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平成平成平成平成２５２５２５２５年度事業報告年度事業報告年度事業報告年度事業報告    

Ⅰ．Ⅰ．Ⅰ．Ⅰ．小地域活動の推進・支援小地域活動の推進・支援小地域活動の推進・支援小地域活動の推進・支援    

１． 地区社協活動の支援 

（１） 地区社協分科会 

 地区社協間の情報交換と、区社協からの情報提供を行うために、地区社協会長・地区社協事務局長等が

出席し定期的に開催しました。                       （P３４ 別表参照） 

 

（２） モデル地区への支援 

  地区社協の更なる発展・強化を目指して、実験的な取組みとして、モデルとして、第３・第６地区を指定し、

地区社協・地域ケアプラザとともに協働スタイルによる地区社協強化活動を実践しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 研修事業  

 ①地区社協分科会研修会     

月日 ・ 場所 内容 人数 

11 月 8 日（金） 

西区福祉保健活動

拠点「フクシア」 

「活動の振り返りと評価について  

～これからの地区社協～」 

〈講師〉田園調布学園大学 

教授 小野敏明 氏 

地区社協   13 人 

 

    ②平成２５年度地区社協研修 

横浜市社会福祉協議会及び１８区社会福祉協議会の共催で、地区社協研修を実施しました。 

月日 ・ 場所 内容 人数 

１２月１６日（月） 

関内ホール 

テーマ「未来につながる人づくり 

組織を元気にするちょっとしたコツ第３弾」 

事例紹介  （２地区社協） 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 田園調布学園大学 教授 

村井 祐一 氏 

全体参加者数 ６７０ 人 

西区参加者数  １８ 人 

 

地区 内容 

第３地区社協 
現理事による話し合い(理事会)をおこない、会員、役員構成などについ

会則の見直しをはかった。定期的に理事会を実施。 

第６地区社協 
第６地区社協を考えることを目的とした発起人会を毎月定例で開催し、会

則の見直し・臨時総会の開催を通して、体制の整理を行なった 
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 ③出張地区社協研修会 

地区社会福祉協議会の研修会実施について共同で企画し実施しました。    

月日 ・ 場所 内容 人数 

７月２０日（土） 

野毛山荘 

第４地区社協研修会 

〈講師〉西区認知症キャラバン・メイト 飯田和孝氏 

   男性介護者のつどい 藤棚地域ケアプラザ 

   横浜市政策局政策課担当係長 関口昌幸氏 

５０人 

11 月8 日（金） 

瀬谷区 

阿久和北部地区 

長屋門公園 

第４地区社協研修会 

・訪問見学会の実施 

      〈講師〉瀬谷区 阿久和北部地区社会福祉協議会 

           会長 清水靖子 氏 

２２人 

２月６日（木） 

藤棚地域ケアプ

ラザ 

第３地区社協研修会 

テーマ「社協」について 

 〈講師〉 西区社会福祉協議会 事務局次長 
２５人 

 

（４） 地区活動支援 

        地区ごとに担当職員を配置し、地区社協を中心とした事業に参加すると共に、申請による活動費助成

を通じて各地区活動の支援を行いました。 

 

①活動費助成 

  項目 内容 財源 

［運営費助成］［運営費助成］［運営費助成］［運営費助成］        

３００ 千円       ６地区 

２１０ 千円       ６地区 

５８ 千円        ６地区 

市社協補助金 

   共同募金配分金 

    賛助会費還元金 

［事業費助成］［事業費助成］［事業費助成］［事業費助成］    

 地区社協交流事業 

 親子ふれあい会事業 

小地域生活支援事業 Ⅱ 

 

１，０４０ 千円       ６地区 

１４１ 千円        ３地区 

１２０ 千円       １地区 

 

共同募金配分金 

共同募金配分金 

共同募金配分金 

［年末たすけあい［年末たすけあい［年末たすけあい［年末たすけあい募金募金募金募金配分］配分］配分］配分］    １５０ 千円       ３地区 年末たすけあい募金助成配分 

（Ｐ４２ 別表３ 参照） 

 

   ②地区活動への参加 （地区懇談会・出張地区社協分科会研修会を除く）   

地区 内容 

第１地区 地区社協総会、地域のつどい、コミュニティまつり 等 ７回 

第２地区 地区社協総会、親子ふれあい会、敬老ふれあい給食会 等 １２回 

第３地区 地区社協総会、福祉フェスタ、支えあい勉強会 等  ３回、理事会4 回 
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第４地区 地区社協総会、理事会、ふれあい会友愛会交流会、みんなのまつり 等 ４４回 

第５地区 地区社協総会、会食交流ほほえみ会、親子ふれあい会等 ２３回 

第６地区 地区社協臨時総会、一人暮し高齢者交流会、親子ふれあい会、１２回発起人会 

みなとみらい地区 ※地区社協未設立   みなとみらい秋まつり、サロン等 ２回 

 

（５）地区アセスメントシート 

        地区社協ごとに地区支援を行う際、６地区の地域の社会資源等をデータ化しました。   

 

２ 地域ケアシステムの推進 

（１） ケアプラザ連絡会への参加 

月日 ・ 場所 内容 

４月19 日（金） 

西区役所 

・自己紹介 

・各担当の今年度重点取組、事業計画について 

１２月１３日（金） 

西区役所 

・今年度の各事業の実施状況について 

・２６年度の福祉保健センター各課（事業企画担当・健康づくり係・高齢支援

課）の重点取組について 

２月２１日（金） 

西区役所 

・２６年度の福祉保健センター子ども家庭障害支援課・障害担当、ケアプラ

ザ、区社協の重点取組について 

 

（２）地域ケアプラザの事業への協力 

       藤棚地域ケアプラザの開催した支えあい勉強会に参加しました。 

 

 

（３）地域ケアプラザ コーディネーター連絡会への参加  

      地域ケアプラザの地域交流事業と、区社協のボランティア育成事業や福祉教育との連携を図るために 

会議へ出席しました。 

月日・場所 内容 

４月１９日（金） 

西区役所 

・にこまちフォーラムの振り返り 

・ボランティア事業の予定と助成金について 

・地域交流研究会より報告 

６月２１日（金） 

戸部本町 

地域ケアプラザ 

・にこまちフォーラム開催日時について 

・ボランティア講座の開催状況について周知 

・サブコーディネーター研修会の開催日時について 

月日 場所 内容 

１０月１７日（木） 
藤棚地域 

ケアプラザ 

地域 

支えあい 

勉強会 

こども虐待へのまなざし 

～地域で支え合うために～ 
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１２月１３日（金） 

西区役所 

・にこまちフォーラムの進捗状況について 

・市社協で開催される研修について周知 

・サブコーディネーター研修について（当日の流れ、役割について確認） 

・地域交流研究会の報告 

２月２１日(金) 

西区役所 

・「地域ケア会議」について・「にこまちフォーラム」の報告 

・ボランティア保険について周知 

・地域交流研究会より報告 

・サブコーディネーター研修について（報告） 

・次年度の開催予定について 

 

（４） ケアプラザ所長会への参加 

 事務局長が区役所、区社協、地域ケアプラザとの情報交換を目的とした西区地域ケアプラザ所長会

に参加しました。（５月２０日、９月２日、１２月２日、３月３日） 

 

（５）ケアプラザ連絡会 

担当職員が区内地域ケアプラザ連絡会に参加しました。（４月１９日、６月２１日、１２月１３日） 

 

３  「西区ふれあい福祉推進事業」の事務受託 

   西区役所より事務の委託を受け、ふれあい会の申請、報告（年２回）の受付、確認作業や研修会、

事務説明会を行いました。 

    

  平成２４年度報告 ：４９団体    平成２５年度申請 ：５０団体 
    

   ・研修・情報交換会の開催 
     日 時：１１月２６日（火） 14:00～16:00 

      内 容：①講義「認知症の理解」  ②グループでの情報交換と発表 

       参加者：２７団体 ４１名 

 

   ・事務説明会の開催  
     日 時：３月１２日（水） 

     内 容：報告、申請手続きについて 

       参加者：３５団体 ５２名 
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ⅡⅡⅡⅡ    ボランティア活動の推進・支援ボランティア活動の推進・支援ボランティア活動の推進・支援ボランティア活動の推進・支援    

１． ボランティア相談・登録・調整 

（１）相談・調整 

    ボランティアを必要としている方からの相談を受け、ボランティアとの結び付けを行いました。 

継続的な依頼については訪問や関係機関と連携しました。 

 

①単発依頼 

平成２６年３月３１日現在 

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 

児童 ４ ４ ０ ０ ０ ４ ８ 

障がい １０ ７ ０ １ ２ ６ ３９ 

高齢 １１５ １１２ ０ １ ２ ４７１ ２１８ 

外国人 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

限定せず ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

その他 １ １ ０ ０ ０ １ ２ 

合計 １３０ １２４ ０ ２ ４ ４８２ ２６７ 

 

②継続依頼（高齢者施設での定期的な活動依頼等） 

平成２６年３月３１日現在 

継続 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 

児童 ４ ３ ０ ０ １ ２ ９ 

障がい ３ １ ２ ０ ０ ２ ７ 

高齢 ７ ６ １ ０ ０ ９ １１ 

外国人 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

限定せず ３ ２ ０ ０ １ ２ １９ 

その他 ４ ３ １ ０ ０ ３ ３ 

合計 ２１ １５ ４ ０ ２ １８ ４９ 

 

（２）ボランティア登録 

  ボランティア活動を希望する個人及びグループに登録を依頼し、ボランティア講座の情報提供やニーズ紹

介を行いました。 

個人 （人） ボランティアグループ  

男性 女性 計 グループ数 人数 

新 規 ２１ １６ ３７ １２ １３５ 

累 計 １１５ １７５ ２９０ ６５ １，３１４ 

  

（３）サポート西定例会への参加 

     毎月開催される定例会にボランティアコーディネーターが参加し、情報交換を行いました。 
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（４）障がい児放課後支援事業「とんぼ」への協力 

