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毎年、地域住民の皆様、企業等法人様から栄区

社協への賛助会費として８０万円超の賛助

金をいただいております。 

令和元年度までは集まった賛助金のうち、50％

は区内７地区社協に還元していましたが、令和２

年度から地区の活動に充てる分は地区社協で

受け付け、栄区の活動に充てる分は栄区社協で

受け付けることになりました。 

賛助会費実績は冊子 P29 

個人
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令和元年度、栄区社会福祉協議会が取り組んできた事業から抜粋して紹介します。 

詳しくは事業報告書（冊子）をご覧ください。 

 

 

あんしんセンターの契約件数は 

ここ数年増加傾向にあります。 

契約件数は３年で２倍超の 

増加、新規契約件数はここ３年間、 

毎年１５件以上。 

必要とする高齢者、障害のある方が

増えています。 

詳しくは冊子 P16、P59 

 

皆さまが読まなくなった書籍、漫画、ゲームソフトなどを栄区 

社協で受け付け、ブックオフへ送り、本の査定額に 10％上乗 

せした金額が横浜市社協へ寄付される『寄付本』。 

さかえふれあい助成金の財源の一部となっています。 

読み終えた本など寄付いただける方は、栄区社協にある 

『寄付本回収 BOX』に入れてください。 

 

 

 

裏面もあるよ 

令和元年度 

数字・写真  

３年で２倍増加 

賛助金80万円 賛助金の一部を使って 

行っています 

障害者週間キャンペーン 

～障害理解啓発の取組～ 

１２月３日～９日は障害者週間。

啓発ポスターを作り、区内学校に

PRへ行ったり、町内会の掲示板

に貼っています。詳しくは冊子 P7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

■ガイドボランティア講座、フォローアップ研修 

障害のある方の移動支援をするボランティア発掘や

知識や理解向上のためのフォローアップ研修を実

施。支援を求めている方と直接会って、活動につな

がりました。（計２５名参加） 

 

 

 

 

 

 

 

■傾聴ボランティア養成講座 
ボランティアニーズの高い傾聴ボランティアの担い

手発掘講座。２年続けて開催しましたが、どちらも定

員以上の申し込みがあり、関心の高さを感じました。

（４１名参加） 

 

 

 

 

 

■剪定講座 
栄区ではちょこっとボランティア活動が盛んです。 

その活動のひとつ、庭木の剪定ボランティアに活か

すために座学と実技、２日間の講座を行いました。   

（３４名参加） 

 

 

 

 

 

受講した方は、ガイドボランティアやボランティア 

センターに登録、または地域のボランティア団体のメ

ンバーとして活躍しています。 

詳しくは冊子 P11、P13 

 

 

「食の課題」への取り組みとして、フードバンクかな

がわ、フードバンク横浜、セブン-イレブン・ジャパン、

県共同募金会との連携、区民まつりでの区民のみ

なさまからの食品の寄付を受け、孤食や貧困の課

題を抱えている方への食料支援を行いました。 

民生委員、包括支援 

センター、行政など 

からの相談を受けて、 

支援をしています。 

 

 

 

 

イオンフードスタイル港南台店協力のもと、西ケ谷

団地・西ケ谷ハイツにて、移動販売車による買

い物支援が令和元年 11月から始まりました。 

毎週金曜日、各箇所 30 名程度の方が会話をしな

がら買い物を楽しんでいます。自治会や民生委員

の協力により、見守りやコミュニティの場とし

て、地域の愛着あるお店となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年の最後はコロナウィルスの影響が出ましたが

概ね事業計画通りの進捗でした。地域ニーズにお応え

するべく、仕組も出来上がってきました。ウィルスと

上手に付き合っていく方法を皆様と一緒に考えていき

たいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

令和元年度 

数字・写真  

買い物支援の取組 
はじめました 

100人参加 
ボランティア講座 

食料支援33件 
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◆令和元年(平成31年)度横浜市栄区社会福祉協議会　事業報告
頁数

1 身近な地域のつながり・支えあい活動推進事業の推進 2
2 地区社協支援 5

3 生活支援体制整備事業の取り組み 5

1 青少年の育成支援 7

2 障害児・者支援 7
3 高齢者支援 8

4 送迎サービス事業 9
5 移動情報センター事業 9

6 社会福祉法人・施設による地域貢献活動の支援 11

1 ボランティアセンター事業 12
2 福祉教育の推進 14

1 総合相談事業 16
2 権利擁護事業 16

3 各種福祉援護事業 18

1 福祉のまちづくりの推進 19

2 福祉の情報発信 19

1 善意銀行の運営 20
2 さかえ　ふれあい助成金事業 20

3 独自の助成金事業 21

1 拠点の管理・運営 22

2 ボランティアセンター事業（再掲） 23

1 事業推進体制の基盤 24
2 区社協活動財源の確保 29

3 第3期栄区地域福祉保健計画の推進 30

①社会福祉法人神奈川県共同募金会横浜市栄区支会 30

②日本赤十字社神奈川県支部横浜市地区本部栄区地区委員会
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

31
32【別表２】さかえ ふれあい助成金配分状況

Ⅸ 福祉関係団体への運営協力・支援

【別表１】善意銀行預託者一覧表

Ⅲ

Ⅵ 助成金配分事業

Ⅶ

Ⅴ

参考資料

Ⅰ 小地域活動の推進・支援

ボランティア活動の推進・支援

Ⅱ 福祉ニーズのある区民への支援

Ⅳ 総合相談

広報啓発事業

福祉保健活動拠点の運営

Ⅷ 法人運営
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Ⅰ 小地域活動の推進・支援 

 
１ 身近な地域のつながり・支えあい活動推進事業の推進 【重点】 

【財源：（補助金）188 千円[205 千円]】 

制度の狭間で必要な支援に結びついていない人や孤立しがちな人を早期に発見し支えるために、住民一人 

ひとりの生活課題に向き合い、その課題解決に向けて、地域ケアプラザとの連携を強化し、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に取り組みました。 

（１）地域ケアプラザや関係機関との連携 

    ・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 ３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 

