
 平成２４年度   横浜市栄区社会福祉協議会事業計画  

 

    ◆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。

        本年は、栄区地域福祉保健計画をより具体的に推進していくために、さまざまな地域

      活動を担う人材の育成を目指して引き続き「育てる」ことを柱に、福祉関係施設・団体

      と連携し、地域福祉のより一層の充実を目指します。

        また、区役所や区内地域ケアプラザと連携し組織的に地区別計画の推進を支援すると

      ともに、身近な小地域活動の中核を担っている地区社会福祉協議会に対し、研修機会の

      提供や事業助成の実施、活動紹介などの活動支援を重点に取り組んでいきます。

        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

      性を高めるとともに、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

   ☆組織的な小地域活動の支援 ＜継続＞

          ・区役所や区内地域ケアプラザと連携して地区別計画の推進を支援します。

      ・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の活動を活性化させるための支援を行います。

                                                 ＜関連：基本方針１１１１-②、６＞

   ☆様々な地域活動の担い手の発掘と育成＜継続＞

      ・新たな地域活動の担い手を拡大するため、活動情報の提供や講座・イベントの

        開催などにより、地域活動の参加者を担い手としてつなげるようなきっかけづ

        くりをおこないます。＜関連：基本方針１ｰ①＞

     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

②地域でみんながつながる生きがいづくりを進めます

     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

    （再掲４の②)

     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

・・・・新新新新たなたなたなたなボランティアボランティアボランティアボランティアのののの発掘発掘発掘発掘とととと育成育成育成育成をををを目的目的目的目的にににに、、、、区内区内区内区内ののののボランティアグループボランティアグループボランティアグループボランティアグループやややや地域地域地域地域ケケケケ

アプラザアプラザアプラザアプラザ、、、、区民活動区民活動区民活動区民活動センターセンターセンターセンターとのとのとのとの連携連携連携連携によるによるによるによる多様多様多様多様なななな講座講座講座講座をををを開催開催開催開催しますしますしますします。（。（。（。（体系化体系化体系化体系化したしたしたした

ボランティアボランティアボランティアボランティア育成育成育成育成））））

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、剪定ボランティア入門講座・音声訳ボランティア入門講座など）

２  新たな人材確保に向けた取り組み

    ★地域における障害児・者支援について、関係機関と連携し具体的実施に向けて検討を継続します。

   （障害児の余暇支援や通学・通所支援、新規送迎ボランティアの確保などの検討、更生保護女性会との連携など）

・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と協力して、第４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・精神障害者実務者連絡会・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）

・・・・定期的定期的定期的定期的にににに登録登録登録登録ボランティアボランティアボランティアボランティアのののの更新更新更新更新をををを行行行行いいいい、、、、情報情報情報情報のののの整理整理整理整理をををを行行行行いますいますいますいます。。。。

・・・・ボランティアボランティアボランティアボランティア団体団体団体団体やややや各種団体各種団体各種団体各種団体のののの、、、、互互互互いのいのいのいの情報情報情報情報とととと情報情報情報情報、、、、活動活動活動活動とととと活動活動活動活動のつなぎのつなぎのつなぎのつなぎ役役役役としてとしてとしてとして

のののの機能機能機能機能をををを推進推進推進推進しますしますしますします。。。。

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。

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）

　  ★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。

　  ☆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

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、多様な寄付受付方法について検討します。）

   ・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。

・・・・身近身近身近身近なななな地域地域地域地域でのでのでのでの見守見守見守見守りやりやりやりや支支支支えあいえあいえあいえあい活動活動活動活動がががが充実充実充実充実するようするようするようするよう、、、、活動活動活動活動のののの中核中核中核中核をををを担担担担うううう地区社会地区社会地区社会地区社会

福祉協議会活動福祉協議会活動福祉協議会活動福祉協議会活動をををを活性化活性化活性化活性化させるためのさせるためのさせるためのさせるための支援支援支援支援をををを行行行行いますいますいますいます。（。（。（。（再掲再掲再掲再掲：：：：基本方針基本方針基本方針基本方針６６６６））））

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。

   ☆各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

    ☆地域福祉活動の進捗情報をタイムリーに提供します。

　 ・障害者等に配慮した情報提供方法の検討を行います。

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＞

   ☆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 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

   ・地域部会、実務者連絡会、ネットワーク会

２  各部会、分科会の継続実施と連携強化

     ・福祉のつどい（９月）

     ・さかえ福祉フェスタ（１０月） ＜再掲＞

   ・ぼらんてぃあ村（１１月）

   ・障害者週間キャンペーン（１２月）

３  会員の交流会の場の提供

     ・第２６回栄区社会福祉大会（１１月）

・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

   ・区民活動情報の共有を引き続き行い、活動ニーズに対応をしていきます。

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。

   ☆障害児余暇支援事業「さかえ・ほっとスクール」のボランティア募集、運営について連携し、新たな人材発掘や事業展開に

      ついて検討します。

・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   ボランティア活動情報「やってみようボランティア」の活用・掲載内容の更新

３   ボランティア入門講座の開催（再掲：基本方針１－①）

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）

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

情報の受発信

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

4 交流の場づくり

第2期地域福祉保健計画

(再掲：基本方針２－②)福祉活動関係者、区民への啓発事業や区社協会員相互の連絡会等での情報交換・交流事業を通し、互いの活動に関

心を持ち、認め合うことで福祉のまちづくりを推進します。

1

基本方針

2

3

・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）

重点取組項目

重点取組項目

重点取組項目
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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

第2期地域福祉保健計画

基本方針

・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 災害時ボランティアセンター設置訓練の実施

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 コミュニケーションボード（災害編）の普及促進

   ・出前講座の実施

  ・出前講座協力者の養成

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

・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  障害者週間キャンペーンの実施

２  発達障害理解のためのパネルシアターの活用（出前講座、出前講座協力者の養成）

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）

・・・・身近身近身近身近なななな地域地域地域地域でのでのでのでの見守見守見守見守りやりやりやりや支支支支えあいえあいえあいえあい活動活動活動活動がががが充実充実充実充実するようするようするようするよう、、、、活動活動活動活動のののの中核中核中核中核をををを担担担担うううう地区社会地区社会地区社会地区社会

福祉協議会活動福祉協議会活動福祉協議会活動福祉協議会活動をををを活性化活性化活性化活性化させるためのさせるためのさせるためのさせるための支援支援支援支援をををを行行行行いますいますいますいます。。。。

１   地区社会福祉協議会の支援

    ・地区社会福祉協議会が、地域の福祉課題の解決を目指した活動が展開できるように、引き続き次の事業を実施します。

     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地区担当制の充実と地区状況シートの作成

２   地区別計画の推進支援

    ・区役所や地域ケアプラザなどと連携して、栄区地域福祉保健計画地区別計画の進行を支援します。

    ・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の運営

   ☆さかえ次世代交流ステーションと連携し、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

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パネルシアター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

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

・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。

・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利用を促進し、効率的な管理運営に努めます。

   ・利用者調整会議の開催    月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

その他の取組

・生活福祉資金・総合支援資金貸付相談

・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）

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て、引き続きPRを実施しま

す。

   ★障害児者の通学、通所支援体制について、区内関係機関と共に検討します。

２  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。

３  障害者週間キャンペーン事業（再掲）

４  認知症キャラバンメイトの活動支援

５  横浜子育てサポートシステム事業

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

区社協法人運営

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

5

生活環境の向上

（災害時の対応）

☆

7 次世代育成・支援

6

・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

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）

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）

重点取組項目