    藤棚地域ケアプラザの主催する障がい児放課後支援事業に協力をしました。 

毎月第２火曜日１５：３０～１８：００に区内中学生を対象に障がい児放課後支援事業「とんぼ」へボランティア

コーディネーターが参加し、参加ボランティアの育成を支援しました。   

 

 

２．活動支援 

（１）ボランティア活動の啓発 

区社協広報紙 「もくせい」 

区民に対して、福祉への理解や関心を深めていただくために、区社協事業

や地域福祉活動・ボランティア活動の紹介等で PR。 年３回発行  ３２，５００

部。各自治会町内会全世帯に配付。その他関係機関に送付。 

ボランティア ポケットブック 

ボランティア活動を初めて行う方を対象に、ボランティア活動の基本につい

て冊子にまとめ、地域ケアプラザ等で実施するボランティア入門講座等で活

用したほか、新規登録者にも配布。 

ボランティアニュース 
ニーズ情報・ボランティア保険など活動に役立つ情報をまとめ、ボランティア

登録者や関係機関等に送付。  年４回、 各３００部発行 

 

（２）ボランティア講座の開催及び協力   

①新たにボランティア活動を始める方への講座 

講座名 月日 テーマ  ・  内容 延人数 

技ありボランティア入門 
８月１日～ 

９月５日 

第１回 オリエンテーション 

実技①大工道具の使い方 

第２回 実技②大工道具の使い方、包丁研ぎ 

第３回 実技③水回りのお手入れ 

第４回 実技④植木の剪定 

第５回 実技⑤草むしり 

講座のふりかえり 

協力：横浜建設一般労働組合西支部 

８７人 

傾聴ボランティア入門講座 

（全２回） 

１０月２９日 

１１月 ５日 

新たにボランティア活動をはじめる方や既にボラ

ンティアグループなどで活動されている方が、話

を聴く基本の技術を学びました。 

講師：鶴田 恵美子氏 

（一般社団法人日本支援助言士協会 理事長 

NPO 法人CLIP.あこーん電話相談室 代表） 

３１人 
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②すでにボランティアや地域活動を実施している方向けの講座 

 講座名 月日 テーマ  ・  内容 延人数 

ボランティアの学び舎シリーズ 

第１１回～高齢者と一緒に楽しむレ

クリエーションを学ぶ～ 

６月２６日 

高齢者とのコミュニケーション方法や、高齢者

が集まる場での簡単なレクリエーションを学び

ました。 

講師：（公財）日本レクリエーション協会 

公認指導者養成機関チーム 小山亮二氏 

３３人 

ボランティアの学び舎シリーズ 

第１２回～プロから学ぶ皆で楽しむ

おいしいお茶の淹れ方～ 

９月２７日 

大人数にお茶を振る舞う時のコツや、おいしく

お茶を楽しむコツを学びました。 

講師：株式会社伊藤園 

１７人 

ボランティアの学び舎シリーズ 

第１３回～効果的な広報のコツを学

ぶ～ 

１２月 ５日 

広報活動の役割や、ちょっと目の引くチラシの

作り方を学びました。 

講師：株式会社タウンニュース社 

１４人 

ボランティアの学び舎シリーズ 

第１４回～あんしんあんぜんを学ぶ

～ 

２月７日 

救急法（心肺蘇生、ＡＥＤ操作）について 

実技を交えながら学びました。 

講師：日本赤十字社 神奈川県支部 

１４人 

  

（３）活動助成 

①西区社協ふれあい助成金 

   より豊かな市民社会の実現のために、市民の自発性のもと、西区内もしくは横浜市内で行われる非営利

な地域福祉推進事業や障がい福祉推進事業の支援を目的として実施しました。配分については、助成

金等審査委員会にて審議し決定しました。 

助成区分 「よこはまふれあい助成金」を基本とした区分Ａ、Ｂ、Ｃ 

西区社協会員を対象とした区分 Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ 

総額 ￥２，７６０，０００－  ３８団体 

 

「よこはまふれあい助成金」を基本とした助成金 

助成区分 件数 金額 

Ａ：市民参加による地域福祉推進事業 １６件   １，９００，０００円 

Ｂ：障がい者当事者活動 ４件     ２５０，０００円 

Ｃ：福祉のまちづくり活動 １７件     ５１０，０００円 

 

西区社協会員が申し込み対象となる助成金 

助成区分 件数 金額 

Ｄ：活動拠点運営助成 ０件           ０円 

Ｅ：備品等整備費助成 １件 １００，０００円 

Ｆ：西区地域福祉推進事業助成 ０件 ０円 
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Ｇ：活動拠点整備助成   ０件         ０円 

（Ｐ．３９ 別表１を参照） 

 

②にこまち助成金 

   にこまち助成金は、西区民（故人）の「西区のために役立ててほしい」という遺言により、横浜市に寄附さ

れた約１億円をもとに平成２２年に「にこまち基金」の事業として助成金制度を新設しました。「にこやか 

しあわせ くらしのまちプラン」を具体化していく活動を対象に、各団体からの申請に基づき、にこまち助

成金審査委員会で審議のうえ助成しました。 

※ Ａ：まちづくりコース Ｂ：サービスづくりコース  それぞれ５万円・５０万円を限度に助成 

上限 ５０万円 ５万円 

ＡＡＡＡコース ４団体 ３団体 助成団体数 １１団体 

ＢＢＢＢコース １団体 １団体 

合計 １，１３２，０００円 小計 ９３４，０００円 １９８,０００円 

（Ｐ４１ 別表２） 

 

（４）福祉機材の貸出 

学校・職場で福祉体験を行う際の備品の貸し出し、車椅子を一時的に必要とする方への貸し出しを行いました。 

機材名 車椅子 
高齢者疑似 

体験セット 

妊婦 

体験セット 
アイマスク 白杖 点字器 

ユニバーサル

デザイングッズ 

２５年度（件数） ５９ ２１ ２ １ １ １ １ 

２４年度（件数） ９３ ２１ ２ １ １ １ １ 

  また、障害者施設の就労の支援のため、ＮＰＯ法人無限夢工房に車椅子の点検、清掃作業を年間を通して委託しまし

た。 

 

（５）ボランティア保険の受付 

安心してボランティア活動が行えるよう、ボランティア関係の保険の受付を行いました。 

  保険名 ボランティア活動保険 
ボランティア活動 

行事用保険 
福祉サービス総合補償    

２５年度（件数） 
２５７ 

（内、天災プラン１４９） 
１１１ ３ 

２４年度（件数） 
２１２ 

（内、天災プラン１５６） 
３２ ２ 

 

（６）善意銀行の寄託・配分 

  ①寄託内容  

   （金銭） ４，００７，２５４円 

  （物品） ４件  （Ｐ４２ 別表４） 
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 ②配分結果 

 ボランティアセンター運営委員会に諮り、次のとおり配分しました。 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

内容 金額 備考 

御所山町会創立60 周年記念事業 ３００，０００  

ふれあい助成金 １００，０００  

西区社会福祉協議会 １，０００，０００ 柳川元会長より 

ふくしの学び応援金 ３０，０００ ２校 

交通遺児勉学奨励金 １３０，０００ ３名 
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ⅢⅢⅢⅢ    福祉教育推進事業福祉教育推進事業福祉教育推進事業福祉教育推進事業 

１．講座・研修企画運営の協力 

   学校等からの相談に対応し、講師として協力したほか、講師紹介等を行い協力しました。  

実施時期 依頼者 内容 
延べ 

参加者数 

９月 

４日、５日 
西消防署 

高齢者・身体障がいへの理解について 

（講話＋疑似体験） 
８０人 

１０月２８日 

１１月１１日 

学校法人岩谷学園高等専修

学校 ボランティアゼミ 

１日目：講義「共同募金のしくみ、使い道について」 

２日目：横浜駅西口にて街頭募金活動 
４７人 

１１月１４日 
神奈川県立横浜平沼高等学

校 

地域貢献デーのプログラムに協力 

（共同募金運動、防災マップづくり） 
２８０人 

１１月３０日 横浜市立平沼小学校 高齢者疑似体験 ６０人 

１２月２日 横浜市立軽井沢中学校 人権研修「車椅子ユーザーの方の講演」 ２５０人 

１月２１日 横浜市立稲荷台小学校 
手話サークル「西」、聴覚障害者協会による授業を実

施 
１６１人 

１月２７日 横浜市交通局 
人権研修として実施。高齢者疑似体験セット及び車い

すを使用し、横浜駅周辺を実際に移動し、体験した。 
１２人 

 

 

２．啓発講座 「こどもふくし講座」 の開催 

夏休みに小学校４年生から６年生を対象とした「ふくし」講座を開催しました。従来の「高齢者」や「障がい者」をテー

マとした内容ではなく、こどもたちにとって身近な事柄から「ふくし」や「ボランティア活動」を伝えていくことを目的と

して開催しました。 

実施時期 テーマ 講師 参加者数 

７月３１日 
プログラム１  

社会で働く犬たち★ 介助犬について学ぼう ! 
（社福）日本介助犬協会  親子１０人 

８月２日 

プログラム２  

ボクらはみんな地球市民★ 

国際協力について学ぼう！ 

（財）ＪＩＣＡ横浜 

（特非）グットネイバーズジャパン 

申込者が少

ないため 

中止 

８月８日 

プログラム３ 

ボランティアの体験★  

布おもちゃづくりでボランティア 

よこはま布えほんぐるーぷ 親子６人 

８月１０日 

プログラム４ 

ボランティアの見学・体験★ 

横浜Ｆ・マリノスを支えるボランティア 

横浜マリノス株式会社 

横浜Ｆ・マリノスサポートスタッフ 
親子１５人 
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３．ふくしの学び応援金 

