平成２５年度事業・決算報告
平成２６年度事業・予算計画

抜粋版

社会福祉法人 横浜市西区社会福祉協議会

西区社会福祉協議会が２５年度に行った事業の抜粋版です。
あんな「チラシ」やこんな「広報」で紙面を埋めてみました。
「チラシ」や「広報」は、区内の地区センターや地域ケアプラザなどに
置いていただいたほか、区社協のホームページにも掲載しました。
今年はぜひ、実際に手にとって、そして、講座・事業等に参加いただけ
れば幸いです。
また、チラシをおいていただける場所を募集しています。
ご連絡お待ちしています。
※本紙は抜粋版です。本冊子をご希望の方は、西区社会福祉協議会までお問い合わせください。

福祉保健の情報を広く周知することを目的に、広報紙
「もくせい」を発行しました。全戸世帯への配布のほか、
地区センター･地域ケアプラザ等のラックに置いていた
だきました。（７・１０・2 月）
特集
６３号 役員改選について
６４号 ハマのオヤジゼミナールについて
６５号 送迎ボランティアについて

ボランティア募集や講座・研修会の開催情報をボラン
ティア登録者へ送付するほか、福祉保健活動拠点「フク
シア」のラックに置いています。（６・８・１１・３月）

『孤立しない させない 顔の見える関係づくり』をテ
ーマに、西区役所・区内４地域ケアプラザ共催で講演会
と３地区からの活動報告を行いました。

ボランティア・市民活動分科会の広報紙として、分科
会活動の紹介・報告等の情報の発信をしています。

参加者数

３３２人

『見える！分かる！西区社協』
～平成 2４年度事業・決算報告
平成 2５年度事業・予算計画
抜粋版～

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。
■アドレス
http://www.yoko-nishishakyo.jp/
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はじめてボランティアをする人向けの『入門講座』を
開催しました。
・技ありボランティア入門（全 5 回）
参加者数のべ 87 人
・傾聴ボランティア入門講座
参加者数 31 人

団塊の世代の男性をターゲットに、地域の人材育成と
して「オヤジが再び輝くこと」をテーマに、企業の方を
講師にゼミナールを開催しました。
全４コース
参加者数 のべ４４人

ボランティア活動をさらに元気にするために、さまざま
な技術や知識を学ぶための講座を開催しました。
第 11 回 高齢者と一緒に楽しむレクリエーションを学ぶ
参加者数 33 人
第 12 回 プロから学ぶ皆で楽しむおいしいお茶の淹れ方
17 人
第 13 回 効果的な広報のコツを学ぶ 14 人
第 14 回 あんしん・あんぜんを学ぶ 14 人

（対象：小学４～６年生） 参加人数 のべ親子３２組
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に開催しました。
・社会で働く犬たち★介助犬について学ぼう！
・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
・ボクらはみんな地球市民
★国際協力について学ぼう
・ボランティアの体験
★布おもちゃづくりでボランティア

学校・企業等で行う福祉教育に協力しています。
(小学校２校・中学校１校、高等学校２校・その他２)
また、車いすや高齢者疑似体験セット等の福祉機器の
貸出も行っています。

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、教育委員会、市社協及び１８区社協合同で
講座を実施しました。
参加者：のべ 98 名
内容
①導入講座「福祉とは、福祉教育とは」
②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」

人生これから講座①
～親子で考える老後の暮らしあれこれ～
人生これから講座②
西区版劇団かもめ座
～在宅生活の見方 成年後見制度～

地区社協全体研修
「活動の振り返りと評価について ～これからの地区社
協～」を開催しました。 参加者数１３人
出張 地区社協（地区別）研修
区内３地区社協で開催しました。参加者数 のべ 97 人
・テーマ「社協」について、訪問見学会の実施 他
ふれあい会研修会
地域で見守り活動を行う「ふれあい会」（５０団体）
の担い手に向けて情報交換会を兼ねた研修会を実施しま
した。 参加者数 ４１人
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ボランティアをしたい人・してほしい人をつなぎます。
●ボランティア登録者
個人 ２９０人 ／ 団体 ６５団体・1,314 人
●依頼 １５１件・紹介１３９件
●ボランティア保険の受付
安心して活動するための保険の加入ができます。
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険
２５７件（うち災害用１４９件）
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ行事用保険
１１１件
●善意銀行の運営 預託\4,007,254配分\1,560,000-