    ・個別ケースのカンファレンス実施                 ３回 

（２）職員間での地域情報や課題の共有 

・職員間による地域支援会議の実施 

・各種事業で受けた相談内容について、区社協内部で共有、検討する機会を設けた 

（３）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：2 回】  

・第３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 

【広報編集委員会：9 回】 

・「ふれあい豊田」第 31 号 32 号 33 号の編集、発行、全戸配布  

【見守りネットワーク委員会：７回】 

・住民同士の助け合い仕組みづくり 

・多様な交流の充実（認知症カフェ見学 4 回） 

・認知症についての理解を広める 

・グループホームの見学（ひかり本郷台・クロスハート田谷） 

・障害者理解講座開催「視覚障害について」8 月 

【子どもネットワーク委員会：10 回】 

・子育て子どもカレンダー作成・豊田！夏ボラ講座（7 月～8 月） 

・みんなの居場所「たまり場とよだ」（第 2 木曜日 地区センター） 

・子育てサロン「の～のびのび」支援（第３木曜日・千秀センター）  

・豊田子ども情報交換会（6/18・12/17） 

【あいさつ運動推進委員会：７回】 

・のぼり旗あいさつ標語の作成 

飯島中学校・飯島小学校・千秀小学校・豊田小学校・小菅ヶ谷小学校 

・パネル掲示、缶バッチ作成、あいさつタスキ配布 

・挨拶デモストレーション（飯島・千秀・豊田各小学校）3 回実施 

【定例カンファレンス】８回 

【事務局打合せ等】随時 
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笠間地区 

【かさま・つながるプラン企画委員会：５回】 

・第３期地域福祉保健計画地区別計画推進・中間振り返りについて 

・各分科会の取り組み状況の共有 

【かさま・つながるプラン研修会：３回】 

・見守り活動を町内会自治会で、誰が、どの様に、誰を見守るのか 

・災害に備えて～地震による災害から学ぶこと、町内会自治会の防災訓練と地域防災拠点運営

訓練に、一人でも多くの参加者を得るには 

・児童の安全な登下校のための地域の役割を考える 

【かさま・つながるフォーラム：１回】 

・神奈川県防災センターの見学 

【支えあい分科会：８回】 

・身近な地域での助け合い・見守りの仕組みづくりについて検討 

・情報が行き届くような工夫として、掲示板や回覧板の活用法についての検討 

【防災・減災分科会：７回】 

・防災・減災マニュアルについて 

・町内会自治会での防災訓練等についての意見交換 

【青少年分科会：３回】 

・子どもの見守りについて 

・かさま・つながるプラン研修会の開催に向けての検討 

【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 

【事務局打合せ等】随時 

【定例カンファレンス：５回】 

・定例カンファレンスの前半で、地域支援会議を実施 

【その他】 

・地域ケア会議への出席 

小菅ヶ谷地区 

【つながるプラン推進会議：1 回】  

・小菅ヶ谷つながるプランに関する事業・決算報告、事業・予算案 

【企画委員会：11 回】  

・小菅ヶ谷つながるプランについて 

・小菅ヶ谷つながるプラン活動計画、予算について 

・各種団体交流会の実施 

・研修企画 

・発行物企画 

・第 4 期地域福祉保健計画策定に向けた検討 

【各種団体交流会】 

10/6  令和元年度 第３期小菅ヶ谷つながるプラン 小菅ヶ谷地区 各種団体交流会  

【研修会】 

11/17 「地域の暮らしとつながる力 ～子どもと共に、ゆっくり作る ふるさと～」 

【包括カンファ:５回】 
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本郷中央地区 

【本郷中央地区支えあい連絡会】 

・4/27 総会 

・幹事会 12 回（内、拡大会議 2 回） 

・「第 4 期計画地区版」策定勉強会 

【自治会訪問：２回】 

・7/6 コープ野村湘南本郷台自治会 10/27 朝日平和台自治会 

【連合福祉講座】＊上郷西地区との合同開催 

・10/6 認知症を理解しよう～認知症になっても住み慣れた地域で暮らすために～ 

参加者：184 名（うち、本郷中央地区は 117 名） 

【協働福祉講座（福祉部会）】新型コロナウィルス感染防止のため中止 

・2/24 生活困窮者への気づきと理解 

【高齢部会：７回】いきいき情報シートの活用の呼びかけ、連合福祉講座への協力 

【子育て部会：５回】アンケートの作成・集約、桂台げんき食堂への参加 

【防災部会：４回】町内会への防災計画策定を要請、取りまとめて情報提供 

【福祉部会：７回】障害施設カレンダーの発行、協働福祉講座の企画・検討 

本郷第三地区 

【支えあいネットワーク全体会：１回】 3/7 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止 

【幹事会：5 回】 

【高齢者等関連分科会：8 回】男性ボランティアで運営を行う「俺のカフェ」実施 

【災害時分科会：10 回】消防署指令センターの見学の実施 

【ボランティア分科会：6 回】障害理解についての研修を実施 

【子育て関連分科会：10 回】こどもｶﾚﾝﾀﾞｰ年４回発行、タッチーキャラバン実施 

【広報分科会：12 回】「本三みらい」年４回発行、ホームページ立ち上げに向けた検討会 

【事務局打合せ：6 回】 

上郷西地区 

【上郷西地区つながるプラン推進会議】 

・4/27 総会 

・役員会４回 

【連合福祉講座】＊本郷中央地区との合同開催 

・認知症を理解しよう～認知症になっても住み慣れた地域で暮らすために～ 

参加者：184 名（うち、上郷西地区は 67 名）」 

【見守り検討委員会：３回】 

・6/27 講演会「子育ての現状～いま私たちにできること」 

・サロン交流会の開催 

・お出かけプロジェクト立ち上げ…高齢者の外出の課題に対して取り組む 

・子育て支援アンケート実施 

【まちの活性化・交流委員会：２回】 

・「世代間交流サロン ぬくもり」：開催 2 回 

・あいさつ運動 

・ボッチャ体験会…上郷小福祉教育として４年生と交流 

・サロン交流会にて口腔ケアの講座の実施 

【防犯・防災委員会：４回】 

・防災マップ発行 各戸配布 

・1/19 要援護者支援者交流会 



5 

 

上郷東地区 

【見守りネットワーク全体会：２回】 

第 1 回 7/14 上郷東地区第 3 期福祉保健計画中間報告 

      「健康づくり・見守り支え合い・ネットワーク」をテーマにグループワーク 

第 2 回 1/22 サロン見守り交流会  

「地域におけるサロンの役割とこれからやっていきたいこと」をテーマにグルー

プワーク 

【見守りネットワーク情報交換会：1 回】 

   8/28  地区シニアクラブ連合会友愛活動員と地区社会福祉協議会との情報交換会 

【見守りネットワーク定例会：12 回】 

【地区社協事務局会議：12 回】 

 

 

２ 地区社協支援 【重点】 

【財源：（補助金・共同募金・会費）1,838 千円[1,880 千円]】 

地区社会福祉協議会 

活動費助成 

５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 422,497 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 ２２万５千円（５地区１１事業） 

地区社協分科会研修① 

栄区における子どもの 

虐待について 

9/25 栄区における子育ての環境や虐待の支援状況などを学び、地区

社協として「何かできないか？」を検討する機会とし、今後の

地区社協の活動に反映することを目的として実施しました。 

講 師：栄福祉保健センターこども家庭支援課 

 こども家庭支援担当係長 広瀬 達也氏 

            堀越 明子氏 須貝 昴太氏 

参加者：32 名 

地区社協分科会研修② 

子どもが主役の地域 

づくり 

3/2 

新型コロナウイ

ルス感染拡大防

止のため中止 

孤立している世帯への寄り添いや、気軽に行かれる居場所づく

り、日頃の声かけなど地域だからできることを検討する機会と

し、今後の地区社協の活動に反映する。 

講 師：沖縄大学名誉教授 加藤 彰彦氏 

赤い羽根共同募金 

街頭募金への協力 

10/1・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の街頭募金

運動に協力しました。 

 

 

３ 生活支援体制整備事業の取り組み 【重点】   【財源：（受託金）200 千円[200 千円]】 

（１）区域における生活支援体制整備事業の推進 

①栄区生活支援体制整備推進会議：年１回（10/31） 

   【内容】令和元年度の取組内容について／各生活支援 CO の取組発表 

生活支援ＣＯ共催取組（ちょこボラ連絡会等）の報告 

令和 2 年度の事業目標・取り組について 重点目標について 
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   ②区役所との打合せ：年 36 回 

   【内容】区推進会議の議題検討、資料確認／生活支援コーディネーター連絡会の内容 

区域での取組について／サービスＢについて／生活支援コーディネーターの取組状況の共有 

   ③生活支援コーディネーター事例集の作成 

 

（２）多様な主体とのネットワーク構築 

・包括支援センター連絡会にて事業説明 

・地域活動交流コーディネーター連絡会にて事業説明 

・地区支援チームリーダー会議、各地区支援チーム会議にて事業説明 

・ケアマネジャー向けの研修会や勉強会にて事業説明 

・地区社協分科会にて事業説明 

・移動販売運行（イオンフードスタイル） 

  西ヶ谷団地・西ヶ谷ハイツ 毎週金曜日運行（11/15～） 

  庄戸 5 町内会 テスト運行 （2/28・3/6・3/13） 

・3 区合同体制整備連絡会（中区・磯子区・栄区） 

  買い物支援、移動手段についての検討 

・区域を越えた協議体実施（中区・磯子区・栄区合同） 

  1/20 高齢者の移動手段について、タクシー会社と具体的な連携策をつくる。 

 

（３）生活支援コーディネーター連絡会の開催 

生活支援コーディネータ

ー連絡会 

原則、毎月 

第４火曜日 

区内地域ケアプラザ（６館）の生活支援体制整備事業を推進するた

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。 

各種制度・施策について・局推進会議の報告・協議体について 

ちょこっとボランティア連絡会について 移動販売、移送、送迎に

ついて等 

栄区地域支援者向け 

スキルアップ研修 

7/30 

 

地域ケアプラザ職員（生活支援および地域活動交流コーディネータ

ー）、区役所・区社協職員向けに、ファシリテーション研修を開催し

ました。 

講  師：参画はぐくみ工房 竹迫 和代 氏 

参加者数：10名 

 

（４）ちょこっとボランティア連絡会の開催 

ちょこっとボランティア

連絡会 

8/30 

2/5 

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。認知症の理解や高齢者の見守りポイントについての講義、団体

どうしの意見交換をおこないました。 

参加者数：第 1回 14団体 25名、第 2回 14団体 18名 

 

（５）横浜市介護予防・生活支援サービス補助団体への支援 

 ①横浜市介護予防・生活支援サービス補助団体への運営支援および定期的な訪問 

 ②横浜市介護予防・生活支援サービス補助金申請希望団体へ随時相談対応 
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Ⅱ 福祉ニーズのある区民への支援 
１ 青少年の育成支援 

