１８歳未満の交通遺児を抱える世帯に対して、事故見舞激励金や、

中学校入学並びに卒業、高校卒業者に援護金を贈呈します。 

交通遺児激励金  対象者なし 
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Ⅵ．広報啓発事業 

 

１．福祉のまちづくりの推進      【財源：（補助金・共同募金）403 千円[271 千円]】 

  福祉のまちづくりを推進するために、福祉活動関係者や多くの区民への啓発事業や会員相互の交流事業を 

 通じて、福祉活動への関心と理解を高めました。 

(1)栄区社会福祉大会 

（第 29回） 

11/27 

 

 

『高齢期を地域でいきいき生きる』をテーマに、活動のきっかけ

や仲間づくり、ネットワークづくり、生きがいについて新たな視点

を得るとともに、これから活動を始める方々へのアプローチのヒン

トになることを目的として活動発表を実施。 

 

会 場：栄区役所 新館４階 大会議室 

参加者：144名 

内  容：第 1部 13：30～14：10 式典・表彰 

第 2部 14：20～16：00 活動発表・交流会 

     【活動発表】 

進行：静岡福祉大学社会福祉学部教授 西尾敦史氏 

活動発表者：北村敦子氏・多田裕子氏・大森眞由美氏 

 

２ 福祉の情報発信         【財源：（補助金・共同募金）1,607 千円[1,457 千円]】 

(1)「さかえ区社協 

だより」の発行 

 

発行部数：各号 48,000部 ※自治会・町内会の協力により全世帯に配布 

広報編集委員会：全 6回 

8/1（42号） 

 

 

 

内容：栄区社協あんしんセンター紹介 

７地区社会福祉協議会の事業紹介 

区社協の平成２６年度事業・決算報告 

賛助会員・善意銀行預託者のご紹介 

「わ～くくらぶ・さかえ」訪問記 

2/1（43号） 

 

 

内容：栄区移動情報センターの紹介 

   送迎サービス事業の紹介 

   栄区社会福祉大会報告・杜の茶屋 訪問記 

(2)ホームページの運

営 

 

 

更新回数：５０回 

主な内容：区社協事業等 ２５件 

地区社協活動（イベント・広報紙ほか） １９件 

 区社協会員活動（イベントほか） ６件 
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Ⅶ．法人運営 

 

１．事業推進体制の基盤               【財源：（会費）412 千円[180 千円]】 

  法人の健全な運営を目指すために、理事会・評議員会、部会・分科会、各種委員会を開催しました。 

 

(1)理事会 ＜執行機関＞ 
 

日・場所 出席数 議  題 結果 

4/12 

栄区福祉保

健活動拠点 

 

 

９人 

 

 

 

１．正副会長の選任について 

２．会長職務代理者の選任について 

３．企画委員会委員の選任について 

４．さかえふれあい助成金配分審査委員会委員の選出について 

５．ボランティアセンター運営委員会の選出について 

１．原案通り承認 

２．原案通り承認 

３．原案通り承認 

４．原案通り承認 

５．原案通り承認 

5/26 

栄区福祉保

健活動拠点 

１０人 

 

１．平成２６年度横浜市栄区社会福祉協議会事業報告について 

２．平成２６年度横浜市栄区社会福祉協議会収入支出決算報告 

について 

３．事業並びに監査報告について 

報告事項：会員の退会について 

１．原案通り承認 

２．原案通り承認 

 

３．原案通り承認 

9/25 

栄区福祉保

健活動拠点 

 

１１人 １．第２９回栄区社会福祉大会について 

２．平成２７年度社会福祉功労顕彰について 

３．移動情報センターの受託について 

４．経理規程の一部改正について 

５．予算の補正について 

６．保有する情報の公開に関する規程の一部改正について 

報告事項：会員の退会について 

１．原案通り承認 

２．原案通り承認 

３．原案通り承認 

４・原案通り承認 

５．原案通り承認 

６．原案通り承認 

12/17 

栄区福祉保

健活動拠点 

１０人 報告事項 

１．社会福祉法人横浜市栄区社会福祉協議会の保有する特定 

個人情報取扱要綱の制定について 

２．「さかえ・ふれあいコンサート【瑞宝太鼓】について 

３．第 29 回栄区社会福祉大会の振り返りについて 

４．移動情報センターについて 

５．部会・分科会・委員会活動と今後の予定 

 