地域団体の他、ＮＰＯ法人、ボランティアグループ等、
さまざまな団体が新たに登録し、活用いただきました。
また、年に１回登録団体が集まる団体交流会を行いま
した。
利用登録団体数 ２２５団体

モデル地区の指定
地区社協の強化をはかるため、第３・第６地区をモデ
ル地区として指定し、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。

地域の中で、子どもを預けたり預かりあったりするこ
とで、人と人とのつながりを広げ、地域ぐるみで子育て
支援を目指します。
入会説明会：月１回開催
会員数：２３５人（Ｈ25 年度末）
年間預かり数：８４０件

地区社協全体研修（再掲）
「活動の振り返りと評価について ～これからの地区社
協～」を開催しました。 参加者数１３人
出張 地区社協（地区別）研修（再掲）
区内３地区社協で開催しました。参加者数
・テーマ「社協」について
・訪問見学会の実施
他

会員交流会 子育てサポートシステム登録
会員の交流を図るため、交流会を開催しました。
参加者数 ６月：８人 （会員懇談会も併せて開催）

のべ 97 人
お試し保育 登録後の利用にあたっての不安軽減のた
め、お試し保育を実施しました。
１０月：のべ４組

「にこまちプラン」を推進する新たな活動･発展的な活
動に対して助成しました。
２５年度配分 11 団体 \1,132,000-

非営利な地域福祉推進事業や障がい福祉推進事業を支
援するため、区内のボランティアグループなどに助成を
行いました。
３８件 \2,760,000-
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自分で金銭や大切な書類を管理することに不安のある
高齢の方や障がいのある方の財産や権利を守り、あんし
んして日常生活が送れるよう支援します。
相談件数 ３７件
契約者数 ２２人

成年後見制度の利用を必要とする高齢者や障がい者の
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：58 回 （オプション研修：100 回程度）
会議（連絡会・意見交換会）：28 回

高齢者・障がいのある方で、公共の交通機関を利用し
て通院などに外出することが困難な方をボランティアが
運転する福祉車両で送迎しています。 (月～金)
利用件数：３４１件／年

団体事務の運営
日本赤十字社西区地区委員会
共同募金会西区支会
西保護司会
西区更生保護女性会
西区遺族会
生活福祉資金等の貸付
生活の自立のための資金を必要とする人への貸付相談
を実施しています。
小災害見舞金等の支給
火災等の小災害にあわれた世帯に対して、見舞金を支
給しました。２件

補助金
6%

共同募金配
分金
12%

受取利息配
当金
4%

その他
5%

経理区分間
繰入金・その
他
4%

人件費
33%
助成金支出
14%

会費
4%

受託金
58%

事業収入
4%

事業費
41%

寄付金
8%
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事務費
7%

【基本方針】

地域福祉の「核」となる「地区社協の組織強化」
を充実することで、地域福祉保健計画（にこまち
プラン）推進を身近に感じる環境づくりをすすめ
ます。

「にこまちプラン」をすすめるために、
財源的な支援をしていきます。
にこまちプランに関わる新しい活動のほか、既存の活
動については、発展的な取組みに対して助成をしていき
ます。
○A まちづくりｺｰｽ B サービスづくりｺｰｽ
○助成上限額 ５０万円 or ５万円
○受付 上限 ５０万円 ８／４～９／５
上限
５万円 年間受付
※２７年度受付 2 月中旬～（予定）