学校や企業等での‘ふくしの学び’を推進するため、善意銀行配分金を財源とした「ふくしの学び応援金」

の交付をおこないました。 

相談件数：７件 

応募総数：２件 

助成件数：２件 

助成総額：３０，０００円 

 

４．先生のための福祉講座の実施 

   教員を対象に、地域福祉や当事者への理解を深め、今後の学校教育に活かせる視点や手法等を修 

 得することを目的として、横浜市教育委員会、横浜市社会福祉協議会及び１８区社協合同で講座を実 

 施しました。 

 日時： ７月３１日（水）１３：００～１６：４５  参加者（教員のみ） ５７名 

      ８月 １日（木）１３：００～１６：４５  参加者（教員のみ） ４１名    

        ＊２日間とも同内容 

 内容： ①導入講座「福祉とは、福祉教育とは」 

      ②エリアごとに分かれたグループ討議「福祉教育をより効果的に実施する工夫を共に考える」 

 

５．企業の地域貢献活動支援 

地域貢献活動を希望している企業の相談調整を行いました。 
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ⅣⅣⅣⅣ    災害ボランティアネットワークの推進災害ボランティアネットワークの推進災害ボランティアネットワークの推進災害ボランティアネットワークの推進    
 

１．災害ボランティアネットワークの活動支援 

西区役所や区内の地域ケアプラザと連携し、横浜市西区災害ボランティアネットワークの事務局として、団体の運

営を支援しました。 

 

（１）定例会等の開催協力 

災害ボランティアネットワーク会員のスキルアップを目的とした総会・定例会の開催に協力しました。 

※定例会、幹事会の場所は、１０月１９日（街歩き）を除き、西区福祉保健活動拠点「フクシア」 

 

（２）広報活動への協力 

災害ボランティアネットワーク会員の拡充を目的とし、広報活動に協力しました。 

日時：場所 詳細 人数 

５月１９日（日） 第３地区 「ふれあい春まつり」への出展 会員 ７人 

 ８月 ７日（水） 第５地区 「納涼祭」への出展 会員 ５人 

３月 ８日（土） 第４地区 「みんなのまつり」への出展 会員 ４人 

 

 

 

日時 活動内容 人数 

４月１１日(木) ○幹事会 総会について 等 ６人 

４月２０日（土） 

◎総 会 

（１）平成２４年度事業報告及び決算報告 

（２）役員の選出について 

（３）平成２５年度事業計画（案）及び収支予算（案） 

（４）その他 

 １８人 

５月 ８日（水） ○幹事会 平成２５年度活動計画について 等 ７人 

６月 ５日（水) ○幹事会 横浜市防災計画及び西区防災計画について 等 ４人 

６月１５日（土） ●定例会 「横浜市防災計画『震災対策編』２０１３改訂について １５人 

７月 ３日（水） ○幹事会 横浜災害ボランティアネットワーク総会報告について 等 ６人 

８月 １日（木） ○幹事会 第５地区納涼まつり報告 等 ８人 

１０月 ２日（水） ○幹事会 区役所との関わり 等 ５人 

１０月１９日（土） ●定例会 街歩き ２０人 

１２月 ４日（水） ○幹事会 災ボラシミュレーションについて 等 ３人 

１２月２１日（土） ●定例会 情報伝達訓練（シミュレーション訓練） １２人 

１月１４日（火） ○幹事会 災ボラセンター開設マニュアルについて 等 ４人 

１月１８日（土） 防災ギャザリングへの参加（受付担当） ７人 

２月１５日（土） ●定例会 災ボラシミュレーションについて 等 １０人 

３月 １日（土） 災害ボランティアセンター立ち上げ・運営訓練（藤棚地区センター） ３１人 
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ⅤⅤⅤⅤ    福祉ニーズのある市民に対する支援事業福祉ニーズのある市民に対する支援事業福祉ニーズのある市民に対する支援事業福祉ニーズのある市民に対する支援事業 

１．子育て支援 

（１）子育てサポートシステム 

    地域の中で子どもを預けたり、預かったりすることで市民同士の連携を図り、地域ぐるみの子育て支援を 

目的に会員として登録し、会員相互の責任と信頼関係のもとに子育ての援助を行いました。 

 

① 利用実績 

会員状況 

利用会員数 提供会員数 両方会員数    
援助活動件数（年間延べ件数）    

１８４ ３７ １４ ８４０件 

    

 

② 会員交流会 

月日・場所 内容 人数 

６月２９日(土) 

西区福祉保健 

活動拠点フクシア 

ゆかたの着付け講座 

  ・うちわづくり 

  ・交流会 

利用会員   １人  

提供会員   ４人 

両方会員   １人 

子供      ２人  

  合計８人 

 

③提供会員懇談会    

月日・場所 内容 人数 

６月２９日（土） 

西区福祉保健 

活動拠点フクシア 

１．会員交流会について（反省） 

２．会員交流会について（意見交換） 

３．事務局より    

４．意見交換・情報交換 

５人 

 

 

 

 

④お試し体験保育 

 提供会員の増加や活動の少ない会員へ活動機会の提供を目的とし、お試し体験保育を行いました。 

 

月日・場所 内容 参加人数 

１０月２３日（水） 

９：３０～１２：００ 

フクシア 

多目的研修室 

 

お試し体験保育 

提供会員４名 

利用会員３名 

 子供４名 
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⑤A ブロック会議 

月日・場所 内容 人数 

１１月７日（木） 

南区子育て支援拠点  

はぐはぐの樹 

各区の現状、意見交換など 

３名 

西区： アドバイザー１名 

地区リーダー２名 

 

⑥会員研修会  

  子どもに優しい布えほん作りの研修会を開催しましたが、お試し保育の実施も兼ね、保育を希望す

る会員には提供会員いよる保育も実施しました。 

月日・場所 内容 人数 

１１月１４（木） 

西区福祉保健 

活動拠点フクシア 

布おもちゃづくり(クリスマスタペストリーの製作) 

 講師：よこはま布えほんグループ 

(研修会参加)) 

利用会員 ４名 

提供会員 6 名 

    合計10 名 

（保育） 

保育協力提供会員 

3 名 

保育幼児3 名 

 

 

⑦ 入会説明会   入会説明会・窓口での個別説明を行いました。（合計６９人） 

月日 人数 月日 人数 月日 人数 

４月２４日（水） ９人 ９月２０日（金） ６人 １月２１日(火) ６人 

５月２８日（火） １３人   １０月１７日（木） ３人 ２月２０日(木) ３人 

６月２０日(木) ５人 １１月１１日(月) ５人 ３月１２日(水) ６人 

７月１１日（木） ７人 １２月１１日(水) ５人  

※ その他、窓口での個別説明 １人 

 

   ⑧ 会員拡充のための広報 

       今年度よりＮＰＯ法人ＷｏｏＭｏｏが発行する子育て情報紙『なないろ広場』の一部に会員拡充のための

案内を掲載し、地域に広く案内しました。 

発行日 号数 発行部数 

４月１日 なないろ広場 Ｖｏｌ．２８ ２５００部 

７月１日 なないろ広場 Ｖｏｌ．２９ ２５００部 

１０月１日 なないろ広場 Ｖｏｌ．３０ ２５００部 

 

（２）親子ふれあい会への支援    

    共同募金配分金または、ふれあい助成金から各地区社協で行われている「親子ふれあい会」に対し 

活動費を助成しました。 

助成金額  ３地区   １４１，０００円  

    また、年間予定のカレンダーを作成し、本会ホームページに掲載するほか、子育て支援拠点、地区セン 

   ター等に配布しました。 
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（３）西区地域子育て連絡会議の開催 

  児童福祉関係分科会を発展的解散とし、西区子育て支援拠点「スマイルポート」と共同事務局となり、区社協会

員枠にこだわらず西区で子育て支援をしている団体の連携をはかるために連絡会議を定期開催しました。 

 

 月日・場所 内容 参加人数 

第１回 

7 月30 日(火) 

西区福祉保健 

活動拠点「フクシア」 

西区地域子育て連絡会議について 

団体紹介シートについて 

子育て支援活動者交流会の報告 

連絡会の参加者名簿の作成について 

１７名 

第２回 

12 月5 日(木) 

西区福祉保健 

活動拠点「フクシア」 

【研修会】 

保育園の先生から学ぶ  

すぐに役立つ遊びのポイント＆おもちゃ作り  

講師：南浅間保育園 北見園長、渡辺保育士 

【連絡会】 

新規団体の紹介 など 

【研修会】 

１３名 

 

【連絡会】 

１４名 

 

第３回 

2 月6 日（木） 

西区福祉保健 

活動拠点「フクシア」 

第６地区子育て連絡会の防災への取組みについて 

第五地区子育てあんしんカードの取組みについて １５名 

 

（４）区内の子育て支援団体との連携 

①子どもを育てる地域連絡会への参加 

西区内の児童関係諸機関・施設が子どもを取り巻く諸問題について、意見交換を行う「子どもを育てる連絡

会」に参加しました。    

    

    月日・場所    内容    

第３回 

 

２月７日（金） 

西区役所３ＡＢ会議室 

事例を通じた関係機関の意見交換 

養育支援ケースの支援について 

平成26 年度の虐待対応について 

   

②子育てサロン連絡会への参加 

  子育て支援拠点スマイルポートがおこなう西区内の子育てサロン連絡会に参加しました。 

月日・場所  

１１月２０日（水） 

スマイル・ポート 

新設サロンの紹介 

リレー紹介(自己紹介)、意見交換 

 

２．障がい児・者支援 

（１）障がい児者との出会いの場作り事業の実施 
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 障がい福祉関係分科会で企画し、区内の障がい者本人および関係者（施設職員、家族など）の

立場や生活課題を多様な視点で捉え、分科会員同士の理解を深めるため場作り事業を行いました。 

 

  月日・場所 内容 人数 

２月１７日（月）  

よってこっと 

 

２月１９日（水） 

カフェさらい 

 

２月２４日（月） 

エヌ・クラップ 

 