（１）関係機関との連携 

子育て支援団体連絡会 

 

年４回 

分科会、研修

会を含む 

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て開催されました。 

さかえっ子の笑顔ひろ

げ隊事務局打合せ 

年３回 セーフコミュニティ（児童虐待防止対策分科会）の取組のひとつ

として、地域への見守りの大切さの啓発、次世代に向けた取組を

実施。主任児童委員、地域子育て支援拠点、区役所、社協が事務

局となり、取組内容の検討が行われました。 

命の授業 １回 区内中学校にて実施された命の授業へ参加しました。 

主任児童委員定例会 １回 身近な地域のつながり・支えあい活動推進事業の周知のため、定

例会へ参加しました。 

 

（２）学齢期、子ども居場所活動団体の支援 【重点】 

子ども居場所活動団体

連絡会 

年１回 子ども（主に学齢期の）支援を実施している団体を対象とし、地

域の子育てを取り巻く福祉課題の共有、団体間の連携強化、新規

立上げ団体の後方支援を目的に連絡会を開催しました。 

食を扱う団体向け研修

会 

3/17 

新型コロナ

ウイルス感

染拡大防止

のため中止 

子どもの居場所団体や配食ボランティア団体等に向けて、アレル

ギーに関する知識を習得し安心した活動につなげるための研修

会。 

講師：小児アレルギーエデュケーター・管理栄養士 

NPO 法人アレルギーを考える母の会 

 

 

２ 障害児・者支援            【財源：（会費・共同募金）97 千円[167 千円]】 

(１)障害者週間キャンペーン 

 

 

12/3～12/9 「障害者週間」と障害者福祉をより理解いただくことを目的

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 9/10 

②街頭キャンペーン 12/3 

実施場所：ＪＲ本郷台駅周辺 

参加団体：18団体 参加者数：76名 

内    容：啓発ﾘｰﾌﾚｯﾄ・ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭ（1,600部）の配布 

③区内小・中・高校等への PR 10/16～11/30 

配布先数：26ヶ所  参加団体：15団体 

内  容：ポスター掲示依頼、福祉教育紹介など 

④栄区内自治会町内会への PR 

 内  容：掲示板へのポスターの掲示 
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(２)さかえ・ふれあい運動会 

（実行委員会形式で実施） 

 

10/19 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

へボランティアの取りまとめを中心に協力しました。 

ボランティア：139人（うち、区内 7校の中学生 78人） 

参加者数：147人（区内福祉施設利用者及び当事者団体） 

その他：67人（教職員、区役所他） 

合計：353人 

(３)栄区地域自立支援協議会

との連携 

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。５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、相談支援部会）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 52団体 

 

 

３ 高齢者支援 

（１）介護予防、認知症理解・啓発に向けた取組支援 

若年性認知症栄区のつどい

「笑風の会」への協力 

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

るつどいに、ボランティアの派遣調整等による協力をしました。 

つどい：第１回 6/23、第２回 11/24、第３回 2/16 

 

（２）高齢者施設間の連携と PR 活動 

    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、地域との交流などを目的として第 11回さかえ 

福祉フェスタを開催しました。 

実施日：10 月 5 日（土）11:00～14:00 

    参加数：600 名 

   内 容：本郷台駅前広場にて屋台運営、ゲーム、施設紹介、ステージ 等  

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 

【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 

【グループホーム】  グループホーム湘南かさま 

  協 力：障害者支援分科会 ＳＥＬＰ・杜、地域活動支援センターegao、リエゾン笠間 

かつら工房・サンライズ、栄区後見的支援室「とんぼ」 

       地域支援施設分科会 豊田地域ケアプラザ、笠間地域ケアプラザ、桂台地域ケアプラザ 

小菅ケ谷地域ケアプラザ、中野地域ケアプラザ、野七里地域ケアプラザ 

       保健活動推進員、神奈川県社協かながわ福祉人材センター、柏陽高校、区役所 
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４ 送迎サービス事業     【財源：（受託金・利用料・寄付金）3,218 千円[3,802 千円]】 

（１）外出支援サービス事業・送迎サービス事業 

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 241 日（平日の９時～１７時）                  30 年度  244 日 

送迎件数 875 件（内 横浜市外出支援サービス 444 件）    30 年度 1,301 件 

利用者登録数 198 名                     30 年度末 253 名 

使用車両台数 2 台 

送迎ボランティア登録数 10 名                      30 年度末 13 名 

事故件数 5 件                      30 年度末 ３件 

 

（２）送迎ボランティア連絡会及び研修会  

①連絡会 

    開催日：7/5、10/9  計 2回 

        3/30…新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

   （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 

・情報交換（利用者情報、事故防止対策ほか） 

    ②研修会 

    ○7/5  「路上運転研修」参加者：4名 

    ○10/9 「ＡＥＤ救急法講習会」参加者：4名 

         講 師：日本赤十字社救急法指導員 

 

 

５ 移動情報センター事業         

（１）相談窓口での相談調整・ニーズの発掘   【財源：（受託金・補助金）9,416 千円[9,146 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。 

① 相談数 

相談者／相談手段 電話 メール 来所 ボラセン経由 合計 

本人・家族 32 1 23 1 57 

学校 4 0 0 0 4 

区・相談支援機関 26 0 1 0 27 

通所施設 0 0 0 0 0 

ヘルパー事業所 3 0 0 0 3 

支援者 1 0 3 0 4 

他区社協 3 0 0 0 3 

その他 2 1 0 0 3 

合計 71 2 27 1 101 
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② 相談内容と障害種別   

相談内容／種別 身体 知的 精神 複数 その他 合計 

通院等 3 1 2 3 5 14 

余暇 4 6 1 3 1 15 

通学 1 28 3 3 3 38 

通所 1 18 1 2 2 24 

制度の説明 3 1 0 1 1 6 

その他 1 0 0 2 1 4 

合計 13 54 7 14 13 101 

児童（１８歳未満） 1 35 3 5 5 49 

成人（１８歳以上） 12 19 4 9 8 52 

 

③ 調整・活動件数 

調整対象／調整手段 電話 FAX 来所 訪問 合計 

本人・家族 356 33 59 3 451 

学校 12 3 1 2 18 

区・相談支援機関 236 6 5 0 247 

通所施設 15 0 0 1 16 

ヘルパー事業所 344 71 4 1 420 

福祉有償運送等 89 7 6 3 105 

ｶﾞｲﾎﾞﾗ・事務取扱団体 247 62 263 4 576 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・地域の支援者 7 2 13 1 23 

支援志望者 4 0 1 0 5 

他区社協 61 2 2 2 67 

その他 5 1 6 8 20 

合計 1,376 187 360 25 1,948 

 

（２）移動支援ボランティアの発掘とネットワークづくり 

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、活動の紹介、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。 

 

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 20  男性 26 

女性 32  女性 12 

合計 52  合計 38 
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 ③ガイドボランティア講座、研修 計 3 回 

    ・6/5   ガイドボランティア講座 ~知的障害児者の外出支援~ 本郷台編  参加 9 名 

  ・8/23 フォローアップ研修 ～知的障害者理解～ 参加者 10 名 

   ・8/9   ガイドボランティア研修 ～視覚障害者の外出支援～ 参加者 6 名 

   ・3/16 ガイドボランティア講座 ～知的障害児の外出支援～ 笠間編 

…新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

   ④ガイドボランティア交流会  2/3  参加 11 名 

 

（３）移動情報収集状況 

・移動支援事業所等へのヒアリング 4カ所 

    7/10、12/25、2/5、2/12 

 

（４）推進会議の開催 

4/24、7/24、10/23、1/22 計 4 回（栄区福祉保健活動拠点にて） 

    主な議題 ・実績報告について 

         ・ケース検討について 

         ・ガイドボランティア講座について 

 

 

６ 社会福祉法人・施設による地域貢献活動の支援 【重点】 

「福祉施設の力を活かして

いこう」（仮）会議  

 

2/28 

新型コロナウイルス

感染拡大防止のため

延期 

社会福祉法人の力を栄区の地域住民のために

活かすことを検討し、地域のニーズや課題解決

できる仕組みとすることを目的としています。 
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Ⅲ ボランティア活動の推進・支援 

１ ボランティアセンター事業      【財源：（受託金・補助金等）781 千円[1,137 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）ボランティア相談・調整 

①ボランティア登録 

     