住み慣れたまちで、誰もがしあわせに、いきいきと暮
らし続けることを目指し、平成 22 年に第 2 期西区地域
福祉保健計画「にこやか しあわせ くらしのまちプラン」
（略称：にこまちプラン）が完成、プラン５年目の年と
なりました。
身近な地域の中で、みんなで考え、地域の輪を広げる
「地区別計画」と、区全体に支えあいの輪を広げる「区
全域計画」を、皆さんとともに進めていきます。

ボランティア活動者のためのスキル
アップ講座を年２回開催します。

夏休みに小学生４～６年生を対象
とした講座を開催します。

内容については現在検討中です。

地区社協は、地域住民にもっとも身近な社協として、
地域の方々が「自分の地域は自分たちで良くしていこう」
という気持ちで組織された任意の団体です。
情報交換の場としての分科会の開催のほか、研修会の
開催、地区社協助成金の交付、地域活動の相談などの支
援を行っていきます。
西区には地区社会福祉協議会（地区社協＝ちくしゃき
ょう）が６つあります。

当事者の障がい特性についての“違い”ではなく、本
人や家族が、いち地域住民として共通する生活の話題を
通して、出会い、交流できる場をつくります。

【障がい福祉関係分科会主催】
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【重点項目】

・地区社協モデル支援事業をすすめます。
・ボランティア事業の再点検を行います。
・会員拡充と各分科会の活性化を図ります。
・市民後見人養成へのフォローアップをします。

福祉保健活動団体の活動拠点として、交流・打ち合わ
せ・研修等に利用することができます。（無料）
なお、利用にあたっては、利用団体登録が必要です。
ポスター用印刷機なども利用いただけます。（有料）
開館時間
平日・土 ９時～２１時
日・祝日 ９時～１７時

横浜子

住みなれた地域で安心して楽しく生活していけるよ
う、老後の備えに必要な知識を得るための講座を地域ケ
アプラザ・区役所と共催で開催します。

育てサ

ポート
システ
ム

福祉に関する情報を提供するため、広報に力を入れて
いきます。
従来の広報紙のほか、コミュニティ紙・新聞折込など、
さまざまな形でのお知らせできるようにしていきます。
年度内にホームページの改訂を行います。

お子さんを預けたい方（利用会員）と
お子さんを預かりたい方（提供会員）
が会員となり、地域住民同士で子育てを応援します。
利用にあたっては、事前登録が必要です。
西区社

会福祉
協議会

入会説明会 月１回開催
個別説明も行っています。
会員交流会
年２回（予定）

もくせい 年 1 回
ボランティアニュース
みらい
年３回
ホームページの更新

※平成 26 年 10 月以降は事務局を「西区子育て支援拠点

年４回
他

スマイル・ポート」に移管します。

補助金
6%

共同募金配
分金
12%

補助金
7%

受取利息配
当金
4%

受取利息配
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経理区分間
繰入金・その
他
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繰入金・その
他
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58%
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会費
4%
事業収入
3%

寄付金
3%

「平成２５年度事業・決算報告 平成２６年度事業・予算計画」は、
『西区社会福祉協議会 ホームページ』（http://www.yoko-nishishakyo.jp/）
からダウンロードできます。
また、冊子をご希望の方は、西区社会福祉協議会までご連絡ください。

社会福祉協議会（社協＝しゃきょう）は、社会福祉法第１０９条に基づき、
「誰もが安心て暮らせる福祉のまちづくり」を目指し、地域福祉の推進のた
めに区民の代表により組織された民間の団体です。
地域福祉とは「地域住民が主体となり、その知恵や資金を出し合い協力し
あって、誰もがすみやすいまちづくりを目指すこと」です。

賛助会員とは、区・地区社協活動にご賛同いただく方々です。賛助会員の
方々からいただいた会費が重要な財源となり、一部は、地区社協へ還元され、
地区での活動に使わるなど、さまざまな事業に使われています。
皆さまのご協力をお願いいたします。
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発行：平成２６年６月