３月１１日（火） 

アニミ 

「出会うこと」や「一緒にいること」を目的として、障がい者を囲んで、

その生活場面等について話してもらい、分科会員も参加して、共通

の話題等で時間を過ごした。 

 

９人 

 

 

７人 

 

 

１１人 

 

 

９人 

 

 

（２）啓発活動 （障がい者週間キャンペーン等の実施） 

    障がい福祉関係分科会として、本年度は障害者週間（１２月３日～１２日）だけにとらわれることなく、年間を通

じて「障害者週間」のＰＲと区内の障がい児・者活動紹介を実施しました。 

    また、１２月８日（日）には西区ハマのウォーキングフェスティバルのゴール地点イベント会場（臨海パーク）に

て障がい者週間チラシとティッシュを配布（１，０００個）しました。 

 

月日・場所 内容 人数 

１２月８日（日） 

臨海パーク 

西区ハマのウォーキングフェスティバルのゴール

地点イベント会場にて障がい者週間チラシとティッ

シュを配布 

４人 

 

 （３）西区地域自立支援協議会への協力 

① コア会議への参加 

事務局長が参加しました。 

② 担当者会議への参加 

担当職員が参加しました。 

③ 余暇支援部会への参加 

障がい児を対象とした余暇支援事業開催打ち合わせ等へ担当職員が参加しました。 

④ 防災会議（エリア１）への参加 

防災会議と防災ウォーキング等に担当職員が参加しました。 

 

 （４）その他 

 ハマのウォーキングフェスティバル実行委員会への参加 

  １２月８日（日）臨港パークで開催されたゴール付近イベントに参加（区内作業所等への出店取りまとめ、

障害福祉啓発活動を行いました。） 
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３．高齢者支援 

（１）「みみより広場」  

・地域で行う見守り活動（ふれあい会等）が訪問する編集会議に参加しました。 

 

（２）検討会・連絡会等へのかかわり 

・あんしんカード検討会 （３回） 

  「あんしんカード」をはじめとした「顔のみえる関係づくり」を推進するため、各地区で推進していくきっかけ

となる取組事例集について検討、活用についての呼びかけを実施。 

・西区高齢者虐待防止事業連絡会 

 

４．送迎サービス事業  

    送迎ボランティアの協力により、通常の交通手段では外出が困難な在宅高齢者や障がい者の方を対象 

に、送迎用福祉車両による送迎サービスを実施しました。 

    横浜市の委託事業として、介護保険対象者の通院等を目的とした「外出支援サービス」 とそれ以外の方 

   を対象とした区社協の送迎サービスの２本立てで実施しています。 

    道路運送法第７９条６及び同法施行規則第５１条の１０の規程に基づいた登録団体として実施しています。 

    登録番号 関神福第１２６号      有効期間 平成２６年３月３１日より平成２９年３月３０日 

  

（１）利用状況 

                                                                                (件数) 

利用内容 総数 外出支援 区送迎 

医療（通院等） 325 296 29 

福祉サービス利用 2   1  1 

その他     14   4  10 

合  計 341 301 40 

 

（２）送迎ボランティア育成・支援 

①ボランティアミーティング 

情報提供・情報交換のため実施しました。  

月日・場所 内容 人数 

６月１２日（水） 

西区福祉保健活動拠点 

メンバー紹介（新人VO 含む） 

平成２４年度送迎サービス事業報告について 

お釣授受方法、利用者への援助限度などの確認 

事故対応と送迎時の注意事項の確認 

情報交換 

 ６人 
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12 月4 日（水） 

西区福祉保健活動拠点 

メンバー紹介（新人VO 含む） 

事務局からのお知らせ 

 免許証の確認の徹底、日常点検の実施、コースの事前確認、カ

ーナビの導入、依頼表の回収、他区の事故事例、広報誌掲載 

送迎車両研修（運転コースの確認・車椅子操作の確認、試乗体

験） 

情報交換  

６人 

２月７日（金） 

西区福祉保健活動拠点 

「あんしん・あんぜんを学ぶ」短期救急法講習会への参加 

心配蘇生法、AED ほか 
7人 

３月５日（水） 

西区福祉保健活動拠点 

メンバー紹介（新人VO 含む） 

事務局からのお知らせ 

 送迎時の行き先・ルート、個人情報保護に関する誓約書、福祉

有償運送運転者の要件に関する誓約書、平成２６年度ボランティ

アミーティング、確認表のサイン欄、乗務運行記録改訂、運転者

証の提示、料金受け取り時の金額確認、悪天候時の対応 

情報交換 

7人 

 

 ②研修 

 横浜市社会福祉協議会が実施した「送迎サービス事業安全運転講習会」に参加しました。 

月日・場所 内容 人数 

   １月１７日(金) 

   １月２３日(木) 

健康福祉総合センター 

保土ヶ谷区社会福祉協

議会 

港北区社会福祉協議会 

※日時により異なる 

・ＫＭ式適性診断結果に基づいた運転の傾向と対策 

⇒実施予定だったが結果通知の送付が遅れたためなし 

・事故の起きやすい状況と安全運転のポイント 

 

4人 
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ⅥⅥⅥⅥ    総合相談事業総合相談事業総合相談事業総合相談事業    

１．区社協あんしんセンターの運営（権利擁護事業） 

    判断能力や身体能力が不十分な高齢者や障がい者が安心して日常生活を送ることができるように支援 

するため、権利擁護に関する相談に対して、関係機関と連携を取りながら対応しました。 

また、福祉サービス利用援助、定期訪問・金銭管理サービス、財産関係書類等預かりサービスを契約 

に基づき実施しました。 

 

（１）新規相談   

 ①件数 

高齢者 障がい者 
 

 認知症 その他  身体 知的 精神 

その他 

不明 
合計 

件 数      ２１   ４ １７ １０ ７ ０ ３ ７ ３７ 

 

 ②内容（複数内容あり） 

内

容 

金
銭
管
理
・

 

財
産
関
係
等
預
か
り 

今
後
の
生
活
設
計 

金
銭
・消
費
契
約 

相
続
・遺
言 

家
族
親
類
と
の
関
係 

財
産
侵
害 

日
常
生
活
上
の
問
題 

隣
人
知
人
と
の
関
係 

福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用 

就
業
関
係 

成
年
後
見
制
度 

そ
の
他 

合 
 
 

 

計 

 ３３ １ ２ ０ １ ０ １ ０ ０ ０ ２ １ ４１ 

 

（２）定期訪問・金銭管理サービス・財産関係書類等預かりサービス 

   ① 契約件数 

２６年３月末 ２５年度 

 
契約件数 

新規契約件数（他区

からの移管含む） 

終了件数（他区

への移管含む） 
２５年３月末 

定期訪問・金銭管理ｻｰﾋﾞｽ ２４ １１ ９ ２２ 

高齢者 ２０ １０ ８ １９ 
 

障がい者 ４ ２ １ ３ 

財産関係書類等預かりサービス ２ １ ２ ３ 

高齢者 ２ １ １ ２ 
 

障がい者 ０ ０ ０ １ 

      終了理由    死亡：７、他区転居：１、成年後見：１ 

② 相談等延べ件数                             

 ２４年度 ２５年度 

契約前対応（電話・訪問他） ９１ ９４ 

契約者対応（電話・訪問・各種手続き他） ２，１０１ ２，０７０ 

終了後対応 １９ ２１ 
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（３）ケース検討会等の実施・参加 

 ①内部ケース検討会     

     契約者への支援方法の確認や情報共有を図りました。 （随時） 

 

（４）地域包括支援センターとの連携 

社会福祉士会への参加 

権利擁護事業に理解を深めるために情報交換の他、自主学習会や後見制度啓発活動を行いました。 

月日・会場 内容 人数 

4 月１９日(金) 

西区福祉保健活動拠点 
７人 

5 月１７日(金) 

藤棚地域ケアプラザ 
８人 

6 月２１日(金) 

宮 崎 地 域 ケ ア プ ラ ザ 
７人 

7 月１９日(金) 

戸部本町地域ケアプラザ 
９人 

8 月２３日(金) 

西区福祉保健活動拠点 
７人 

9 月２０日(金) 

浅間台地域ケアプラザ 
８人 

10 月１８日（金） 

藤 棚 地 域 ケ ア プ ラ ザ 
６人 

11 月１５日（金） 

宮 崎 地 域 ケ ア プ ラ ザ 
６人 

12 月１６日（月） 

戸部本町地域ケアプラザ 
７人 

1 月１６日（木） 

戸部本町地域ケアプラザ 
7 人 

2 月１２日（水） 

戸部本町地域ケアプラザ 
６人 

3 月１４日（金） 

西区福祉保健活動拠点 

・地域包括支援センター社会福祉士研究部会

報告 

・今年度の共催事業について 

・『人生これから講座』について 

                              等 

６人 

 

（５）成年後見サポートネットワークへのかかわり 

  西区役所が開催した権利擁護および高齢者虐待にかかわる事例検討会「西区高齢者支援困難事例 

検討会」に参加しました。   開催回数 ３回 

 

 

（６）広報・啓発活動  
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①横浜シニア大学 

     区シニアクラブ連合会が実施するシニア大学において「あんしんセンター」について説明しました。 

月日・会場 内容 

７月２３日(火) 

野毛山荘 

「地域で暮らす高齢者の権利擁護」 

 講 師：  西区社会福祉協議会 事務局長 山下 孝夫 

 

②講座の開催 

地域住民を対象に西区・西区社会福祉協議会･西区４地域包括支援センター社会福祉士会との共催で全２回

講座を開催しました。 

第２回については一般案内とあわせ区民生委員児童委員協議会で新任民生委員への参加を依頼しました。 

月日・会場 内容 人数 

１１月３０日（土） 

戸部本町地域ケアプラザ 

第1 回 人生これから講座 

～親子で考える老後の暮らしあれこれ～ 

（講師）延命 政之弁護士  

３３人 

２月２０日（木） 

戸部本町地域ケアプラザ 

第2 回 人生これから講座 

西区版 劇団かもめ座「いつまでもここで暮らしたい」 

～在宅生活の見方 成年後見制度～ 

（講師）佐々 美弥子 社会福祉士 

４６人 

 