3/24 

栄区福祉保

健活動拠点 

８人 １．規程・規則等の制定基準について 

２．生活支援体制整備事業の受託について 

３．定款の一部変更について 

４．経理規程の一部改正について 

５．ボランティアセンター運営規程の一部改正について 

６．平成２８年度横浜市栄区社会福祉協議会事業計画及び一般

会計収入支出予算（案）について 

報告事項： 

健康福祉局法人指導監査について 

ガイドボランティア登録証交付に関する要領の制定について 

さかえ ふれあい助成金運営要綱の改正について 

１．原案通り承認 

２．原案通り承認 

３．原案通り承認 

４．原案通り承認 

５．原案通り承認 

６．原案通り承認 
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(2)評議員会 ＜議決機関＞ 

 

日・場所 出席数 議  題 結果 

5/27 

栄区福祉保健 

活動拠点 

１８人 １．理事・監事の選任について  

２．平成２６年度横浜市栄区社会福祉協議会事業報告につ

いて 

３．平成２６年度横浜市栄区社会福祉協議会収入支出決算

報告について 

４．平成２６年度横浜市栄区社会福祉協議会事業並びに会

計監査報告について 

１．原案通り承認 

２．原案通り承認 

 

３．原案通り承認 

 

４．原案通り承認 

9/28 

栄区福祉保健 

活動拠点 

１６人 １．第２９回栄区社会福祉大会について 

２．平成２７年度社会福祉功労顕彰について 

３．移動情報センターの受託について 

４．経理規程の一部改正について 

５．予算の補正について 

６．保有する情報の公開に関する規程の一部改正について 

１．原案通り承認 

２．原案通り承認 

３．原案通り承認 

４．原案通り承認 

５．原案通り承認 

６．原案通り承認 

12/17 

栄区福祉保健

活動拠点 

１７人 報告事項 

１．社会福祉法人横浜市栄区社会福祉協議会の保有する特

定個人情報取扱要綱の制定について 

２．「さかえ・ふれあいコンサート【瑞宝太鼓】について 

３．第 29 回栄区社会福祉大会の振り返りについて 

４．移動情報センターについて 

５．部会・分科会・委員会活動と今後の予定 

 

3/25 

栄区福祉保健

活動拠点 

１７人 １．規程・規則等の制定基準について 

２．生活支援体制整備事業の受託について 

３．定款の一部変更について 

４．経理規程の一部改正について 

５．ボランティアセンター運営規程の一部改正について 

６．平成２８年度横浜市栄区社会福祉協議会事業計画及び

一般会計収入支出予算（案）について 

報告事項： 

健康福祉局法人指導監査について 

ガイドボランティア登録証交付に関する要領の制定につい

て 

さかえ ふれあい助成金運営要綱の改正について 

１．原案通り承認 

２．原案通り承認 

３．原案通り承認 

４．原案通り承認 

５．原案通り承認 

６．原案通り承認 

 

(3)監事会 ＜法人業務並びに財産執行状況の管理監督＞ 

 

日・場所 出席数 議  題 結果 

5/18 

 

２人 

 

２６年事業実行状況、会計状況、財産状況 業務執行、経理、

財産の管理状況は

適正と認められ

た。 
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(4)部会 ＜法人運営の重点事項の検討＞ 

部会 実施日および主な内容 

専門機関部会 

（合同分科会） 

・高齢者支援分科会 

・子育て支援分科会 

・障害者支援分科会 

・地域支援施設分科会 

・専門機関分科会 

 

6/26 ・平成 26年度事業報告、平成 27年度事業計画について 

   ・今年度の専門機関部会の取り組みについて 

   ・専門機関部会 合同研修会について 

   ・第 3期地域福祉保健計画について 

3/10  ・平成 27年度のふりかえり 

   ・平成 28年度の分科会について 

1/27【研修会】『マイナンバー制度の理解と対応』 

   講師：横浜弁護士会 

      弁護士 内嶋 順一 氏 

当事者団体部会 

 

6/24  ・平成 26年度事業報告および平成 27年度事業計画について 

・当事者団体分科会 研修会について 

・平成 27年度福祉のつどいについて 

・平成 27年度障害者週間キャンペーンについて 

・第３期地域福祉保健計画について 

7/8 【研修会】 

『震災に備えて、今日から自分たちでできること』 

～自助・共助の観点から防災体制を学ぶ～ 

・栄区の防災体制について 

・事例発表 

・グループでの話し合い 

10/29 【福祉のつどい】 ボランティア・市民活動団体分科会の共催 

テーマ「みんなで考えよう 安心できるくらし 

    ～地域で活動しているボランティア団体を知ろう～ 

12/4 【障害者週間キャンペーン】 再掲（Ⅲ―１―（３）） 

3/14 ・第３期地域福祉保健計画について 

・平成 27年度分科会のふりかえり・次年度に向けて 

・分科会の年間スケジュールについて 

 