登録者数 
累計 

30年度 元年度 

個人登録 69 57 366 

内訳）男性 17 24 153  

   女性 52 33 213  

グループ登録（人数）   43（346） 19（201） 212（3424） 

 

②ボランティア依頼・調整・派遣 

 依頼件数 紹介件数 調整中 
調整 

つかず 
取り下げ 情報提供 紹介人数 調整数 

児童 6 4 0 0 2 0 3 64 

障害 22 14 1 4 3 0 17 245 

高齢 122 94 9 13 5 1 552 908 

外国人 5 4 1 0 0 0 7 51 

限定せず 20 14 0 4 2 0 12 274 

その他 6 6 0 0 0 0 4 89 

合計 181 136 11 21 17 1 595 1,631 

 

（２）ボランティアニーズの把握 

ボランティア依頼者・活動者双方へアンケート実施しました。（57件） 

 

（３）ボランティアに関する情報の提供 

ボランティア情報紙 

「そら」の発行 

年 2回発行 

  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２回を班回覧しました。 

 

発行部数：11月号 6,500部  2月号 9,000部 

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：ボランティア募集情報、区内ボランティア活動紹介、善意銀

行について 

編集委員会：８月、９月、12月、第 2金曜日 ３回 

全号、音声訳ボランティアグループ COSMOSの協力を得て、貸し出し 

用音声訳 CDを作成しました。 

ホームページの活用  ホームページにボランティア募集一覧の掲載をしました。 
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（４）ボランティアの育成・支援 

 

（５）地域ケアプラザ地域活動交流コーディネーター連絡会の開催 

地域活動交流コーディ

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。 

障害児者余暇支援活動について・福祉教育について等 

 

（６）ボランティアセンター運営委員会 

第１回運営委員会 7/4 平成 30 年度栄区ボランティアセンター事業報告について 

令和元年度栄区ボランティアセンター事業 中間報告 

・善意銀行の運営について 

第２回運営委員会 3/19（書面） 平成 31 年度栄区ボランティアセンター事業について 

令和２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令和２年度予算について 

・平成３１年度の取り組み状況 

 

 

 

 

 

 

 

傾聴ボランティア養

成講座 

10/16 

10/23 

10/30 

11/6 

ボランティアニーズの高い傾聴ボランティアの担い手発掘講座を

開催しました。 

講 師：篠崎 延子氏 

会 場：栄区福祉保健活動拠点 

参加者数：41名 

剪定講座 11/27 

11/29 

剪定のボランティアをしたいが知識・技術が足りないという方、

何か始めたいと思っている方向けに剪定ボランティアの担い手発

掘講座を開催しました。 

 講 師：横溝 総平氏 

 会 場：栄区福祉保健活動拠点 

     柏陽団地 （実技） 

参加者数：34名 

音声訳ボランティア

入門講座 

2/17～4/20 

毎週月曜 10回 

新型コロナウイ

ルス感染拡大防

止のため延期 

３年に１度実施している音声訳ボランティア担い手発掘のための

講座（2/3説明会のみ実施）。 

傾聴ボランティア連

絡会 

6/21 

8/28 

 

・ニーズの増している傾聴ボランティアの育成に向けた検討会を

区内で傾聴活動しているボランティア団体と開催しました。 

参加団体：３団体 延べ参加者：12名 

・新たな担い手発掘、育成のために講座を企画・開催しました。 

ちょこっとボランティア連絡会（再掲Ⅰ－３－(７)) 
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（７）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、役員会、運営委員会、総会の運営等の支援を行いまし

た。役員会 5回・運営委員会 5回 総会 1回 

役員会 ：奇数月第 1月曜日 栄区福祉保健活動拠点 

運営委員会：奇数月 第 2もしくは第 3土曜日 栄区福祉保健活動拠点 

災害ボランティアセ

ンター開設・運営訓練 

2/17 ＜災害ボランティアセンター開設・運営訓練＞ 参加者数：２４名 

・栄区役所や横浜栄・防災ボランティアネットワークの協力のもと、栄図

書館にて開設要請を受けてから、開設までの流れに重点を置いた訓練を

実施しました。 

・防災ボランティアネットワークの方が考案した新たな受付システムを使

用した訓練を実施しました。 

・災害ボランティアセンター開設・運営に向けた新たな課題への気づきと

参加者全員で継続的な訓練を行うことの重要性を再確認しました。 

関係者会議 7/9 

10/21 

12/18 

1/29 

2/4 

・地域防災拠点、横浜栄・防災ボランティアネットワークと共に、それぞ

れの役割の違いや連携の取り方について協議しました。 

・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。 

・災害ボランティアセンター開設・運営に関する三者協定締結をしました。 

災害ボランティア 

ネットワーク 

Ｂブロック会議 

6/18 

10/15 

2/18 

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 

 

 

２ 福祉教育の推進             【財源：（補助金）81 千円[80 千円]】 

（１）福祉教育活動の相談調整 

学校などからの相談に応じ、地域住民、福祉施設と連携して福祉教育・啓発を実施しました。 

○小学校：13件、中学校：1件、その他：1施設 

学校名 対象 実施月 テーマ 協力先・講師 

豊田小学校 4年生 6月 視覚障害者理解 View-net神奈川 

小山台小学校 1～2年生 11月 障害理解 横浜医療福祉センター港南 

小山台小学校 3～6年生 11月 障害理解 栄区社会福祉協議会 会長 

小菅ヶ谷小学校 2年生 11月 発達障害理解 えぴっど 

上郷小学校 4年生 11月 障害理解 わ～くくらぶさかえ、桂台地域ケアプラザ 

小菅ヶ谷小学校 3年生 12月 聴覚障害者理解 聴覚障害者協会、手話サークル希 

小菅ヶ谷小学校 4年生 11月 高齢者理解 豊田地域ケアプラザ、ロバとも☆とよだ 

小菅ヶ谷小学校 1年生 12月 障害理解 豊田地域ケアプラザ、やよい会 

上郷小学校 1、2年生 12～1月 発達障害理解 えぴっど 

公田小学校 4年生 10月 視覚障害者理解 桂台地域ケアプラザ 

飯島小学校 2年生 １月 発達障害者理解 えぴっど 

本郷小学校 1年生 12月/2月 高齢者理解 中野地域ケアプラザ 

笠間小学校 4年生 １月 高齢者理解 リエゾン笠間、笠間地区支えあい分科会 
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桂台中学校 2年生 1月～2月 高齢者理解 

栄区区政推進課、高齢・障害支援課 

桂台地域ケアプラザ、ボランティア、自治

会町内会、シニアクラブ ほか 

栄消防署 - 11月 高齢者理解 
キャラバンメイト、栄区役所、地域ケアプ

ラザ 

 

（２）福祉機材の貸し出し 

名 称 件数 名 称 件数 

車イス 53 高齢者疑似体験セット  10 

アイマスク 4 点字ブロック 1 

白杖 5 車イススロープ 6 

点字器 4   

            計 83件  

 
（３）福祉教育推進のための研修の実施 

先生のための福祉 

講座 

 

 

8/19 

・導入講座 

・事例検討 

・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、「福祉とは、福祉教

育とは」をテーマとした導入講座と事例紹介を行なったほか、

福祉教育資材（車いすなど）を用意し、参加者に体験してもら

いつつ、具体的な授業の提案を行いました 

参加者数：栄区から 4名（全体で 29名参加） 
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Ⅳ 総合相談 

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 
ボラン 

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 

移動情報

センター 
その他 

昼間 計 65 1,335 94 86 791 629 369 33 1,427 456 419 

夜間 計 2 0 3 0 0 1 0 0 33 2 4 

年間合計 67 1,335 97 86 791 630 369 33 1,460 458 423 

月平均 6 111 8 7 66 53 31 3 122 38 35 

 

  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 269 2,113 3,322 5,704 0 2,856 2,842 6 5,704 

夜間 計 0 6 39 45 0 9 36 0 45 

年間合計 269 2,119 3,361 5,749 0 2,865 2,878 6 5,749 

月平均 22 177 280 479 0 239 240 1  

30年度 5,505件 

 ※前年度と比較し、全体で 244 件増加しました。特にボランティア（145 件）、拠点（712 件）の相談が 

  大幅に増加しました。一方、送迎は前年比で 383 件減少しています。原因としては、活動できる送迎 

ボランティアの減少および車輌台数が３台から２台となったことが要因と考えられます。 

 

 

（２）苦情解決の運営状況 
 ○受付苦情・対応件数 ０件 

          