③個別相談会の実施 

   高齢の方や障がいのある方の生活や金銭管理について、無料相談会を実施しました。 

月日 会場  内容 相談者 

６月２５日(火) １人 

９月２４日（火） ０人 

１２月１０日（火） ０人 

３月４日（火） 

西区福祉保健活動

拠点「フクシア」 

『権利擁護に関する無料相談会』 

(講師)リーガルサポートかながわ司法書士  

江口 弘 氏 
１人 

    

２．市民後見人養成事業 

  成年後見制度の利用を必要とする高齢者や障害者の権利を擁護し、地域での生活を身近な市民が支える仕組

みづくりを目指し、市民後見人養成課程実務実習を実施しました。 

 実習要領に定められたカリキュラム数（２８回）だけでなく、オプション研修を含め延べ１００回程行いました。実習

者は、毎回実習記録を提出し、実習担当者が指導上必要なコメントをフィードバックするとともに、スーパーバイズを

行いました。 

１）実習 

実 習 内 容 回 数 

①後見業務について  

  ケース同行訪問 ５６ 

  各種手続き（登記事項証明書取得，死後手続，関係者ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ）同行 ５ 

  ケース記録の書き方 １ 

  後見事務計画と報告・財産目録の作成、利用支援事業申請の仕方 ２ 

  ３区合同の税務研修（確定申告書の作成，県市民税申告） １ 
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②他機関との連携について  

  成年後見サポートネット（全体会・分科会）参加 ５ 

  区福祉行政や社協の実情理解 ２ 

③当事者・地域活動理解について  

  障害者地域活動ホームの見学・人権研修 ２ 

  小地域福祉活動体験（昼食会・らいぶステーション・ふれあい会・ 

  福祉講座・みんなのまつり・にこまちフォーラム） 
８ 

④その他  

  ケースカンファレンス体験・支援計画書見直し ２ 

  4 ヶ月毎のふりかえり ３ 

 

２）会議 

 ・モデル３区合同連絡会・・・１９回 

 ・市民後見推進委員会・・・３回 

 ・横浜市における市民後見人養成・活動支援についての意見交換（家裁との意見交換）・・・４回 

 ・市民後見人養成・活動支援事業モデル区との意見交換会・・・２回 

 

３）進捗状況説明 

 ・ケアプラザ連絡会 

 ・ケアマネ連絡会 

 ・区社協広報紙「もくせい」 

 

３．法人後見履行補助 

 市社協で受任しているケースの成年後見業務等の履行補助を行いました。 

  [ケース数・類型] ７ケース（後見・・・６、保佐・・・１） 

１）活動実績 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 訪問・電話・ 

各種手続き等 
６６ ５５ ３４ ４８ １１７ ９９ ９０ ８５ ９１ ６７ ４２ ３６ 

 

２）広報・啓発 

 ・後見制度説明 

  戸部ﾊﾏﾉ愛生園家族会 
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ⅦⅦⅦⅦ    生活支援事業生活支援事業生活支援事業生活支援事業    

１．貸付事業 

（１）生活福祉資金・総合支援資金等貸付事業 

  生活福祉資金：低所得者、障がい者や日常生活上療養または介護を必要とする高齢者のいる世帯などに対して、

資金の貸付と必要な援助を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的とした委託事業を

実施しました。 

  総合支援資金：失業等、日常生活に困難を抱えており、生活の再建のために継続的な相談支援と生活費、一時

的な資金貸付を委託事業として実施しました。 

 相談件数-貸付件数    

 相談件数 貸付件数 

生活福祉資金 ６３４件 ５件 

緊急小口資金  ９９件   ２件 

総合支援資金（生活支援費） 

総合支援資金（住宅入居費） 

総合支援資金（一時生活再建費） 

１２４件 

１９件 

 １４件 

  ０件 

  ０件 

  ０件 

臨時特例つなぎ資金   ４件   ０件 

不動産担保型生活資金   １５件   ０件 

要保護世帯向け不動産担保型生活資金   １１件   １件 

※相談件数は、対応した回数の延べ数を集計しています。 

 

（２）生活福祉資金貸付世帯への支援取り組みの実施 

    月次報告を元に償還状況を確認、四半期ごとに担当民生委員への残高を確認する書類をお渡ししました。 

    生活福祉資金償還滞納ケースについて、担当民生委員と連携を図り、対象ケースを整理、把握した世帯の状況

に応じて、継続支援、懇談会等事業の実施、事務移管等の手続きを行いました。 

移管事務 
他区・他市・他県への移管         １９件 

他区・他市・他県からの移管受入れ     ０件 

住所不明調査 

（あて先不明で返送されてきた借受者等） 
 ８９件 

滞納世帯への調査  ９０件 

 

 

２．その他の援護活動 

（1）小災害見舞金等 

善意銀行配分金や共同募金配分金等を財源に、小災害等の見舞金を支給しました。（ ）内は財源 

小災害見舞金（共同募金配分金）※   火災    2 件  １０，０００円 

低所得者援護（共同募金配分金）         ８７件  ３７，０６０円 
 

※このほか神奈川県共同募金会、日本赤十字社神奈川県支部・横浜市地区本部委員会・ 
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西区地区委員会からも見舞金を支給しました。 

 

 （２）年末たすけあい配分    

        年末に実施される「年末たすけあい募金」を財源に「年末たすけあい募金助成」として公募し、地域福祉を

推進することを目的とし、西区内を中心とした活動をする団体等に助成しました。配分については、助成

金等審査委員会にて審議し決定しました。 

配分件数  １４件    ６５９，０００円 （Ｐ４２ 別表３参照）  
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ⅧⅧⅧⅧ    広報・啓発事業広報・啓発事業広報・啓発事業広報・啓発事業    

１．広報活動 

（１）広報紙「もくせい」の発行 

    区社協のＰＲや地域の福祉活動の紹介、ボランティア関係情報の提供を通じて、区民に福祉への理解を深め

てもらうことを目的として年３回発行し、区内全世帯や公共機関等に配付しました。 

    それに伴い編集委員会を開催しました。 

発行月 内容 発行部数 

     ７月 

（第６３号） 

特 集：役員改選について（理事の紹介） 

 その他：障がい福祉関係・児童福祉分科会の紹介、ボランティ 

ア講座の案内、賛助会員・善意銀行のお礼 他 

32,500 部 

    １０月 

（第６４号） 

特 集：ハマのオヤジゼミナールについて 

その他：市民後見人養成研修進捗状況、企業貢献、ボランティアの学  

     び舎報告、高齢者福祉分科会・地区社協分科会の紹介、共 

     同募金協力依頼、賛助会員・善意銀行のお礼 他 

32,500 部 

２月 

（第６５号） 

特 集：送迎ボランティアについて 

その他：障がい福祉関係分科会・地区社協分科会・高齢者福祉関係 

     分科会の報告、区社協会員の紹介、にこまち助成金申請受 

     付、ふれあい助成金説明会、子育てサポートシステム入会説 

     明会、共同募金・赤十字・賛助会費・善意銀行のお礼 他   

32,500 部 

 

広報紙編集委員会の開催 

内容 月日 人数 

年間計画、発行等について ４月２２日（月） ７人 

第６３号（７月発行）について ６月３日（月） ９人 

第６４号（１０月発行）について ９月９日（月） ５人 

第６５号（２月発行）について １月２０日（月） ５人 

   開催場所は全て西区福祉保健活動拠点フクシア 

 

（２）ホームページの更新（http://www.yoko-nishishakyo.jp/） 

①ホームページを区社協ＰＲやボランティア講座等の周知に活用すると共に、随時更新しました。 

       アクセス数   １０，５０６回 

更新回数        ４０ 回 

 

２．啓発事業 

（１）区民まつりへの参加 

   １１月３日（日）戸部公園の会場において開催された区民まつりにて、広報を行いました。 
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・こどもふくしクイズ（クイズを４問出題し、全問正解すると「お菓子すくい」が出来る） 

・区社協紹介パネル、ボランティアセンターパネルの掲示 

・ハマのオヤジゼミナールのチラシ配布 

・共同募金啓発活動（赤い羽根、ポスターなどを使用した募金啓発） 

 

（２）「見える！分かる！西区社協」の発行 

区社会福祉協議会の事業について知っていただくため、「平成２４年度事業・決算報告／平成 25 年度事業計

画・予算計画」の抜粋版を作成しました。 
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ⅨⅨⅨⅨ    地域福祉活動計画推進事業地域福祉活動計画推進事業地域福祉活動計画推進事業地域福祉活動計画推進事業    

１． 「にこやかしあわせくらしのまちプラン（西区地域福祉保健計画）」の推進 

平成２２年度より「西区社協地域福祉活動計画」と「西区地域福祉保健計画」が一体化となり、「第２期西区

地域福祉保健計画がスタートしています。区役所・地域ケアプラザとともに地区支援チームの一員として、そ

の推進を担っています。 

 

（１）地区別懇談会への参画 

      身近な地域で、地域の特性にあわせた福祉保健活動の推進を図ることを目的として、地区別懇談会が開

催され、区役所・地域ケアプラザとともに懇談会へ参加しました。 

      また、開催にあたり、地区支援チーム打ち合わせを行いました。 

 日時 場所 内容 

第１地区    

第２地区 １１月１２日（火） 西区役所 
地区の特性と課題についての意見交換 

テーマ：「地域の防災・減災について」 

４月１１日（木） 第3 地区ふれあい春まつり実行委員会 

４月２０日(土) 