 

(5)分科会 ＜区社協の特定課題の議論、会員間の情報交換＞ 

分科会 実施日および主な内容 

民生委員児童委員分科会 

（民児協定例会） 

 

4/10  ・情報共有 

・栄区社協職員の交代並びに担当地区一覧 

・第三期地域福祉保健計画概要説明 

5/15  ・情報共有 

6/12 ・情報共有 

・平成 26年度事業報告・決算並びに 27年度事業計画・予算  

・生活福祉資金償還残高のお知らせ 

・身近な地域のつながり・支えあい活動推進事業の取り組みについて   
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7/10 ・情報共有 

・生活福祉資金借受世帯状況の把握について 

・生活福祉資金貸付事業民生委員活動費の交付について 

・「赤い羽根共同募金運動」の実施に伴う街頭募金への協力について 

9/11 ・情報共有  ・赤い羽根募金(街頭募金)実施について 

      ・平成 26年度生活福祉資金借受世帯支援記録表整備状況報告について 

   ・第７回さかえ福祉フェスタ、ふれあいコンサートについて 

10/21 ・情報共有  

・赤い羽根共同募金（街頭募金）実施結果について 

      ・第２９回栄区社会福祉大会の開催について 

      ・第 1回よこはま地域福祉フォーラムの開催について 

・栄区あんしんセンター地区民協への周知協力について 

11/13  ・情報共有 

       ・移動情報センターについて 

・障害者週間キャンペーンの実施について 

12/11  ・情報共有 

       ・平成 27年度生活福祉資金新任民生委員研修会について 

       ・生活福祉資金償還残高のお知らせについて 

       ・あんしんキーパーの集う会について 

     ・第 29回栄区社会福祉大会ふりかえりとお礼 

１/15  ・情報共有 

       ・障害のある方への外出支援ボランティア講座について 

2/12   ・情報共有  ・ようこそ・であい広場の開催について 

・よこはま地域福祉フォーラムの報告 

3/11  ・情報共有    ・生活福祉資金償還残高のお知らせ 

地区社協分科会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/9  ・平成 27年度地区社協活動費等の交付予定について 

   ・平成 27年度地区社協分科会について 

6/11 ・平成 26年度区社協事業報告／平成 27年度区社協事業計画について 

・第１回地区社協研修会について 

・平成 27年度年間スケジュールについて 

・個別支援と地域支援の融合について意見交換 

7/28 【研修会】『障がい児者への支援』 （再掲Ⅳ－２） 

講師：本郷特別支援学校 本橋善則氏 

   サポートセンター径 相談支援室 勝俣篤志氏 

8/13 ・共同募金について：神奈川県共同募金会 事務局長 中島孝夫氏 

・第１回地区社協研修会振り返り 

   ・第２９回栄区福祉大会について 

   ・笠間地区発表 

10/8  ・第２９回栄区社会福祉大会について 

・第２回地区社協研修会について 

・第３期地域福祉保健計画について 

・小菅ヶ谷地区発表／本郷中央地区発表 
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12/10 ・第２９回栄区社会福祉大会振り返り 

・第２回地区社協研修会について 

・第３期地域福祉保健計画について 

・本郷第三地区発表／上郷西地区発表 

2/18   ・平成２８年度地区社協分科会について 

    ・平成２７年度地区社協分科会振返り 

    ・第３期地域福祉保健計画について 

    ・新総合事業について 

    ・上郷東地区発表／豊田地区発表 

2/24 【研修会】学校カウンセラーに学ぶ （再掲Ⅳ－２） 

『子どもを取り巻く環境と学校生活の現状』  

   講師：栄区こども家庭支援課 学校カウンセラー 広井法子氏 

      教育総合相談センター 横浜市スクールカウンセラー 畠山淳子氏 

地区社協分科会 

事務局長会議 

隔月 1回 年 6回開催 

自治会町内会分科会 

（区連会） 
 
 
 
 