（３）情報公開請求への対応 
 ○開示請求件数  ０件 

 

 

２ 権利擁護事業 【重点】      【財源：（受託金・利用料）398 千円[492千円]】 

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）栄区あんしんセンター 

     ①権利擁護に関する相談 

     ②契約によるサービス 

     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 

４２件（令和２年３月末現在）※うち、財産関係預かりサービスも契約している件数５件 

新規契約：１６件  契約終了：１２件 



17 

 

 

     実績報告：（実施期間：平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日） 

                       高齢者 障害者 その

他 
合計 

認知症 その他 小計 知的 精神 身体 小計 

初回相談 9 22 31 4 9 0 13 4 48 48 

権
利
擁
護
事
業 

契
約
前
対
応 

電話 19 104 123 7 28 0 35 14 172 

215 訪問・来所 3 21 24 1 0 0 1 2 27 

その他（カンファ等含む） 1 7 8 1 3 0 4 4 16 

契
約
者
対
応 

支援計画内の 

活動 

来所 0 0 0 46 81 0 127 1 128 

595 
訪問 39 267 306 60 55 20 135 0 441 

支援計画外の 

活動 

来所 0 0 0 7 4 0 11 0 11 

訪問 0 9 9 0 6 0 6 0 15 

電話 53 861 914 127 619 48 794 24 1,732 

2,298 
訪問・来所 6 134 140 36 35 5 76 6 222 

郵送・FAX等 12 129 141 23 40 6 69 2 212 

その他（カンファ等含む） 3 89 92 10 25 4 39 1 132 

契約終了後対応 0 13 13 0 0 0 0 0 13 13 

合計 145 1,656 1,801 322 905 83 1,310 58 3,169 3,169 

30 年度 2,537件 

③広報啓発活動 

   関係機関への周知 

居宅介護支援事業者連絡会、区役所ケースワーカー会議、新人ケアマネジャー研修 

    

④関係機関との連携 

成年後見サポートネットへの参加 7/24・10/16 

    地域包括支援センター連絡会への参加  年３回 

    社会福祉士分科会への参加       毎月１回 

 

  （２）市民後見人バンク登録者および受任者への活動支援 

    成年後見サポートネットブロック分科会  2/26 

…新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 
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３ 各種福祉援護事業       【財源：（受託金・共同募金）3,209 千円[3,067 千円]】 

（１）生活福祉資金貸付事業 

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。 

〇新規貸付決定件数：23件 

〇延べ相談件数：640件（貸付に関する初回相談件数：91件） 

・制度問い合わせ：109件 

・貸付申請に関する対応：456件 

・償還に関する対応    ：75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 

総合支援資金貸付事業等 

 

生活に困窮している方に対し、相談支援とあわせて、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、相談においては、区役所で実施

する生活困窮者自立支援制度と連携しながら対応しました。 

〇延べ相談件数：35件 

 ・制度問い合わせ：5件 

 ・貸付申請に関する対応：26件（貸付に関する初回相談件数：11件） 

 ・償還に関する対応：４件 

※新規の貸付はありませんでした。 

 
（２）生活困難世帯等への支援 【重点】 

食品等の寄付をいただいた企業や団体等 

フードバンクかながわ（通年）、フードバンクよこはま（通年）、資源循環局(区民まつり)（11月） 

セブイレブンジャパン（2月）、栄区民（通年） 

    生活困窮世帯への配分：29件、その他施設などへの配分：４件 

 
（３）小災害緊急援護事業 

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：27件（火災 2件／うち死亡 1名、台風被害 25件） 

  見舞金額：145,000円 

 

（４）交通遺児援護事業 

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 

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：1,540円 （窓口：区役所生活支援課） 
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Ⅴ 広報啓発事業 

１ 福祉のまちづくりの推進          【財源：（共同募金）370 千円[544 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。 

 

栄区社会福祉大会 

（第 33回） 

 

 

 

 

 

 

11/21 

 

多年にわたりこうした地域福祉活動に携わってこられた方々

の功績に対し感謝の意を表すとともに、さまざまな活動を通した

福祉啓発を図っていくことを目的として開催しました。 

会 場：たっちーらんど（栄公会堂）講堂 

参加者：271名 

内  容：第 1部 14：00～14：35 式典・表彰 

第 2部 14：45～16：00 演奏会 

     【演奏会】ピアノ 宮川 久美 氏 

 

２ 福祉の情報発信             【財源：（共同募金）1,610 千円[1,331 千円]】 

 (1)広報誌の発行 

「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（50号） 

 

 

 

内容：わたしたちのまち地区社協 

   地区社協の活動内容 

区社協の平成 30年度事業・決算報告 

賛助会員・善意銀行預託者のご紹介 

訪問記 「花みずきの会」  

2/1（51号） 

 

 

内容：食で広がる福祉の輪 

   栄区社会福祉大会報告 

訪問記 「さかえ・グリーン協力隊」  

(2)インターネットによ

る広報 

ホームページの運営 

更新回数：４６回 

主な内容：区社協事業等 ２９件 

地区社協活動（イベント・広報紙ほか） １４件 

 区社協会員活動（イベントほか） ３件 

アクセス数：8,120 件 

本会職員によるニュースページの更新作業を定期的に行った。ニュースページ以

外のページも更新ができるよう、作業マニュアルを作成しました。 
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Ⅵ 助成金配分事業 

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を受け入れ、ボランティアセンター運営 

委員会の決定に基づき配分しました。 

 

（１）寄付金品の受け入れと配分 
金品・物品 預託者状況（別表１参照） 

                  総件数： 20 件 金品：20件  

総計 423,879 円（30年度 443,915円）  

                                  

（２）周知と財源確保 

   ・広く多くの方に周知するために善意銀行案内のチラシを作成し 

周知活動を行いました 

・昨年度に引き続き寄付本の受付を行いました。 

寄付本冊数：2,375 冊 

 

２ さかえ ふれあい助成金事業  

【財源：（補助金・共同募金）6,999 千円[6,944 千円]】 

 （１）助成事業の実施 

さかえ ふれあい助成金配分審査会の審査に基づき各団体へ配分しました。 

さかえ ふれあい助成金 

配分審査会 

6/27 ・令和元年度さかえ ふれあい助成金配分審査について 

   ・平成 30 年度さかえ ふれあい助成金配分結果報告 

2/28 ・令和元年度さかえ ふれあい助成金新規立上げ区分申し込み

について 

・令和 2 年度 さかえ ふれあい助成金について 

 

助成金財源別配分状況一覧表                        （単位：円） 

共同募金 一般 

障害児者支援活動・当事者活動 

宿泊・日帰りハイク活動 

視覚・聴覚障害者支援 

1,430,000 

共同募金  

年末たすけあい 

集いの場活動 

新規事業立ち上げ 
1,369,600 

市社協補助金 

集いの場活動 

家事生活支援活動 

新規事業立ち上げ 

4,199,400 

          合     計 6,999,000 

 （別表２参照） 

 

（２）団体ヒアリングの実施 

さかえ ふれあい助成金を助成している団体のうち５団体を個別にヒアリングに回り、活動状況や課題を共

有し、団体との関係強化を図りました。 

 

 

 



21 

 

３ 独自の助成金事業            【財源：（共同募金・寄付金）734 千円[717 千円]】 

（１） 年末たすけあい助成金等の実施 

年末たすけあい募金配分要綱に基づき助成金を交付しました。 

・年末たすけあい助成金（10 団体）  助成金額：454,000円 

 

（２）団体会員助成金の実施 

団体会員助成金交付要綱に基づき正会員へ助成金を交付しました。 

 助成団体数：22団体  助成金額：280,000 円 
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Ⅶ 福祉保健活動拠点の運営    【財源：（受託金・利用料）15,565 千円[15,254 千円]】 

１ 拠点の管理・運営 

（１）施設の適正な管理 

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 会場の貸出業務、会場利用に伴う機材の貸出業務 

利用登録団体：73 団体  （30 年度末 87 団体） 

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 179 222 165 165 77 77 219  219  140 140 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体 1,490 

午後 166 201 171 179 123 126 216  216 161 162 当事者団体 155 

夜間 30 30 80 80 27 27 107 107 54 54 その他 360 

計 375 453 416 424 227 230 542 542 355 356 2005 
団体別 

延べ件数 
2,005 

【土】 

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 36 45 23 23 17 17 45 45 24 24 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体 273 