藤棚地域 

ケアプラザ 第3 地区ふれあい春まつり参加団体説明会 

４月２５日（木） がっつ・ビート西 
第3 地区ふれあい春まつり 

広報誌「にこまち３」について 

５月１８日(土) ふれあい春まつり事前準備 

５月１９日(日) 
稲荷台小 

ふれあい春まつり 

６月２０日（木） 

第3 地区ふれあい春まつりについて(報告) 

今後の懇談会について 

広報誌「にこまち３」について 

９月１１日(水) 

福祉フェスタについて 

地域活性化について 

広報誌「にこまち３」について 

９月２７日(金) 

藤棚地域 

ケアプラザ 

福祉フェスタ実行委員会 

１０月５日（土） 
生活 創造 空間

にし 
福祉フェスタへの参加 

１０月２５日（金） 
藤棚地域 

ケアプラザ 

福祉フェスタについて（報告） 

「にこまちフォーラム」について 

ふれあい春まつりについて(意見交換) 

広報誌「にこまち３」について 

１１月１２日(火) 春まつり実行委員会 

１１月２８日（木） 
福祉フェスタの参加について（報告） 

広報紙の発行について 

第３地区 

２月１３日（木） 

藤棚地域 

ケアプラザ 

第3 地区ふれあい春まつり実行委員会 
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第３地区 ３月７日（金）  

春まつり実行委員会の報告 

「にこまちフォーラム」についての報告 

広報誌「にこまち３」について 

懇談会振り返り、次年度の懇談会について 

第４地区    

５月２４日（金） 

８月２３日（金） 

１１月２２日（金） 
第５地区 

 ２月２１日（金） 

南幸自治会館 

地区の特性と課題についての意見交換 

（名称：にこまち５） 

あいさつ運動の展開について 

地区内の団体活動報告 

イベントカレンダーの発行について 

第６地区 １２月３日（火） 
第6 地区連合 

町内会館 

・広報プロジェクトの発足と活動ついて 

・第６地区青年部の活動について 

 

（２）にこまちフォーラムの開催 

      『にこやか しあわせ くらしのまちプラン」の進捗状況の報告会を西区役所・地域ケアプラザと共催で開催

しました。 

月日・会場 内容 人数 

 

 ２月１６日（日） 

西公会堂 

テーマ  ～一人ひとりの力をあわせて “顔の見える関係づくり～ 

【第１部】講演会 

“ご近所の底力”からのヒント～今日からわたしにできること

～ 

講師：黒川 敬 氏 

（NHK 番組制作局第１制作ｾﾝﾀｰ生活・食料番組ﾁｰﾌﾌﾟﾛﾃﾞﾕ

ｰｻｰ） 

【第２部】地域活動報告 

     ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：昌子 住江 氏 

報告者：石崎自治会／第３地区懇談会／第４地区社会福祉

協議会 

 

332 人 

 

 

（３）人材育成事業の実施 

      『にこまちプラン』（地域福祉保健計画）の推進を図る具体的な試みとして、にこまち基金を原資に、“人材

育成”を重点目標に掲げ、平成２２年度～２４年度までの３年間を「団塊の世代の男性」を主な対象とした講座

を開催しています。      

    本年度は３回連続講座として３５才以上のオヤジが参加する講座の開催、交流を行いました。 

 

 

 

 

 



 29 

ハマのオヤジ ゼミナール                                 （敬称略） 

月日・会場 内容 人数 

 １１月３０日（土） 

西地区センター 

イベント料理科 

   講 師： 日本製粉株式会社 

   テーマ： フライパンで簡単キーマカレ＆とナン 

１２人 

 １２月７日（土） 

西地区センター 

イベント料理科 

講 師： 日本製粉株式会社 

テーマ： 簡単パスタでランチ 

１２人 

 １２月１４日（土） 

西区福祉保健活

動拠点「フクシア」 

カフェを楽しもう科 

講 師： スターバックスコーヒー 

テーマ： おいしいコーヒーの入れ方 

１０人 

 １２月１４日（土） 

西区福祉保健活

動拠点「フクシア」 

交流会 

進行： 明治学院大学 社会学部社会学科 

 教授 坂口 緑 先生  

西区などで活躍する男性グループ等の活動紹介 

１０人 

 

（４）にこまち助成金（再掲） 

   にこまち助成金は、西区民（故人）の「西区のために役立ててほしい」という遺言により、横浜市に寄附さ

れた約１億円をもとに平成２２年に「にこまち基金」の事業として助成金制度を新設しました。「にこやか 

しあわせ くらしのまちプラン」を具体化していく活動を対象に、各団体からの申請に基づき、にこまち助

成金審査委員会で審議のうえ助成しました。 

※Ａ：まちづくりコース Ｂ：サービスづくりコース  それぞれ５万円・５０万円を限度に助成 

上限 ５０万円 ５万円 

ＡＡＡＡコース ４団体 ３団体 助成団体数 １１団体 

ＢＢＢＢコース １団体 １団体 

合計 １，１３２，０００円 小計 ９３４，０００円 １９８,０００円 

（Ｐ４１ 別表２） 

 

 

（５）地域福祉保健計画 職員区域研修 

日時 場所 講師 内容 参加人数 

９月６日（金） 大向ビル 

区役所 

地域振興課 担当係長 

福祉保健課 事業企画担当係長 

区政推進課 地域推進担当係長 

新任・転任者向け研修 ２人 
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ⅩⅩⅩⅩ    法人運営法人運営法人運営法人運営    

１．会員関係 

  新たなボランティアグループ等に呼びかけ、正会員への勧誘を行いました。また、区社協の自主財源の 

確保のため、引き続き賛助会員を募りました。        会費合計 １，９９６，０００円 

 

 

２．理事会・・・すべての議題等については承認又は確認されました。 

月日・場所 内容 人数 

第１回 

４月１３日（土） 

西区福祉保健 

活動拠点「フクシア」 

＜議題＞ 

１．会長・副会長の選任について 

２．会長職務代理者の指名について 

３．評議員の選任について 

４．顧問の選任について 

理事７人 

監事１人 

  第２回 

５月２９日（水） 

西区福祉保健 

活動拠点「フクシア」 

＜議題＞ 

１．評議員の選任について 

２．平成２４年度 横浜市西区福祉保健活動拠点「フクシア」事業報告並  

  びに収入支出決算について 

３．平成２４年度 横浜市西区社会福祉協議会 事業報告並びに収入支  

  出決算について 

４．会員の入会について 

＜情報提供＞ 

１．市民後見人事業について 

＜報告事項＞ 

１．退会について 

２．平成２５年度西区社協ふれあい助成金審査結果について 

理事 ７人 

監事 １人 

第３回 

７月１９日（金） 

西区福祉保健 

活動拠点「フクシア」 

＜議題＞ 

１．平成２５年度一般会計の補正予算（案）について 

２．西区社会福祉功労者表彰について 

＜情報提供＞ 

１．市民後見人養成実務実習状況について 

理事 ８人 

監事 ２人 

会員 ２２７ 賛助会員 １９８ 

社会福祉事業を行う施設 ２５ 法   人 ８１ 

民生委員児童委員 １２２ 個   人 １１７ 

地区社会福祉協議会 ６ 

地区連合町内会・自治会 ７ 

障がい者団体等当事者団体 20 

ボランティア・市民活動団体 ２４ 

社会福祉関係団体 １６ 

行政機関 ４ 

学識経験者 3 

 

761,200＋連合 

正会員会費合計 ６９７，０００ 

 

賛助会費合計 １，２９９，０００ 
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  第４回 

９月２０日（金） 

西区福祉保健 

活動拠点「フクシア」 

＜議題＞ 

１．会長の選任について 

２．年末たすけあい募金配分事業について 

＜情報提供＞ 

市民後見人養成実務実習状況について 

＜報告事項＞ 

１．にこまち助成金申請状況について 

２．上半期事業報告・下半期事業展開について 

＜その他＞ 

１．市社会福祉大会のご案内について 

理事 ８人 

監事 ３人 

第５回 

１１月２７日（水） 

西区福祉保健 

活動拠点「フクシア」 

＜議題＞ 

１．地区社協モデル地区の取組み状況について 

２．市民後見人養成の進捗状況について 

＜報告事項＞ 

１．平成２５年度「にこまち助成金」下半期審査結果について 

２．平成２５年度年末たすけあい募金 助成審査結果について 

３．分科会の進捗状況 

４．民生委員児童委員の改選にともなう区社協の対応について 

＜その他＞ 

１．長期ビジョンについて 

理事 ８人 

監事 ２人 

第６回 

３月１９日（水） 

西区福祉保健 

活動拠点「フクシア」 

＜議題＞ 

１．評議員の同意について 

２．平成２６年度 西区福祉保健活動拠点「フクシア」事業計画（案）並び

に収入支出予算（案） について 

３．平成２６年度 横浜市西区社会福祉協議会 事業計画（案）並びに収

入支出予算（案）について 

４．福祉基金の活用について 

５．にこまち基金原資の運用について 

６．市民後見人養成課程の市域展開について 

７．子育てサポートシステムの移管について 

８．経理規程の改正について 

９．嘱託職員就業規則および非常勤職員就業規則の制定について 

＜報告事項＞ 

１．平成２５年度指導監査結果について 

２．西区社会福祉功労者表彰式について 

３．モデル地区社協の支援状況について 

４．横浜市社協中期計画について  

＜その他＞ 

１．包括外部監査に関する新聞記事について 

理事 ６人 
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３．監事会・・・承認されました。 

月日・場所 内容 出席者数 

５月１７日（金） 

西区福祉保健 

活動拠点「フクシア」 

対面朗読室 

平成２５年度横浜市西区社会福祉協議会事業実施状況並びに決算に

ついて 
監事 ２人 

 

