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平成２８年度 事業報告   
 

<平成２８年度西区社会福祉協議会の取組> 

平成２８年度、社会福祉協議会を取り巻く環境は、地域包括ケアシステムの取組を具体化する生活支援体

制整備事業や、普段の生活からは見えにくい、複合的な生活課題を抱える人たちを地域全体で支援を行える

環境づくりを目指した地域共生社会の実現などが期待されました。西区社協ではそれらの動向を踏まえ、地

域とのつながりの希薄化により表面化しにくくなっている個別の生活課題への取組をコミュニティソーシャルワ

ークの手法を用いた地域支援を意識しながら事業を進めてきました。 

 また、第 3期にこまちプラン推進初年度であるため、積極的に区役所、地域ケアプラザと連携し、区計画･地

区別計画推進に関わりました。 
 
 

 Ⅰ 小地域活動の推進・支援                               
 

１ 生活支援体制整備事業の推進                       

第 1 層生活支援コーディネーターが配置され、地域ケアプラザと区役所と共に、高齢者の生活支援・介護予防・

社会参加を中心とした支えあいの地域づくりを推進しました。 
 

（１）推進体制の推進  

生活支援体制整備事業を推進するにあたり、地域ケアプラザ、区役所、区役所との協働により、以下の会議も運

営に携わりました。また、各地域ケアプアザにおいて全職種で事業を推進するため、地域ケアプラザ版推進会議を

実施し参加を行いました。 

①区レベル推進会議  １２回 

②地域ケアプラザレベル推進会議参加 ２６回 

③市レベル推進会議出席  １１回 

④第一層コーディネーター連絡会出席 １０回 
 

（２）アセスメント等の実施 

区内共通のアセスメントシートを作成し、地域ケアプラザによる自治会町内会別のアセスメントを支援した他、包

括支援センターに対し、要支援の認定を受けた方が介護保険サービスを使う目的を明確にするためのアンケート調

査を実施しました。また、包括支援センターのカンファレンス、地域ケア会議に出席し、個別ニーズの把握を行いま

した。 
 

（３）協議体の実施 

①地区別の報告会・意見交換会の実施 

 全地区において地区別協議体開催に向けた調整や、内容、プレゼン資料への助言を行い、出席しました。 

②区域協議体の開催 

 介護保険事業者を中心とした協議体を年に 2回開催しました。 
 

（４）広報・啓発 

①区役所と共に、域住民向け「支え合いのまちづくり講演会」（6/15 講師：さわやか福祉財団)を開催 

②区社協広報紙（「タウンニュース」）への事業説明掲載 

③ 区シニアクラブ、ケアマネ連絡会、区社協の分科会等にて事業説明 

④2層生活支援Ｃｏと共に生活支援コーディネーター紹介チラシを作成 
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（５）スキルアップ研修    

 
月日 内 容 人数 

1 6月17日 【事例見学】文京区「こまじいのうち」 9人 

2 8月26日 地域分析研修 講師：慶應義塾大学 標 美奈子氏 44人 

3 8月30日 【事例見学】 豊島区社協 5人 

4 9月7日 【事例見学】 江戸川区社協「なごみの家 松江北」 7人 

5 
12月2日 ファシリテーション研修  

講師：（株）アイムジー飯田正男氏 
10人 

6 
2月21日 プレゼンテーション研修(ウィリング横浜共催） 

講師：東京工芸大学 大島武氏 
37人 

7 2月28日 【事例見学】神奈川区菅田地区「あおぞらサロン」 6人 
  
（６）西区生活支援コーディネーター連絡会の実施 

地域アセスメント作成協議、各地区や地域ケアプラザ内での進捗状況の確認および行動記録票作成・活用の検

討等を行いました。（年12回） 
 

（７）生活支援コーディネーター活動報告書の作成 

 ①活動が見えにくいコーディネーターの役割、機能を明確にするため、地域ケアプラザと共に日々の西区共通書

式の行動記録を作成し、区社協および全地域ケアプラザと協働し実施しました 

 ②年間の生活支援コーディネーターの活動を可視化させるため、学識者による行動記録の分析をまとめた報告

書を作成 
 
（８）１８区の１層コーディネーターと区担当係長による健康福祉局長への説明 

   