午後 18 21 21 21 3 3 45 45 7 7 当事者団体 7 

夜間 10 10 10 10 2 2 19 19 1 1 その他 13 

計 64 76 54 54 22 22 109 109 32 32 293 
団体別 

延べ件数 
293 

【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 11 13 17 17 5 5 50 50 12 12 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体 173 

午後 14 14 17 17 4 4 48 48 28 28 当事者団体 27 

夜間           その他 8 

計 25 27 34 34 9 9 98 98 40 40 208 
団体別 

延べ件数 
208 

合計 464  556 504 512 258 261 749 749 427 428 2,506 
団体別 

延べ件数 
2,506 
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                                                                                                                30 年度 2,905 件 

 ②メールボックス、ロッカーの貸出業務 

メールボックス使用団体数：３１団体 

  ロッカー使用団体数：３３団体 

 ③利用者アンケートの実施と業務改善 

  実施時期：１１月中 

回答者数：６１名 

  業務改善：① 顔を上げて、皆さまの顔を見てあいさつをします 

② 使いやすい掃除用具の整備をしていきます 

③ 分かりやすい説明ができるように努めます 

  

（２）利用者団体協議会の開催 

 ①利用者団体協議会の開催：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 11 回） 

     参加団体：毎回９団体程度 

 ②ようこそ であい広場運営協力：拠点利用団体によるお祭りを３月に開催予定でしたが、新型コロナウイルス

感染症拡大防止のため、中止しました。 

     参加予定団体：9団体、5施設 

     実行委員会 ：11/28、12/26、1/23、2/27（中止）3/26（中止） 全３回 

 

 

２ ボランティアセンター事業（再掲Ⅲ－１） 

 

マスコットキャラクター そらちゃん 
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Ⅷ 法人運営 

１ 事業推進体制の基盤               【財源：（会費）221 千円[236 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、評議員会、監事会の開催  
理事会＜執行機関＞ 

日・場所 出席数 議  題 結果 

第１回 

5/31 

栄区福祉保

健活動拠点 

８人 

 

 

 

１ 栄区社会福祉協議会 平成 30 年度事業報告（案）及び決算

（案）について         

２ 栄区福祉保健活動拠点（指定管理者）の平成 30 年度事業報

告（案）及び決算（案）について       

３ 会員の入退会について 

４ 監事候補者の推薦について 

５ 評議員選任・解任委員の選任について     

６ 評議員候補者の推薦について        

７ 評議員選任・解任委員会の招集について     

８ 評議員会の招集について 

報告事項 

１ 会長の職務執行状況報告について 

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 

５ 原案通り承認 

６ 原案通り承認 

７ 原案通り承認 

８ 原案通り承認 

第２回 

6/19 

栄区福祉保

健活動拠点 

１１人 １ 正副会長の選任について 

２ 顧問の同意について 

３ 企画委員会委員の選出について 

４ さかえふれあい助成金配分審査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委員の選出について 

６ 第 33回栄区社会福祉大会について 

報告事項 

１ 評議員の選任について 

２ 第３期栄区地域福祉保健計画について 

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 

第３回 

9/19 

栄区福祉保

健活動拠点 

１１人 

 

１ 令和元年度予算の補正について             

２ 第 33回栄区社会福祉大会について           

３ 令和元年度社会福祉功労顕彰について         

４ 評議員会の招集について 

報告事項   

１ 会長の職務執行状況報告について 

２ 令和元年度主な行事等の日程について 

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 

 

第４回 

12/12 

栄区福祉保

健活動拠点 

１０人 １ 会員の入会について 

報告事項                         

１ 令和元年度部会・分科会・委員会等 活動報告及び 

今後の予定について 

２ 第 33回栄区社会福祉大会のふりかえりについて  

３ 第３期栄区地域福祉保健計画について 

４ 非常勤職員就業規則の一部改正について 

５ 会長の職務執行状況報告について 

１ 原案通り承認 
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第５回 

決議の省略 

１１人 

 

１ 栄区社会福祉協議会 令和２年度事業計画（案）及び予算（案）

について 

２ 会員の入会について 

３ 栄区社会福祉協議会の保有する保有個人データの開示等の 

  請求に関する規程の一部改正について 

４ 評議員候補者の推薦について 

５ 評議員選任・解任委員会の招集について 

６ 評議員会について 

報告事項    

１ 栄区社会福祉協議会の保有する情報の公開に関する 

規程施行規則の一部改正について 

２ 法人指導監査の結果について 

３ 会長の職務執行状況報告について 

４ 令和２年度社会福祉大会等の主な日程（予定）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 

 

評議員会 ＜議決機関＞ 

日・場所 出席数 議  題 結果 

第１回 

6/19 

栄区福祉保

健活動拠点 

１７人 １ 栄区社会福祉協議会 平成 30 年度事業報告（案）及び決算

（案）について 

２ 栄区福祉保健活動拠点（指定管理者）の平成 30 年度事業報

告（案）及び決算（案）について 

３ 栄区社会福祉協議会 監査報告について 

４ 理事の選任について  

５ 監事の選任について 

報告事項    

１ 会長の職務執行状況報告について 

２ 会員の入退会について 

３ 第３期栄区地域福祉保健計画について 

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 

第２回 

9/27 

栄区福祉保

健活動拠点 

１８人 １ 令和元年度予算の補正について 

報告事項 

１ 第 33回栄区社会福祉大会について 

２ 会長の職務執行状況報告について 

３ 令和元年度主な行事等の日程について 

１ 原案通り承認 

第３回 

決議の省略 

２３人 １ 栄区社会福祉協議会 令和２年度事業計画（案）及び予算（案）

について 

２ 職員就業規程の一部改正について 

３ 理事の選任について 

報告事項 

１ 会員の入会について 

２ 非常勤職員就業規則の一部改正について 

３ 栄区社会福祉協議会の保有する情報の公開に関する 

規程施行規則の一部改正について 

４ 栄区社会福祉協議会の保有する保有個人データの開示等の 

１ 原案通り承認 

２ 原案通り承認 

３ 原案通り承認 

 



26 

 

  請求に関する規程の一部改正について 

５ 法人指導監査の結果について 

６ 会長の職務執行状況報告について 

７ 令和２年度社会福祉大会等の主な日程（予定）について 

 
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 

5/23 ３人 平成 30 年事業実施状況、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。 

 

（２）部会・分科会の開催  
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 

 

７/5  ・平成 30年度事業報告、平成 31年度事業計画について 

・次期正副分科会及び専門機関部会 次期正副会長の選出について 

・今年度の専門機関部会の取組について 

8/28  ウィリング横浜共催「組織で取り組むリスクマネジメント研修」 

福祉経営におけるリスクマネジメントの基本と実践方法について 

講 師：フォーサイツコンサルティング（株） 

 代表取締役 浅野 陸氏 

参加者数：10名 

12/7 栄区役所主催「パラフェスタさかえ」への協力 

   ヒューマンドキュメンタリー映画「やさしくなあに」の上映会を実施 

   会場：栄公会堂 

1/31 第 12回福祉のしごとフェアへの協力（戸塚区社協 専門機関部会主催） 

   福祉人材確保と福祉の仕事を身近に感じてもらうため就職相談ブース出展 

   会場：戸塚区総合庁舎 3階多目的スペース 

出展数：６法人 

地域福祉関係団体部会 5/29 ・任期満了による役員改選に伴う理事および欠員に伴う評議員候補者の推

薦について 

2/21 ・民生委員一斉改選に伴う理事および評議員候補者の推薦について 

当事者団体部会 

（当事者団体分科会） 

7/1   ・平成 30年度事業報告および令和元年度事業計画について 

・令和元年度当事者団体分科会研修について 

・令和元年度障害者週間キャンペーンについて 

9/10 【障害者週間キャンペーン 説明会】 （再掲Ⅱ―２―（２）） 

10/30  ・令和元年度当事者団体分科会研修 

   テーマ：「地域ケアプラザってどんなところ？～知ってつながろう！ 

こんな時は地域ケアプラザへ！～」 

   参加者数：１６名（内、ケアプラザ地域交流 CO.５名） 

12/3 【障害者週間キャンペーン 街頭キャンペーン】 （再掲Ⅱ―２―（２）） 

3/5  ・令和元年度のふりかえりおよび令和２年度の分科会について 

・第４期栄区地域福祉保健計画策定に向けた意見交換について 

  …新型コロナウイルス感染拡大防止のため延期 
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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） 

 

 

 

 

 