4/20  ・平成２７年度日赤社資および区社協協力金への協力について 

5/20 ・ボランティア情報紙「そら」の回覧依頼について 

      ・更生保護協会会費協力について 

6/22  ・栄区社協だより全戸配布依頼について 

      ・社会を明るくする運動ポスター掲出について 

7/21 ・赤い羽根共同募金「さかえ区だより」全戸配布依頼について 

・第２９回栄区更生バザーの開催チラシの回覧依頼について 

・平成２７年度日赤社資及び区社協協力金中間報告 

・ボランティア情報紙「そら」の回覧依頼について 

9/18 ・平成 27年度日本赤十字社事業資金・区社協協力金結果報告について 

・平成 27年年度日本赤十字社栄区地区委員会地区募集費還付金及び地区活

動費、区社協協力金還付金、共同募金会栄区支会還付金について 

・平成 27年度赤い羽根共同募金運動への協力について 

10/20 ・ボランティア情報紙「そら」の回覧依頼について 

11/20 ・平成２７年度赤い羽根共同募金中間報告    

      ・障害者週間ポスター掲示依頼 

１/20・ボランティア情報紙「そら」の全戸配布依頼について 

   ・「栄区社協だより」の全戸配布依頼について 

2/22  ・平成２７年度赤い羽根共同募金最終報告 

   ・「栄保護司会だより」の回覧依頼について 

      ・ようこそ・であい広場チラシ配布依頼 

3/22  ・第 3期地域福祉保健計画について(区と共同) 

 

ボランティア・市民活動団

体分科会 

 

6/8  ・平成 26年度事業報告、平成 27年度事業計画について 

・平成 27年度ボランティア・市民活動団体分科会の取り組みについて 

・平成 27年度研修会について（内容に関する意見交換） 

・他分科会との交流について（内容に関する意見交換） 
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9/14  ・他分科会との交流について（依頼先の決定） 

・平成 27年度研修会について（内容の決定） 

11/9  【第 1部】 

    専門機関部会との交流（陽のあたる丘 MISONO・さかえ福祉活動ホーム） 

    ・施設でのボランティア活動について 

    ・質疑応答・意見交換 

 

   【第 2部】 

・平成 27年度研修会について（候補日程の決定） 

2/8  ・平成２７年度の分科会ふりかえり 

・平成２８年度の分科会について 

・移動情報センターについて 

2/9 【研修会】 

『介護ロボット普及推進センター事業の視察』 参加者数：２２名 

会場：特別養護老人ホーム 芙蓉苑 

内容：・事業説明 

・デイサービスでの利用現場視察 

   ・質疑応答、ロボットふれあい 

【ぼらんてぃあ村】        

ボランティア・市民活動団体分科会の会員のうち 12団体が、栄区民まつりで団体

のＰＲとボランティア活動の啓発を行う「ぼらんてぃあ村」に参加しました。 

ぼらんてぃあ村実行委員会  9/3・9/14・10/22・11/9 

福祉関係団体分科会 
 
 
 

7/9   ・平成２６年度事業報告，平成２７年度事業計画 

   ・「個別支援と地域支援の融合」について 

3/17  ・第 3期栄区地域福祉保健計画について 

 ・栄区社協新規事業について（移動情報サービス，生活支援体制整備事業） 

高齢者支援分科会 10/3 第 7回さかえ福祉フェスタ 

第 7回さかえ福祉フェスタは専門機関部会の各分科会と合同開催しました。 

【実行委員会】 

5/28  ・第７回さかえ福祉フェスタ開催について 

6/29   ・第７回さかえ福祉フェスタ 出展内容について 

8/4   ・第７回さかえ福祉フェスタ 会場レイアウト・当日の役割分担について 

9/10  ・第７回さかえ福祉フェスタ 当日のスケジュール等最終確認 

11/20 ・第７回さかえ福祉フェスタ ふりかえりについて 

 

○第７回さかえ福祉フェスタの開催   

    横浜市栄区社会福祉協議会の会員施設を広く区民に周知し、福祉に関する理解を深めるとともに将来の福祉 

の担い手を発掘するきっかけづくりを行いました。 

  

主   催：横浜市栄区社会福祉協議会 専門機関部会 高齢者支援分科会 

   【特別養護老人ホーム】 

上郷苑、クロスハート栄・横浜、ライフコートさかえ、陽のあたる丘 MISONO、田谷の里 

クロスハート野七里・栄（小規模特別養護老人ホーム） 

【介護老人保健施設】 ケアポート田谷、湘南グリーン上郷、リハビリポート横浜 

【老人福祉センター】 翠風荘 

【グループホーム】 グループホーム湘南かさま 
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 協 力：障害者支援分科会 ＳＥＬＰ・杜、さかえ福祉活動ホーム、かつら工房・サンライズ 

わーくくらぶさかえ、サポートセンター経 

実施日：10 月 3 日（土）11:00～14:00   

  参加数：463 名 

 内 容：本郷台駅前広場にて屋台運営、ゲーム、施設紹介等  

 

 

(6)各種委員会  

委員会名 日時 主  な  議 題 

企画委員会 

 

 

7/31 

 

 

１．委員長・副委員長の選任 

２．第２９回栄区社会福祉大会について 

３．第３期栄区地域福祉保健計画について 

9/4 

    

    