４．評議員会・・・すべての議題等については承認又は確認されました。 

月日・場所 内容 人数 

第１回 

５月３０日（木） 

西区福祉保健 

活動拠点「フクシア」 

＜議題＞ 

１．理事・監事の選任について 

２．平成２４年度 横浜市西区福祉保健活動拠点「フクシア」事業・

決算報告について 

３．平成２４年度 横浜市西区社会福祉協議会事業・決算報告につ

いて 

＜情報提供＞ 

１．市民後見人養成研修状況について 

＜報告事項＞ 

１．会員の入会・退会について 

２．平成２５年度西区社協ふれあい助成金審査結果について 

評議員１８人 

監事 １人 

  第２回 

９月２５日（水） 

西区福祉保健 

活動拠点「フクシア」 

＜議題＞ 

１．平成２５年度一般会計補正予算（案）について 

２．年末たすけあい募金配分事業について 

＜情報提供＞ 

１．市民後見人養成実務実習状況について 

＜報告事項＞ 

１．にこまち助成金申請状況について 

２．上半期事業報告・下半期事業展開について 

＜その他＞ 

１．市社会福祉大会のご案内について 

評議員１７人 

会長      

  第３回 

３月２５日（火） 

西区福祉保健 

活動拠点「フクシア」 

＜議題＞ 

１．理事・監事の選任について 

２．平成２６年度 西区福祉保健活動拠点「フクシア」事業計画（案）並

びに収入支出予算（案）について 

３．平成２６年度 横浜市西区社会福祉協議会 事業計画（案）並びに

収入支出予算（案）について 

４．市民後見人養成課程の市域展開について 

５．子育てサポートシステムの移管について 

６．経理規程の改正について 

７．嘱託職員就業規則および非常勤職員就業規則の制定について 

＜報告事項＞ 

１．平成２５年度指導監査結果について 

評議員１２人 
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２．西区社会福祉功労者表彰式について 

３．モデル地区社協の支援状況について 

４．横浜市社協中期計画について 

＜その他＞ 

１．包括外部監査に関する新聞記事について 

 

５．部会・委員会・分科会 

 （１）委員会    

社会福祉功労者表彰審査会 

月日・場所 内容 人数 

１２月１２日（木） 

西区福祉保健 

活動拠点「フクシア」 

１．平成２５年度西区社会福祉功労者の審査について 

２．その他 

（１）表彰式の形式について 

・式典出席者 

・アトラクションの内容 

６人 

 

助成金等審査委員会 

月日・場所 内容 人数 

５月１６日（木） 

西区福祉保健 

活動拠点「フクシア」 

１．平成２４年度西区社協ふれあい助成金の配分結果について 

２．平成２５年度西区社協ふれあい助成金の配分について 
６人 

１１月１５日（金） 

西区福祉保健 

活動拠点「フクシア」 

１．平成２５年度年末たすけあい募金実績見込みについて  

２．年末たすけあい募金助成の審査について 
７人 

 

にこまち助成金審査委員会 

月日・場所 内容 人数 

９月２７日（金） 

西区福祉保健 

活動拠点「フクシア」 

１．助成金内容・相談内容について 

２．平成２５年度下半期にこまち助成金の審査について ５人 

３月２６日（水） 

西区福祉保健 

活動拠点「フクシア」 

１．平成２５年度 相談状況、助成状況について 

２．平成２６年度上半期にこまち助成金の審査について  

 

6 人 

 

ボランティアセンター運営委員会 

月日・場所 内容 人数 

１０月３１日（木） 

西区福祉保健 

活動拠点「フクシア」 

・平成２５年度上半期ボランティアセンターの運営状況について 

・善意銀行の配分について 

・平成２５年度ボランティアセンター事業について 

  ５人 
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３月３日（月） 

西区福祉保健 

活動拠点「フクシア」 

・平成２５年度ボランティアセンターの運営状況について 

・平成２５年度ボランティアセンター事業の報告について（下半期） 

・平成２６年度ボランティアセンター事業計画（案）について 

５人 

 

地区社協分科会 

地区社協会長だけでなく、副会長、事務局長、事業担当者も参加いただきました。 

また、オブザーバーとして地域ケアプラザのコーディネーターも参加しました。 

月日・場所 内容 人数 

４月２５日（木） 

西区福祉保健 

活動拠点「フクシア」 

１．平成２５年度地区社協分科会について 

２．平成２５年度地区社協事業計画について 

３．地区社協助成金 平成２４年度報告・平成２５年度申請について 

４．地区社協 １００人に聞きました！ 

１６人 

６月２７日（木） 

西区福祉保健 

活動拠点「フクシア」 

１． 平成２５年度正会費の依頼について 

２． 見える！分かる！西区社協について 

３． 市民後見人養成研修 実務研修の受入れについて 

【意見交換】地区社協 １００人にききました！ 

１５人 

９月２６日（木） 

西区福祉保健 

活動拠点「フクシア」 

１．年末たすけあい募金助成金の申請について 

２．平成25 年度横浜市西区社会福祉功労者表彰候補者の推薦について 

３．地区社協研修について 

【意見交換】地区社協１００人ききました 第２回 

１６人 

１月３０日（木） 

西区福祉保健 

活動拠点「フクシア」 

【意見交換】地区社協１００人ききました 第３回 １６人 

３月13 日（木） 

西区福祉保健 

活動拠点「フクシア」 

１．理事候補者の選出について 

２．平成26 年度地区社協助成金について 

３．平成26 年度地区社協研修について 

 ８人 

 

ボランティア・市民活動分科会 

月日・場所 内容 人数 

４月２２日（月） 

西区福祉保健 

活動拠点「フクシア」 

１．分科会会長及び副会長の選任について 

２．平成２５年度活動内容について １８人 

５月２７日（月） 

西区福祉保健 

活動拠点「フクシア」 

１．年間行事の役割分担について 

２．６月の行事について（高齢者福祉関係分科会の取り組みについて） 

３．１２月の行事について（映画上映会について） 

１８人 

６月２４日（月） 

西区福祉保健 

活動拠点「フクシア」 

「高齢者福祉関係分科会の取り組みについて」 

講師：高齢者福祉関係分科会 村井分科会長、酒井副分科会長 
１８人 

７月２９日（月） 

西区福祉保健 

活動拠点「フクシア」 

１．広報紙『みらい』の発行について 

２．１０月行事映画上映会の開催について 
１６人 

８月１９日（月） １．広報紙『みらい』の原稿確認 １４人 
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西区福祉保健 

活動拠点「フクシア」 

２．映画上映会の役割分担と実施に伴う募金の寄付先について 

３．情報交換 

９月３０日（月） 

西区福祉保健 

活動拠点「フクシア」 

１．１０月行事映画上映会の開催について 

２．区民まつりについて 
１４人 

１０月２１日（月） 

西公会堂 

１号会議室 

１．１０月行事映画上映会の実施 

作品：逃げ遅れる人々～東日本大震災と障害者～ 

２．区民まつりについて（役割確認） 

６７人 

１１月３日（日） 

戸部公園 

区民まつりへの参加 

バザーを実施し、売上金の一部を善意銀行に寄付 
１３人 

１１月２５日（月） 

西区福祉保健 

活動拠点「フクシア」 

１．広報紙『みらい』の発行について 

２．区民まつりの振り返り 

３．ボランティア講座についての意見だし 

１４人 

１月２７日（月） 

横浜ベイシェラトン 

１．新年会 

２．広報紙『みらい』の原稿確認 
１４人 

２月２４日（月） 

西区福祉保健 

活動拠点「フクシア」 

１．第４地区社協「みんなのまつり」の出店について 

２．平成２５年度事業の振り返り 

３．次年度事業計画について  

１１人 

３月８日(土） 

一本松小学校 
４地区社協「みんなのまつり」への出店 ３人 

３月２４日（月） 

西区福祉保健 

活動拠点「フクシア」 

１．第４地区社協「みんなのまつり」の出店について（報告） 

２．平成２６年度活動計画について 
１１人 

 

障がい福祉関係分科会 

月日・場所 内容 参加数 

５月１６日（木） 

西区福祉保健 

活動拠点「フクシア」 

１． 分科会長・副分科会長の選任について 

２． 平成２５年度 障がい福祉関係分科会の事業について 
２０団体 

６月１７日（月） 

西区福祉保健 

活動拠点「フクシア」 

１． 本年度分科会事業について ７団体 

７月１８日（木） 

西区福祉保健 

活動拠点「フクシア」 

１． ヒアリング事業の実施に向けて １３団体 

９月１２日（木） 

西区福祉保健 

活動拠点「フクシア」 

１． ヒアリング事業の実施に向けて １３団体 

１０月２５日（金） 

西区福祉保健 

活動拠点「フクシア」 

１． ヒアリング事業の実施に向けて １３団体 



 36 

１２月 ３日（火） 

西区福祉保健 

活動拠点「フクシア」 

１． ヒアリング事業を出会いの場作り事業に名称を改め、実施計画案

の修正 
１１団体 

３月２０日（木） 

西区福祉保健 

活動拠点「フクシア」 

１ 出会いの場作り事業の実施報告 

２ 次年度に向けて 
９団体 

 

 

高齢者福祉関係分科会 

高齢者福祉への知識をさらに深めるため、「ここが知りたい！シリーズ」として勉強会を開催しました。 

月日・場所 内容 人数 

５月１０日（金） 

西区福祉保健 

活動拠点「フクシア」 

１．新年度メンバー自己紹介 

２．分科会会長及び副分科会会長の選任について 

３．今年度の取り組みについて 

２０人 

７月 ９日(火) 

西区福祉保健 

活動拠点「フクシア」 

「ここが知りたい！シリーズ」 

第１回 介護保険について 
１７人 

１０月２２日(火) 

西区福祉保健 

活動拠点「フクシア」 

「ここが知りたい！シリーズ」 

第２回 ケアマネージャーの仕事について 
１９人 

１月２８日（火） 

西区福祉保健 

活動拠点「フクシア」 

「ここが知りたい！シリーズ」 

第３回 介護保険のサービスについて 
１６人 

 