4/11  ・地区別担当職員について 

・生活支援コーディネーター広報紙「ほっとなまち・栄区」について 

6/13  ・民生委員による生活福祉資金借受世帯状況の把握について 

・生活福祉資金償還残高のお知らせについて 

7/11 ・平成 30年度生活福祉資金借受者世帯支援記録票整備状況報告について 

・令和元年度生活福祉資金民生委員活動費の交付について 

・赤い羽根募金実施に伴う街頭募金への協力依頼について 

・平成 30年度事業報告・決算 令和元年度事業計画・予算について 

9/12 ・令和元年度「赤い羽根共同募金」街頭募金について 

   ・第 11回 さかえ福祉フェスタについて 

   ・生活福祉資金償還残高のお知らせについて 

   ・民生委員一斉改選に伴う「生活福祉資金借受世帯の引継ぎの実施につい

て」の配布について 

10/10 ・「赤い羽根共同募金」街頭募金活動へのお礼並びにご報告 

   ・第 33回栄区社会福祉大会の開催について 

      ・「年末たすけあい助成金」実施のお知らせ 

11/14 ・生活福祉資金 新任民生委員研修会のお知らせ 

・障害者週間キャンペーンについて 

   ・災害ボランティアネットワーク クロストークⅣのお知らせ 

12/12 ・生活福祉資金償還残高のお知らせについて 

   ・生活福祉資金令和元年度生活福祉資金貸付事業ハンドブックについて 

1/ 9  ・栄区社会福祉協議会 民生委員児童委員分科会正副分科会長（理事・評議

員候補者）並びに委員会委員の選出について 

地区社協分科会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/11 ・平成３１年度地区社協活動費・助成金交付予定について 

・地区社協状況書の作成について 

・次期分科会長・副分科会長および平成 31年度地区社協検討会メンバーの   

選出について 

・平成３１年度の地区社協分科会について 

6/13 ・平成 30年度栄区社会福祉協議会事業報告・令和元年度事業計画について 

・令和元年栄区地区社協研修会について 

・第３３回栄区社会福祉大会について 

【意見交換】テーマ： 財源確保について  

10/24  ・第３３回 栄区社会福祉大会について 

・第１回研修会の報告 第２回研修会について 

・よこはま地域福祉フォーラムについて 

・移動販売について  

12/16 ・賛助会費について【臨時】 

2/13 ・地区社協研修会について 

      ・よこはまの地区社協全体会について 

・令和元年度活動内容振り返り及び令和２年度分科会活動について 
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地区社協分科会 

事務局長会議 

4/25、6/27、8/22、2/27（中止） 年 3回開催 

自治会町内会分科会 

（区連会） 
 

 

 

 

 

 

 

 

4/22  ・平成 31年度日赤活動資金および区社協協力金への協力について 

6/20  ・社会を明るくする運動ポスター掲示依頼について 

7/22 ・赤い羽根共同募金「さかえ区だより」全戸配付について 

・「更生バザー」チラシの回覧 

・平成 30年度事業報告・決算 令和元年度事業計画・予算について 

・令和元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 

9/20 ・令和元年度日本赤十字社栄区地区委員会地区募集費及び地区活動費、区

社協協力金還付金、共同募金会栄区支会配布手数料について 

・令和元年度赤い羽根共同募金運動への協力について 

10/22 ・「年末たすけあい助成金」の実施のお知らせ 

    ・令和元年度第２回「さかえ・つながるフォーラム」の開催について 

    ・「障害者週間キャンペーン」ポスターの掲示について 

    ・「第 33回栄区社会福祉大会」チラシの掲示について 

    ・ボランティア情報紙「そら」の回覧について 

11/20 ・令和元年度赤い羽根共同募金中間報告について 

2/19   ・令和元年度赤い羽根共同募金の最終報告について 及び 令和２年度 

各種団体募金等の目標額及び会費について 

ボランティア・市民活動

団体分科会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

5/13 ・平成 30年度事業報告、令和元年度事業計画について 

・令和元年度ボランティア・市民活動団体分科会の取り組みについて 

9/9    台風のため中止 

11/11 ・第 1回研修について 

・情報交換「担い手確保の現状、課題、工夫について」 

・横浜市ボランティア部会報告 

12/3 研修会「横浜ラポール視察」 

参加者：４名 

2/10 ・令和元年度分科会活動の振り返り 

   ・次年度の分科会活動について 

【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 13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  8/29・9/26・10/25・11/11 

福祉関係団体分科会 
 

7/3  ・平成 30年度事業報告・令和元年度事業計画 

    ・各団体の活動報告、意見交換 

高齢者支援分科会 10/5 第 11回さかえ福祉フェスタ（再掲 Ⅱ－３－（２）） 

第 11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】 

5/22 ・第 11回さかえ福祉フェスタ開催、予算、検討事項について 

7/4  ・第 11回さかえ福祉フェスタ 周知、出店内容、ステージ内容について 

8/20 ・第 11回さかえ福祉フェスタ 会場レイアウト、出店団体について 

9/17 ・第 11回さかえ福祉フェスタ スケジュール、役割分担等の最終確認 

12/3 ・第 11回さかえ福祉フェスタ ふりかえりについて 
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（３）各種委員会の開催 

委員会名 日時 主  な  議 題 

企画委員会 8/28 

 

 

１ 委員長・副委員長の選任について 

２ 第 33回栄区社会福祉大会について 

３ 令和元年度社会福祉功労顕彰について 

４ 栄区地域福祉保健計画について 

評議員選任・解任委員会 6/11 １ 評議員の選任について 

3/23 １ 評議員の選任について 

広報編集委員会（再掲Ⅴ－２－（１））   

ボランティアセンター運営委員会（再掲Ⅲ－１－（６）） 

ボランティア情報紙「そら」編集委員会（再掲Ⅲ－１－（３）） 

さかえ ふれあい助成金配分審査会（再掲Ⅵ－２） 

 

（４）災害時対応（再掲Ⅲ－１－（７）） 

 

２ 区社協活動財源の確保 【重点】 

（１）区社協事業の見直し 

区社協だより、ボランティア情報紙「そら」をカラー印刷にしました。 

ボランティア依頼の情報を集約し、ホームページに掲載、社協窓口に配架、また港南台イオンに新たに

チラシのラックを設置するなど、情報の発信に力をいれました。 

 

（２）区社協活動財源の確保 

会員 
ア 正会員 

     会員数：357（令和２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。 

個人賛助会費（一口 1,000 円） 

〔個人賛助会員数〕             個人：518口 518,000 円 

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）〕    法人：60口  300,000 円 

宗教法人 本郷台キリスト教会 みながわ内科クリニック 柏陽薬局 

永井眼科医院 二和印刷株式会社 有限会社 山下工務店 

株式会社 ｏｏｔ 有限会社 泉製作所 NPO法人 さかえ区民活動支援協会 

有限会社 みのくち 株式会社 浜一 有限会社 木村義肢工作研究所 

株式会社 田中造園 鎌倉ファーマシー大船薬局 医療法人桑樹会 木村内科・胃腸内科 

医療法人若竹クリニック 税理士法人 横浜税務会計 株式会社 機設エンジニアリング工業 

ミスギ薬局 有限会社 山食 医療法人慶寿会 小笹医院 

有限会社 よろい 有限会社 天神薬局 株式会社 シーケン 

有限会社 垣内動物病院 有限会社 久保田塗装工業所 飯島幼稚園 

正翁寺 有限会社 根本自動車工業 相武エンタープライズ（株） 

グループホーム マンボウ 株式会社 グランコート 宗教法人 正安寺 

飲食店 浜船 
学校法人 森学園 

いのやま保育園(認定こども園) 
医療法人社団 柴崎内科クリニック 

株式会社 装美 株式会社 利根川工務店  
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（３）各種関係団体行事への後援 

行事名 団体名 開催日 参加者 

福祉クラブ生協 第 24 回「ふくしまつり」 福祉ｸﾗﾌﾞ生活協同組合 6/2 570 名 

劇団ぽかぽか 第 23 回公演 劇団ぽかぽか 6/29、30 1,860 名 

阿蘇からの風 津久井やまゆり園に思いをよせて 

大庭照子「悲しみを力に」をうたう 

～ともに生きる愛のテーマ～ 

特定非営利活動法人 

日本国際童謡館 

7/12 300 名 

第 42 回小菅ヶ谷地区「敬老の集い」 小菅ヶ谷地区社会福祉協議会 9/14 462 名 

第 40 回本郷中央地区「敬老のつどい」 本郷中央連合町内会自治会 9/16 498 名 

 