１．第２９回栄区社会福祉大会について 

２．平成２７年度福祉功労者顕彰者について  

３．第３期栄区地域福祉保健計画について 

2/19 

 

１．第２９回栄区社会福祉大会振り返り及び次年度開催について 

２．平成２７年度区社協新規事業について   

３．平成２８年度区社協事業計画（案）について 

４．第３期栄区地域福祉保健計画について 

広報編集委員会（再掲Ⅵ－２－（１））   

ボランティアセンター運営委員会（再掲Ⅰ－１－（５）） 

ボランティア情報紙「そら」編集委員会（再掲Ⅰ－１－（３）） 

さかえ ふれあい助成金配分審査会（再掲Ⅱ－２） 

 

 

(7)会員 

 ア 正会員 

   会員数：２８０（平成 28 年 3月 31日現在）   

 イ 賛助会員 

   社会福祉協議会の基盤整備と地域福祉活動の推進を図るために、安定した自主財源の確保を目的に、 

   地区社会福祉協議会と協力して賛助会費の募集を行いました。 

 

① 個人賛助会費（一口 1,000 円） 

 〔個人賛助会員数〕                           376 人 587口 587,000円 
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② 法人賛助会費（一口 5,000 円） 

 〔法人賛助会員名簿（順不同 敬称略）〕                 47団体：76口 376,000円 

宗教法人 本郷台キリスト教会 飯島幼稚園 医療法人社団 田中整形外科医院 

株式会社 シーケン 二和印刷株式会社 株式会社 機設ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ工業 

東京システム工業株式会社 有限会社 越智産業 認定こども園いのやま 

株式会社 おくう 有限会社 よろい NPO法人 ﾆｯﾎﾟﾝ･ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｲﾌ･ｸﾗﾌﾞ 

永井眼科医院 浜 船 石井造園株式会社 

有限会社 カウベルコーポレーション 株式会社 グランコート 有限会社 木村義肢工作研究所 

医療法人 桑樹会 木村内科・胃腸内科 有限会社 久保田塗装工業所 株式会社 ｏｏｔ 

有限会社 みのくち 株式会社 倉本工業 NPO法人 さかえ区民活動支援協会 

医療法人 松村皮フ科 オオミ薬局 栄店 株式会社 田中造園 

大矢歯科医院 柴崎内科クリニック 有限会社 天正商事 

税理士法人横浜税務会計 有限会社 天神薬局 株式会社 装美 

有限会社 山食 鈴木医院 医療法人 慶寿会 小笹医院 

みながわ内科クリニック 有限会社 泉製作所 有限会社 丸蔵商事 

垣内動物病院 大紀工業株式会社 横浜工場 有限会社 山下工務店 

小規模多機能事業所「晴」 社会福祉法人 地域サポート虹 鎌倉ファーマシー大船薬局 

有限会社 ナカムラ生花 江口医院   

 

 

 (8)各種関係団体行事への後援 

行事名 団体名 開催日 参加者 

みちくさみちまつり＆ぷらさんぬパンフェスタ ＮＰＯ法人みちくさみち 

かつら工房・サンライズ 

4/24、4/25 300 名 

福祉クラブ生協第 20 回「ふくしまつり」 福祉ｸﾗﾌﾞ生活協同組合 6/7 350 名 

終活セミナー 株式会社 石井商事 7/18 125 名 

劇団ぽかぽか第 19 回公演 劇団ぽかぽか 7/11、7/12 1,770 名 

小菅ヶ谷地区敬老の集い  小菅ヶ谷地区社会福祉協議会 9/19 440 名 

本郷中央地区「敬老のつどい」 本郷中央地区社会福祉協議会 9/20 663 名 

わくわく 1.2.3 はるのおくりもの グループアリス 3/20 250 名 

 

 

 

 

 (9)第２期栄区地域福祉保健計画（区計画・地区計画）の推進 及び第３期栄区地域福祉保健計画（区計画・ 

地区計画）の策定 

  栄区役所や区内地域ケアプラザと連携して第２期栄区地域福祉保健計画の推進及び第３期栄区地域福祉 

保健計画の策定に向けて検討を行いました。 

 地域福祉保健推進会議での協議・検討結果について、本会部会・分科会において意見交換をおこなうとともに 

企画委員会において計画推進における区社協事業の具体的検討及び進捗状況の共有をおこないました。 
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委員会名 日時 主  な  議 題 

地域福祉保健推進会議 

 

 

9/3 

 