児童福祉関係分科会 

＊５月以降は発展的解散をし、スマイルポートと共同事務局で「西区地域子育て連絡会議」を開催しています。 

月日・場所 内容 人数 

５月２０日（月） 

西区福祉保健 

活動拠点「フクシア」 

１． 児童福祉分科会の今後について 

２． 西区地域子育て連絡会議(仮)の開催について 

３． その他 

１４人 

 

６．社会福祉功労者表彰式 

月日・場所 内容 人数 

２月１日（土） 

西区福祉保健 

活動拠点「フクシア」 

第１部  社会福祉功労者表彰 

地域福祉活動功労者        ２４件 

善意銀行寄付者            ２件 

第２部  マジック 

５６人 

 

７．苦情解決  

受付件数 ０件 対応件数 ０件 
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８．事務局機能の強化    

（１）エレクトロニックバンキングの活用  

現金による出納を減らし出納事務の安全性を高めるため、エレクトロニックバンキングを活用しました。 

（２）職員研修への参加    

市社協をはじめ外部機関が実施する研修に事務局職員を参加させ、資質向上を図りました。 

（３）事務局会議・窓口職員会議の開催 

担当業務進行管理、業務執行上の課題等を議題に、常勤職員を対象の事務局会議と、また非常勤 
職員を含めたに窓口職員会議をそれぞれ概ね毎月１回実施しました。 
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ⅪⅪⅪⅪ    団体事務団体事務団体事務団体事務    
    西区社会福祉協議会が事務局を担当している団体 

神奈川県共同募金会横浜市西区支会 日本赤十字社横浜市西区地区委員会   

西保護司会 西区更生保護女性会 

西区遺族会  

    

ⅫⅫⅫⅫ    西西西西区福祉保健活動拠点区福祉保健活動拠点区福祉保健活動拠点区福祉保健活動拠点の運営の運営の運営の運営 
 平成２４年度より、第２期の指定管理者として「地域における市民の自主的な福祉保健活動のための場」として多

くの方に活用していただけるように運営を行いました。 

１． 拠点運営 

（１）登録状況                       

 ①利用登録団体  ２２５団体   

ボランティア・市民活動団体 障がい児者等当事者団体 その他（地域団体、福祉保健の職域団体） 

１０５ ３８ ７３ 

 ②メールボックス使用団体  ２１団体 （２４個中）  ③ロッカー使用団体   ３０団体 (３０個中) 

 

 

（２）利用状況 

利用件数・利用率 
部屋名 

平成２５年度 平成２４年度 

団体交流室 ９０５件 ５９．０％ ９０６件 ６１．７％ 

多目的研修室 ７３８件 ６９．３％ ６８０件 ６１．４％ 

点字制作室 ３５２件 ３３．６％ ３５４件 ３３．６％ 

録 音 室 ８７件 ８．４％ １５４件 １４．５％ 

対面朗読室・編集室 ５４８件 ５０.０％ ５１１件 ４６．８％ 

全  体 ２，６３０ ４４．１％ ２，６０５件 ４３．６％ 

 

 

(３)利用団体交流会 

  利用登録団体間の情報交換や利用に当たっての注意事項の伝達を目的として実施しました。 

 

 

 

 

 

月日 内容 参加数 

２月７日（金） 

・登録団体自己紹介 

・「窓口満足度調査」報告 

・避難経路の確認 

・会場利用方法の確認       

３６団体 
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別表１別表１別表１別表１    西区社協ふれあい助成金西区社協ふれあい助成金西区社協ふれあい助成金西区社協ふれあい助成金    配分団体配分団体配分団体配分団体    

総額 ￥２，７６０，０００－  ３８団体 

通し番号 助成区分 団体名 事業内容 区分 助成決定額（円）助成決定額（円）助成決定額（円）助成決定額（円）    

1 A_1 彩り会 サロン 高 200,000 

2 A_1 宮ヶ谷ネット運営委員会 サロン 高 200,000 

3 A_1 おもちゃのはこ コンサート活動 子 200,000 

4 A_1 羽沢西部自治会みまもり会 会食会 高 200,000 

5 A_1 
NPO 法人 [CLIP・あこーん] 

電話相談室 
カウンセリング 高 200,000 

6 A_1 西・ともしび 会食会 高 200,000 

7 A_2 みつわの会 配食サービス 高 100,000 

8 A_2 第４地区社会福祉協議会 サロン 子 100,000 

9 A_2 
NPO 法人 ワーカーズ・コレク

ティブ たすけあいぐっぴい 
サロン 高 100,000 

10 A_2 第５地区社会福祉協議会 子育て支援 子 100,000 

11 A_3 ボランティアグループ赤い靴 家事援助 高 50,000 

12 A_3 水仙会 デイサービス 高 50,000 

13 A_3 
地域子育てサロンオープン・セ

サミ 
サロン 子 50,000 

14 A_3 ほっと幸せ会 配食サービス 高 50,000 

15 A_3 とべとべサロン 子育て支援 子 50,000 

16 A_4 テン フレンド 点訳 障 50,000 

17 B_2 横浜中部ボッチャ同好会 リハビリ教室 障 100,000 

18 B_3 みんなでライブ実行委員会 趣味 障 50,000 

19 B_3 NPO 法人 無限夢工房 趣味 障 50,000 

20 B_4 
神奈川ＬＤ等発達障害児・者親

の会「にじの会」 
宿泊ハイク 障 50,000 

21 C_ 藤棚新聞 地域新聞発行 区 30,000 

22 C_ 
西戸部２丁目第４町内会ふれ

あい友の会 
会食会 高 30,000 

23 C_ 手話交流会ほたる 手話サークル 区 30,000 

24 C_ 戸部６・７ふれあいおもと会 茶話会 高 30,000 

25 C_ e ネットにし探検隊 パソコン指導 区 30,000 

26 C_ 西区第二地区社会福祉協議会 福祉&保健講座 区 30,000 

27 C_ Yom yom！ 
子育て支援.おはな

し会 
子 30,000 

28 C_ かもめおもちゃ病院 おもちゃの修理 区 30,000 
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通し番号 助成区分 団体名 事業内容 区分 助成決定額（円）助成決定額（円）助成決定額（円）助成決定額（円）    

29 C_ サポート西 高齢者の支援 高 30,000 

30 C_ Friends にし 日本語ボランティア 区 30,000 

31 C_ 御所山町会ふれあい友愛会 会食交流会 高 30,000 

32 C_ もみじ会 
障害者グループ活

動の支援 
障 30,000 

33 C_ 手話サークル「西」 手話サークル 区 30,000 

34 C_ 音楽ボランティア一座にし 歌声喫茶 区 30,000 

35 C_ ゆいまーるの会 手話勉強会 区 30,000 

36 C_ かすみふれあい会 見守り 高 30,000 

37 C_ 
会食ボランティアグループ元気

か～い 
会食会 高 30,000 

38 E 第一地区社会福祉協議会 備品整備費   100,000 

高：高齢者、子：子育て中の親子、障：障害者、区：区民一般 2,760,000 
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別表２別表２別表２別表２ にこまち助成金にこまち助成金にこまち助成金にこまち助成金    配分団体配分団体配分団体配分団体 

配分件数 11 件 配分金額  １,１３２,０００ 円 

 （単位 円） 

 配分対象 件数 配分金額 

1 宮ヶ谷ネット運営委員会 
20～30 代を対象とした地域のコミュニティの活性

化と人材発掘、育成事業 
500,000 

２ 
打楽器コンサート 

「あしあと」 
一緒に作ろう打楽器参加型コンサート「あしあと」 500,000 

３ 西区第五地区自治会連合会 にこまち５（ファイブ）広報事業 180,000 

４ 
にこまちプラン 

第３地区懇談会 
第３地区ふれあい春まつり 80,000 

５ 
ﾜｰｶｰｽﾞ・ｺﾚｸﾃｨﾌﾞ 

はっぴいさん 
相互扶助の精神に基づいた生活支援ｻｰﾋﾞｽ事業 100,000 

６ みなとみらい秋まつり実行委員会 みなとみらい秋まつり 280,000 

７ 

Ｉnternational Mothers Community in 

Yokohama(インターナショナル マ

ザーズ コミュニティ イン ヨコハ

マ） 

日本語で情報を入手にくい子育て中のママと地

域の繋がりづくり事業 
115,000 

８ にしく合唱の輪 「西区に合唱の輪」を広める事業 50,000 

９ 岡野二丁目町内会 フリーサロンの新設 50,000 

10 
特定非営利活動法人 

きらららんど 
きらら☆ママフェスタ IN みなとみらい 50,000 

11 ひまわりの会 
園芸活動を通じて地域を明るくする ひまわりの

会 
48,000 
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別表３別表３別表３別表３    西区社協年末たすけあい募金助成西区社協年末たすけあい募金助成西区社協年末たすけあい募金助成西区社協年末たすけあい募金助成    配分団体配分団体配分団体配分団体    

総額 ￥６５９，０００－  １４団体    
 

 

    団体名団体名団体名団体名    事業分類事業分類事業分類事業分類    助成決定額（円）助成決定額（円）助成決定額（円）助成決定額（円）    

1 第2 地区社会福祉協議会 その他の地域福祉事業 50,000 

2 みつわの会 配食 50,000 

3 ほっと幸せ会 配食 50,000 

4 第一地区社会福祉協議会 季節行事 50,000 

5 第五地区社会福祉協議会 その他の地域福祉事業 50,000 

6 第六地区社会福祉協議会 その他の地域福祉事業 50,000 

7 会食ボランティアグループ元気か～い 会食 50,000 

8 とべとべサロン 季節行事 40,000 

9 さらい工房 季節行事 50,000 

10 西区視覚障害者福祉協会 季節行事 32,000 

11 横浜中部ボッチャ同好会 季節行事 50,000 

12 特定非営利活動法人 シャーロックホームズ 交流・体験 50,000 

13 e ネットにし探検隊 その他の地域福祉事業 47,000 

14 西区在宅介護者のつどいあけぼの会 季節行事 40,000 