３ 第３期栄区地域福祉保健計画の推進 【重点】 

（１）栄区域福祉保健計画（さかえ・つながるプラン）の推進 

    区役所、地域ケアプラザ、地区社協、民生委員児童委員、自治会・町内会、ボランティアグループ、施設 

など様々な福祉活動を行っている機関・団体と連携しながら事業を推進しました。 

名称 日時 主  な  内 容 

栄区地域福祉保健計画 

策定・推進会議 

 

 

6/13 

 

・令和元年度の取組について 

・第４期栄区地域福祉保健計画の策定について 

・意見交換 

10/31 ・第４期栄区地域福祉保健計画の策定について 

・地区別計画の作成について 

・第４期栄区地域福祉保健計画策定スケジュール 

3月 

 

【書面による実施】 

・第４期地域福祉保健計画 骨子（案）について 

 

（２）区計画 

  区役所と適宜事務局会議を開催し、主に第４期計画策定に向けて骨子案の作成、さかえ・つながるフォーラム

の実施について検討しました。 

 

（３）地区別計画（再掲Ⅰ－１－（３）） 

 

（４）地域情報と課題の共有 

地区支援チームの一員として、地区支援リーダー会議、地区支援チーム会議へ参画、また地域ケアプラザ所長

会に参加し、情報及び課題の共有、地区の現状に応じた取組などを行いました。また、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等へ参加しました。 

 

Ⅸ 福祉関係団体への運営協力・支援 

   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 社会福祉法人神奈川県共同募金会横浜市栄区支会 

② 日本赤十字社神奈川県支部横浜市地区本部栄区地区委員会 

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 



31 

 

令和元年度善意銀行預託者一覧表【別表１】   

配分希望先 ：社会福祉  件数：20件 総計 423,879円 

  （敬称略） 

1 4/12 本郷台おしゃれさろん 11 9/19 匿名 

2 4/12 匿名 12 11/5 栄区美術家協会 

3 4/15 ぬくもりこすがや 13 11/15 上山 由美子 

4 4/23 長沼ことぶきサロン 14 11/18 リコーダーアンサンブル笛るまーた 

5 5/22 栄区民謡連盟 15 11/20 栄スポーツセンター 

6 5/23 栄区舞踊協会 16 12/17 手作りパン教室 ライラック 

7 6/5 谷口パン・お菓子教室 17 12/27 大船ルーテル教会 教会学校 

8 6/9 栄区舞踊連盟 18 1/6 横浜農協本部農業まつり実行委員会 

9 6/21 細田 利明 19 1/21 匿名 

10 7/30 匿名 20 3/30 匿名 
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令和元年度さかえ ふれあい助成金配分状況【別表２】 

区分   NO.   団体名  決定額  財源  

要
援
護
者
支
援
区
分 

1 庄戸の元気づくり  400,000 市社協補助金 

2 花みずきの会 180,000  市社協補助金 

3 学習を支援する会 100,000  市社協補助金 

4 子育て喫茶「げんき」 120,000  市社協補助金 

5 こども広場 モーリーズ 90,000  市社協補助金 

6 サロンどんぐり 80,000  市社協補助金 

7 あおば 50,000  市社協補助金 

8 いたちカフェ 80,000  市社協補助金 

9 おしゃべりシフォンカフェ  50,000  市社協補助金 

10 親子カフェ にじいろ 60,000  市社協補助金 

11 かさま・つながるプラン サロン（Ｂブロック） 60,000  市社協補助金 

12 鍛冶ヶ谷・ﾛｰﾚﾙ地区ふれあいｻﾛﾝ 75,000  市社協補助金 

13 桂公田町会おしゃべりサロン 80,000  市社協補助金 

14 カフェ みどり  55,000  市社協補助金 

15 公田山百合会 80,000  市社協補助金 

16 コスモス会 80,000  市社協補助金 

17 子育てサロン の～びのび 運営委員会 73,000  市社協補助金 

18 子育て支援ボランティアまつぼっくりの会 65,000  市社協補助金 

19 こども広場「さくらんぼ」     65,000  市社協補助金 

20 五月会 60,000  市社協補助金 

21 サロン・かみの 70,000  市社協補助金 

22 サロン・ド・アイ 80,000  市社協補助金 

23 サロン・ふれあい 45,000 市社協、年末 

24 三水会 80,000  市社協補助金 

25 世代交流サロン ゆずりは 26,000  市社協補助金 

26 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 

27 たまり場こすがや 80,000  年末たすけあい 

28 ツツジの会 45,000  年末たすけあい 

29 長沼ことぶきサロン 38,000  年末たすけあい 

30 なでしこサロン     80,000  年末たすけあい 

31 ぬくもり こすがや 80,000  年末たすけあい 

32 ハイツ 集い処 40,000  年末たすけあい 
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要
援
護
者
支
援
区
分 

33 ぷらっとオアシス     80,000  年末たすけあい 

34 プリンス会館 おしゃべりサロン 45,000  年末たすけあい 

35 ふれあい昼食会 80,000  年末たすけあい 

36 本郷台自治会ふれあいサロン 80,000  年末たすけあい 

37 実菅会 80,000  年末たすけあい 

38 みどり会 80,000  年末たすけあい 

39 ミニデイサービス「けやきの会」 80,000  年末たすけあい 

40 みんなの広場 たけのこ 80,000  年末たすけあい 

41 中野富士見ふれあいサロン 65,000  年末たすけあい 

要
援
護
者
支
援
区
分 

42 富士見台気楽なサロン 64,000  年末たすけあい 

43 豊田男塾 80,000  年末たすけあい 

44 芙蓉台ふれあいの会 50,000  年末たすけあい 

45 みんなの居場所「カフェ・かみの」【新規立上げ】 40,000  市社協、年末 

46 いの山プラチナ会 生活応援チーム 98,000  市社協補助金 

47 ボランティア いでたち 160,000  市社協補助金 

48 ミニボラ桂台 80,000  市社協補助金 

49 ちょいサポ尾月 80,000  市社協補助金 

50 飯島お手伝い隊 50,000  市社協補助金 

51 湘南ハイツお助け隊【新規立上げ】 40,000  市社協、年末 

52 配食コスモス 400,000  市社協補助金 

53 配食サービスの会 みつ葉 200,000  市社協補助金 

54 配食サービス グループ「ゆう」 240,000  市社協補助金 

55 配食グループ「こだま」 240,000  市社協補助金 

56 いちご会 80,000  市社協補助金 

57 らら・むーぶ・栄 350,000  市社協補助金 

 

障
害
児
者
支
援
区
分 

58 書道サークル きらら 100,000  共同募金一般 

59 HOPE.B.C 100,000  共同募金一般 

60 本郷 Yランナーズ 100,000  共同募金一般 

61 ひばり会 60,000  共同募金一般 

62 やよい会 95,000  共同募金一般 

63 希望の会 40,000  共同募金一般 

64 栄 フレンズ 60,000  共同募金一般 

65 横浜市栄区視覚障害者福祉協会 45,000  共同募金一般 



34 

 

66 豊田青年学級 60,000  共同募金一般 

障
害
児
者
支
援
区
分 

67 さかえ会     60,000  共同募金一般 

68 さかえ福祉活動ホーム     40,000  共同募金一般 

69 グループホーム マンボウ     50,000  共同募金一般 

70 手話サークル 希 50,000  共同募金一般 

71 音声訳ボランティアの会 COSMOS 50,000  共同募金一般 

 

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
区
分  

72 パソボラ横浜 40,000  共同募金一般 

73 パソコンぼらんてぃあ e－プラザ 40,000  共同募金一般 

74 栄おもちゃ病院 40,000  共同募金一般 

75 ブループラネット 40,000  共同募金一般 

76 栄区車椅子ダンス協会 40,000  共同募金一般 

77 特定非営利活動法人 こだちの会 40,000  共同募金一般 

78 おもしろ科学探険隊 40,000  共同募金一般 

79 あしたばの会 40,000  共同募金一般 

80 健康づくりサポーターズ 40,000  共同募金一般 

81 荒井沢緑栄塾楽農とんぼの会     30,000  共同募金一般 

82 特定非営利活動法人 みちくさみち     30,000  共同募金一般 

83 おと工房ぽりま     30,000  共同募金一般 

84 中途障害者地域活動センター わ～くくらぶ・さかえ  30,000  共同募金一般 

85 栄区子ども会連絡協議会 30,000  共同募金一般 

健
康
増
進 

区
分 

86 ザ・ラベンダーズ     10,000  共同募金一般 

 