・第３期さかえ・つながるプラン（栄区地域福祉保健計画）案策定に向けて 

・第３期栄区地域福祉保健計画策定のスケジュールについて 

2/12 ・第３期さかえ・つながるプラン（栄区地域福祉保健計画）素案について 

事務局会議  ・月２～４回程度適宜開催 

(10) セーフコミュティ推進分科会、区制 30 周年関連会議への参加 

   栄区セーフコミュニティ推進協議会の他、高齢者安全対策分科会、児童虐待予防対策分科会、災害安全対策分

科会、区制 30 周年実行委員会等へ参加した。 

(11)区制 30 周年記念事業の開催 

   区と共催して障害者とのふれあいコンサート「瑞宝太鼓」を開催しました。 

   11 月 1 日(日)開催   550 名参加 

 

Ⅷ．福祉保健活動拠点の運営【財源：（受託金・利用料・手数料）14,433 千円[14,035 千円]】 

 区内の福祉保健活動関係団体やボランティアの活動の場として、登録団体に施設の貸出を行いました。 

① 利用登録団体：80 団体  （26 年度末 84 団体） 

② 利用状況 

【平日】 

部屋別利用実績 

団体別利用実績 
部屋

の 

区分等 

団体交流室 多目的研修室 点字製作室 録音室 対面朗読室 部
屋
別
延
べ
利
用
件
数 

利用

日数 

延べ

件数 

利用

日数 

延べ

件数 

利用

日数 

延べ

件数 

利用

日数 

延べ

件数 

利用

日数 

延べ

件数 

午前 217 274 193 193 99 99 242 242 173 173 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体 2,032 

午後 216 319 196 227 149 149 230 240 196 196 当事者団体 189 

夜間 29 32 120 120 10 10 104 104 60 60 その他 217 

計 462 625 509 540 258 258 576 586 429 429 2438 
団体別 

延べ件数 
2,438 

                                           

【土・日・祝日】 

部屋別利用実績 

団体別利用実績 
部屋

の 

区分等 

団体交流室 多目的研修室 点字製作室 録音室 対面朗読室 部
屋
別
延
べ
利
用
件
数 

利用

日数 

延べ

件数 

利用

日数 

延べ

件数 

利用

日数 

延べ

件数 

利用

日数 

延べ

件数 

利用

日数 

延べ

件数 

午前 57 71 67 67 17 17 106 106 47 47 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体 606 

午後 62 76 74 74 28 28 106 106 48 48 当事者団体 22 

夜間 9 10 14 14 2 2 23 23 8 8 その他 69 

計 128 157 155 155 47 47 235 235 103 103 697 
団体別 

延べ件数 
697 

 

合計 590 782 664 695 305 305 811 821 532 532 3135 
団体別 

延べ件数 
3,135 

26 年度 2,966 件 
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 ③メールボックス使用団体数：３１団体 

 ④ロッカー使用団体数：５７団体 

 ⑤利用者団体協議会：利用団体との意見交換や各部屋の利用調整を行いました。 

     開 催 日：毎月第４木曜日（全１２回） 

     参加団体：毎回９団体程度 

 ⑥利用者団体協議会全体会の開催：拠点利用団体間の情報交換や交流を目的に開催しました。 

     開 催 日：平成２８年３月３１日 

     参加団体：１９団体 

 ⑦ようこそであい広場：拠点利用団体によるお祭りを開催し、拠点や各団体のＰＲをし、拠点登録団体間の 

交流や障害者施設との交流を深めました。 

     開 催 日 ：3/5（土）10：00～14：00 

     参 加 団 体：11団体、6施設 

     実行委員会 ：11/26、12/24、1/28、2/25、3/24 全 5回 

 

 

Ⅸ．各種福祉団体への協力 

   区社協が事務局を担っている福祉関係６団体に協力しました。 

   ①神奈川県共同募金会栄区支会 

   ②日本赤十字社栄区地区委員会 

   ③栄区更生保護協会 

   ④栄保護司会 

   ⑤栄区更生保護女性会 

   ⑥栄区遺族会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マスコットキャラクター そらちゃん 
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平成２７年度善意銀行預託金一覧表【別表１】 