 ２ 身近な地域のつながり・支えあい推進事業の推進                                
 

（１）“身近な地域のつながり・支えあい活動推進事業”への取り組み 
 
 ① ケース対応（区社協の個別支援からあがった課題への対応） 
   
＜男性ボランティアによるカフェの開設 ―誰もが立ち寄れる居場所づくりー＞ 

 
男性が気軽に地域に出て、立ち寄れる居場所を増やしたい、という高齢者の支援者の意見から、コーヒーサー

ビスの活動を立ち上げた男性ボランティアグル―プとともに、誰でも気軽に立ち寄れるカフェ事業を浅間町の「お

ひさまプラザ」で立ち上げました。開催に際しては、認知症の家族を支える「あけぼの会」や地元の民生委員の協

力も得て、高齢者だけではなく、子育て世代も一緒に過ごせる自由な場所として活動が広がっています。 
 
 ② 困難ケースの把握 
  ＜包括支援センター定例カンファレンスでの情報収集＞ 

 
区内の包括支援センターで定期的に開催されるケースカンファレンスでは、介護を含めた様々な生活課題を

抱えた個人や世帯に対しての支援方針について検討をしています。平成 28 年度より、区社協職員もこのケース

カンファレンスに同席することにより、地域に存在する個別の課題を把握し、地区域・区域の課題として整理を行

いました。 

 

包括支援センター 参加回数 

戸部本町地域ケアプラザ ７回 

藤棚地域ケアプラザ ９回 

浅間台地域ケアプラザ ７回 

宮崎地域ケアプラザ ７回 
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  ＜区社協内でのケース検討＞ 

定例カンファレンスで把握した困難ケースについて職員会議等で意見交換を行い、ケースに対する捉え方や

支援方法について、年間を通じて随時協議を行いました。地区担当や各事業担当も含めて、地域にある生活課

題を把握できたことで、区社協が目指す個別支援から地域支援への取り組みについて協議しました。 

 

 

 ３ 地区社協支援                                             
 

（１）地区社協研修の実施  

 ①地区社協分科会研修会[区社協主催研修] 
 
地区社協の体制強化や活動の充実に向けて、つぎの研修を開催しました。 

月日 ・ 場所 内 容 人数 

６月２３日（木） 

西区福祉保健活動拠点 

「フクシア」 

【学習会】 “障害のある人もない人も生きやすい地域社会を” 

<講師> 横浜市社協障害者支援センター 村岡 福藏 室長 

<内容> 障害者差別解消法の説明を含め、広く障害者理解の

講義および地域で何ができるか意見交換を行った。 

地区社協、地

域ケアプラザ

職員など 

      １９名 

７月２９日（金） 

西区福祉保健活動拠点 

「フクシア」 

【視察研修】 

<視察先> 老人福祉センター横浜市つづき緑寿荘および障害 

       者研修保養施設 横浜あゆみ荘 

<内 容> 施設見学およびセンター長からの利用状況の話 

 

地区社協、地

域ケアプラザ

職員など 

２２名 

２月２１日（火） 

西区福祉保健活動拠点 

「フクシア」 

【視察研修】 

<視察先> 小田原福祉会およびふれあい処ひとやすみ 

<内 容> ①小田原福祉会の取組みについて 

講師：小田原福祉会常務理事 時田 佳代子氏 

②地区ボランティアセンター「ささえあいセンター 

東富水」の活動について 

講師： コーディネーター    石坂 照子氏 

東富水地区社協会長 岩崎 良春氏 

地区社協、地

域ケアプラザ

職員など     

２１名 

 

 ②出張地区社協研修会[地区社協との共催研修] 
 
地区社会福祉協議会の研修会実施について地区担当職員が共同で企画し実施しました。 

月日 ・ 場所 内 容 人数 

１１月１７日（木） 

藤棚地域ケアプラザ 

第三地区社協研修 

テーマ：『心をつなぐ地域の輪～音楽でコミュニケション』 

<講師>音楽療法士 前田 キヨ子氏          

２３名 

 

 ③地区社協研修（第２回よこはま地域福祉フォーラム） [市社協との共催研修] 

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、第２回よこはま地域福祉フォーラムを開催し、地

区社協の方々に参加を依頼しました。 
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月日 ・ 場所 内 容 人数 