   配分希望先 ：社会福祉 44件 758,342円     

   （敬称略） 

1 4/8 ぬくもり こすがや 23 11/5 藤見 美代子 

2 4/9 匿名 24 11/18 栄区美術家協会 

3 4/12 栄区民謡協会 25 12/2 谷口パンお菓子教室 

4 4/22 匿名 26 12/4 藤見 美代子 

5 4/24 匿名 27 12/4 匿名 

6 5/1 藤見 美代子 28 12/25 横浜市栄スポーツセンター 

7 6/1 原田直真紗民謡連盟直真紗会 29 1/4 横浜農協本郷農業まつり実行委員会 

8 5/31 原田直真紗民謡連盟直真紗会 30 1/5 大船ルーテル教会学校 

9 5/10 栄区舞踊連盟 31 1/7 藤見 美代子 

10 6/5 藤見 美代子 32 1/7 匿名 

11 6/17 上之町カーミン 33 12/28 匿名 

12 6/23 神奈川土建一般労働組合横浜戸塚支部 34 2/5 藤見 美代子 

13 7/2 藤見 美代子 35 2/22 長尾台子ども会 

14 7/13 匿名 36 3/4 藤見 美代子 

15 7/30 かつら愛児園 37 3/16 みどり会 

16 8/7 藤見 美代子 38 3/17 たまり場こすがや 

17 9/2 藤見 美代子 39 3/18 匿名 

18 10/6 藤見 美代子 40 3/18 匿名 

19 10/8 手作りパン教室ライラック 41 3/22 ハイツ集い処 

20 10/21 勝田 英次 42 3/22 石黒 喜代子 

21 10/27 橋詰 齊 43 3/24 勝田 英次 

22 11/2 上山 由美子 44 3/31 匿名 
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平成２７年度さかえ ふれあい助成金配分状況【別表２】 

区分  事業名  
区

分 
団体名  決定額  財源 

 

区
民
参
加
に
よ
る
地
域
福
祉
推
進
事
業  

 

食
事
サ
ー
ビ
ス  

 

配
食  

1 配食コスモス 320,000 市社協補助金 

2 配食サービスの会 みつ葉 200,000   市社協補助金  

2 配食グループ「こだま」 270,000   市社協補助金  

2 配食サービス グループ「ゆう」 270,000   市社協補助金  

4 いちご会 80,000 共募一般  

会
食
・
ミ
ニ
デ
イ
サ
ー
ビ
ス 

5 花みずきの会 250,000  市社協補助金 

5 たんぽぽ 250,000   市社協補助金 

5 たまり場こすがや 250,000   市社協補助金 

5 サロン「花水木」 250,000   市社協補助金 

6 長尾台ミニデイサービス「のぞみ」 30,000  市社協補助金 

6 ミニデイサービス どんぐり 90,000   市社協補助金 

7 三水会 80,000   市社協補助金 

7 ふれあい昼食会 70,000   市社協補助金 

7 ミニデイサービス「けやきの会」 80,000   市社協補助金 

7 コスモス会 80,000   市社協補助金 

8 五月会 14,000   共募一般 

送迎 9 らら・むーぶ 栄 250,000   市社協補助金 

ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ

（
家
事
支
援
） 

 

11 グループ桂台 240,000   市社協補助金 

12 さかえ福祉まごころの会 230,000  市社協補助金 

                         

サ
ロ
ン
・
中
途
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
教
室
、
フ
リ
ー

ス
ペ
ー
ス
・
そ
の
他
高
齢
者
・
障
害
者
・
子
育
て

支
援
事
業
な
ど 

13 ボランティア いでたち 140,000 共募一般 

13 朝日平和台茶話会 30,000 共募一般 

13 粋々サロン 輝 かがやき 200,000 共募一般 

14 ツツジの会 45,000 共募一般 

14 こども広場 モーリーズ 90,000 共募一般 

14 子育て喫茶「げんき」 90,000 共募一般 

14 学習を支援する会 55,000 共募一般 

14 マムプラスベビー 90,000 共募一般 

15 サロン かめい 25,000 年末たすけあい 

15 ぬくもり こすがや 80,000  年末たすけあい 
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15 鍛冶ヶ谷・ローレル地区ふれあいサロン 80,000  年末たすけあい 

15 サロン・ふれあい 35,000  年末たすけあい 

15 桂公田町会おしゃべりサロン 70,000 年末たすけあい 

15 公田山百合会 80,000  年末たすけあい 

15 あおば 65,000  年末たすけあい 

15 本郷台自治会ふれあいサロン  45,000  年末たすけあい 

15 芙蓉台ふれあいの会 80,000  年末たすけあい 

15 中野・富士見 ふれあいサロン 60,000  年末たすけあい 

15 プリンス会館 おしゃべりサロン 45,000  年末たすけあい 

15 世代交流サロンひだまり実行委員会 80,000  年末たすけあい 

15 みんなの広場 たけのこ 80,000  年末たすけあい 

15 子育て支援ボランティアまつぼっくりの会 45,000  年末たすけあい 

15 サロン・かみの 65,000  年末たすけあい 

15 ぐるーぷ・なのはな 80,000  年末たすけあい 

15 みどり会 80,000  年末たすけあい 

15 実菅会 80,000  年末たすけあい 

15 世代交流サロン ゆずりは 26,000  年末たすけあい 

15 ぷらっとオアシス 80,000  年末たすけあい 

15 なでしこサロン 80,000  年末たすけあい 

15 さくらんぼ 45,000  年末たすけあい 

15 ルピナス 40,000  年末たすけあい 

15 サロン・ド・アイ 80,000 年末たすけあい 

15 親子カフェ「にじいろ」 80,000 年末たすけあい 

15 子育てサロン の～びのび 運営委員会 60,000 年末たすけあい 

15 かさま・つながるプラン サロン（Aブロック） 30,000 市社協補助金 

15 かさま・つながるプラン サロン（Bブロック） 30.000 市社協補助金 

16 ハイツ 集い処 40,000 共募一般 

16 本郷台 おしゃれさろん 15,000  共募一般 

16 長沼ことぶきサロン 38,000  共募一般 

16 犬山プラチナ会生活応援チーム 50,000  共募一般 

手話 

音声訳 

18 手話サークル 希 50,000  年末たすけあい 

18 音声訳ボランティアの会 COSMOS 50,000  年末たすけあい 

障
害
者
当
事
者

活
動
の
支
援 

訓
練
会
、
余
暇

活
動
、
リ
ハ
ビ

リ
教
室 

等 

20 書道サークル きらら 120,000  市社協補助金 

21 HOPE.B.C 120,000  市社協補助金 

21 本郷 Yランナーズ 100,000  市社協補助金 
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障
害
者
当
事
者
活
動
の
支
援 

訓
練
会
、
余
暇
活
動
、
研
修
、
中
途
障
害
者

リ
ハ
ビ
リ
教
室
、
作
業
実
習 

等 

21 ひばり会 60,000  市社協補助金 

21 やよい会 100,000  市社協補助金 

22 ドラクエの会 30,000  市社協補助金 

22 栄区視覚障害者福祉協会 45,000  市社協補助金 

22 栄フレンズ 80,000  市社協補助金 

22 豊田リハビリ教室 ゆたか会 77,000  市社協補助金 

23 豊田青年学級 60,000  市社協補助金 

23 ことばの種 60,000  市社協補助金 

障
害
者
当
事
者 

外
出
活
動
支
援 

宿
泊
、
日
帰
り 

ハ
イ
ク
事
業 

24 特非）地域作業所 まってる 40,000  市社協補助金 

24 グループホーム マンボウ 50,000  市社協補助金 

24 特定非営利活動法人 みちくさみち（1/2） 50,000  市社協補助金 

当
事
者
施
設
の
支
援 

体
験
学
習 

見
学
会
、
イ
ベ
ン
ト
な
ど 

25 わ～くくらぶ・さかえ（１／２） 30,000  共募一般 

25 わ～くくらぶ・さかえ（２／２） 15,000  共募一般 

25 さかえ福祉活動ホーム 30,000  共募一般 

25 フレンドシップ杯・ソフトボール大会実行委員会 30,000 共募一般 

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
活
動
支
援  

 
施
設
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
パ
ソ
コ
ン
ボ
ラ 

ン
テ
ィ
ア
、
外
国
人
支
援
、
料
理
ボ
ラ 

ン
テ
ィ
ア
、
車
椅
子
ダ
ン
ス
な
ど 

 

26 栄おもちゃ病院 40,000  市社協補助金 

26 あしたばの会 30,000   市社協補助金 

26 特定非営利活動法人こだちの会 30,000   市社協補助金 

26 パソボラ横浜 40,000   市社協補助金 

26 特定非営利活動法人 e－プラザ 30,000   市社協補助金 

26 栄区車椅子ダンス協会 40,000   市社協補助金 

26 アロマセラピー ブループラネット 40,000   市社協補助金 

26 栄マジッククラブ 40,000   市社協補助金 

26 さかえ会 40,000   市社協補助金 

26 おもしろ科学探検隊 40,000   市社協補助金 

26 富士見台気楽なサロン 40,000   市社協補助金 

26 荒井沢緑栄塾楽農とんぼの会 40,000   市社協補助金 

26 しらゆりボランティアグループ 30,000   市社協補助金 

26 おと工房ぽりま 33,000  市社協補助金 

26 豊田男塾 40,000 市社協補助金 

 一般区民

向け福祉関

連 

ｲﾍﾞﾝﾄ  

広く一般区民を対象 

とした啓発、講演会 

27 栄区子ども会連絡協議会 30,000  共募一般 

27 特定非営利活動法人 みちくさみち（2/2） 15,000 共募一般 

事業立ち上げ経費 29 いたちカフェ 50,000  善意銀行 

 

 