１１月２４日（木） 

関内ホールおよび 

横浜市健康福祉総合 

センター 

全体テーマ：「おたがいさま」の縁づくり～縁を紡いでいく 

【全体会】  

基調講演 「孤立させない地域の“縁”」 

講師 勝部 麗子氏 

（豊中市社会福祉協議会福祉推進室長） 

【分科会】 

第１：社会からの「孤立」をみんなで支える 

第２：地域を元気に！支援を支「縁」に！ 

第３：世代を越えてつながる縁 

第４：「暮らしのあんしん」を地域でささえる 

第５：施設と地域が紡ぐ「縁」 

※第１分科会では、“西区第六地区子どもの居場所づく

り検討会”の取り組みを発表しました。 

全体参加者数 

 １,８１８名 

うち、西区参加者数  

１４名 

（地区社協関係者） 

 
④地区社協面談 

地区社協の今後の取組計画や課題などを確認し、区社協としての支援を考える機会とするため、各地区社協と

区社協職員との情報交換を行いました。（各２回実施） 

 

（２）地区社協活動の支援 
地区社協活動運営費・事業費、賛助会費還元金等の助成を通じて各地区活動の支援を行いました。また、地 

区担当を設け、担当者が各業務担当者等と連携を諮りながら、地区社協の支援に取り組みました。 
 

① 活動費等助成 

  項目 内 容 財源 

【活動費助成】 

 

 ３００ 千円  

 ２１０ 千円 

 １８２ 千円 

６地区 

６地区 

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】 

 地区社協事業 

 親子ふれあい会事業 

 

１,２００ 千円 

１４４ 千円 

  

 

６地区 

３地区 

 

共同募金配分金 

共同募金配分金 

【年末たすけあい募金配分】 ２５０ 千円 ５地区 年末たすけあい募金助成配分 

 

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

第一地区 
地区社協総会、定例会、親子ふれあい会、等 
２４回 

第二地区 
地区社協総会、親子ふれあい会、敬老ふれあい茶話会 等 
１３回 

第三地区 
地区社協総会、理事会、事務局会議、研修会、高齢者食事会、親子ふれあい会 等 
４１回 

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 
４１回 

第五地区 
地区社協総会、納涼まつり、会食交流ほほえみ会、親子ふれあい、元気かい 等 
１９回 

第六地区 
地区社協総会、定例会、見守り活動交流会、子育て連絡会、こども食堂 等 
４７回 
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（３）地区社協分科会の定例開催 
地区社協の体制強化や活動の充実に向け、地区社協会長・地区社協事務局長等を対象とした分科会を開催し、

地区社協間の情報交換や区社協からの情報提供、課題検討等を行いました。 （詳細はＰ２９～３０参照） 
 
（４）高齢者見守り活動交流会の開催支援【新規】 
 

各地区で行われている様々な見守り活動（ふれあい会、友愛会、民生委員、自治会町内会等）を担っている方

達同士で情報交換や交流を通して、地区内の見守り状況の共有や横のつながりを進めました。取り組み初年度

では、計２地区、３回実施を支援しました。 

月日 ・ 場所 内 容 人数 

２月２３日（木） 

藤棚地域ケアプラザ 

第三地区社協 高齢者見守り活動交流会 

テーマ：『見守りから生まれる地域の安心』 

<講師>西区福祉保健センター 平本部長 

<内容>地域で様々な高齢者見守り活動を知るため、講話およ

び事例発表(2事例)とグループワーク 

３７名 

10月24日（月） 

西スポーツセンター 
第六地区社協「高齢者見守り活動交流会」 

テーマ：『地域の絆交流会』 

＜内容＞地域の見守り活動団体の活動報告と、情報交換によ

る交流会 

４４名 

３月４日（土） 

西スポーツセンター 
６４名 

 
（５）地区アセスメントシートの更新 

地区社協の支援に向け、地区ごとの社会資源や情報を集約したデータを更新し、区・地域ケアプラザと共有･活

用しました。 

 

 ４ 地域ケアシステムの推進                                     
 

（１）地域ケア会議への参画 
会議に出席し、具体的対応についてのケース検討を行いました。 

開催ケアプラザ 月日 内 容 
出席 

職員数 

戸部本町 

地域ケアプラザ 
７月11日（月） 地域ケア会議(包括レベル) １名 

浅間台 

地域ケアプラザ 

５月２３日（月） 地域ケア会議(個別レベル) １名 

８月２９日（月） 地域ケア会議(個別レベル) １名 

９月１日（木） 地域ケア会議(包括レベル) １名 

１１月１４日（月） 地域ケア会議(個別レベル) １名 

３月１３日（月） 地域ケア会議(個別レベル) 1名 

宮崎 

地域ケアプラザ 

６月２日（木） 地域ケア会議(個別レベル) １名 

８月３日（水） 地域ケア会議(個別レベル) １名 

１1月２１日（月） 地域ケア会議(包括レベル) １名 

1月17日（火） 地域ケア会議(包括レベル) １名 

2月16日（木） 地域ケア会議(包括レベル) １名 

藤棚 

地域ケアプラザ 

10月19日（水） 地域ケア会議（個別レベル） ２名 

２月１5日（水） 地域ケア会議（包括レベル） ２名 
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（２）地域ケアプラザ との連携 
地域ケアプラザと連携した地域支援を進めていくために、地域活動交流コーディネーター連絡会を開催し、地

域情報等の共有や情報交換などを行いました。 

 

①地域活動交流コーディネーター連絡会の開催   

月日・場所 内 容 

４月２２日（金） 

西区役所 

・にこまちスタートアップ講座について 

・わくわく地域活動体験について 

・横浜シニア大学について 

・生活支援コーディネーター連絡会について 

６月１６日（木） 

戸部本町地域ケアプラザ 

・にこまちスタートアップ講座について 

・わくわく地域活動体験について 

・ハマのおやじゼミナールについて 

８月26日（金） 

西区役所 

・貸室のマニュアル変更の共有について 

・わくわく地域活動体験について 

１２月9日（金） 

西区役所 
・次年度の「わくわく地域活動体験」について 

１月２０日(金) 

戸部本町地域ケアプラザ 
・にこまちプラン 事業振り返りについて 

２月２３日(金) 

藤棚地域ケアプラザ 
次年度の「わくわく地域活動体験」について 

 

（３）地域ケアプラザとの協働 
 
 ① 地域ケアプラザ連絡会への参加 

地域ケアプラザの包括支援センター職員やコーディネーターが一堂に会し、区・区社協からの情報提供や地域

ケアプラザ間の情報交換等を行いました。 
 

月日 ・ 場所 内 容 

４月２２日（金） 

西区役所 

・にこまちプラン(第３期地域福祉保健計画)に向けて 

・生活支援体制整備事業について 

８月２６日（金） 

西区役所 

【研修】 生活支援・介護予防充実に向けた地域情報について 

講師： 標 美奈子氏（慶應義塾大学看護医療学部准教授 

【会議】 

・にこまちスタートアップ講座について 

２月２４日（金） 

西区役所 

・にこまちプラン（第３期福祉保健計画）平成２８年度振返り 

・平成２９年度の取組について 

 

 ② 地域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。（４月２２日、８月１日、１０月３１日、１２月１２日、２月６日、３月２７日） 
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（４）多様な地域活動の支援 
  
①  「西区ふれあい福祉推進事業」の業務受託 

西区役所からの業務を受託し、“ふれあい会”の申請・報告（年２回）の受付、確認作業や研修会および事務説

明会を行いました。 

 

報告・申請 
平成２７年度報告：５４団体 

平成２８年度申請：５４団体 

研修・情報交換会 

日 時：１１月８日（火）  

場 所：西区役所 ３ＡＢ会議室 

内 容： 

・講演：みんなでつくる「お互いさま」のまち  

～逗子の龍村さんに学ぶ見守り活動のコツ～   

講師：逗子市山の根自治会会長 龍村敦子氏 

・グループでの意見交換 

参加者：３０団体 ５５名 

事務説明会 

日 時：３月８日（水）  

場 所：西区役所 ３ＡＢ会議室 

内 容： 

・研修（区主催） 

「あれ？もしかして認知症かも？！そんな時あなたならどうする？」  

西区地域包括支援センター社会福祉士 

・事務説明会（区社協実施） 

報告、申請手続きについて 

参加者：３８団体 ５９名 

 

 

 

 Ⅱ ボランティア活動の推進・支援（ボランティアセンター事業）             
  

 １ ボランティア活動に関する相談・調整・情報提供                      
 

（１）ボランティア相談・調整 
ボランティアを必要としている方とボランティア活動をしたい方からの相談を受付け、相互の調整を図りました。継

続的な依頼については関係機関と連携し活動につなげました。 
 
  
①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。また、本年度は個人ボランティア登録更新調査を実施しました。 

 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 

新規登録者（Ｈ28）  ２３  ３３  ５６  １０  ３７１ 

前年度新規登録者  ９  １２  ２１  １０  ２５１ 

累 計  

H２９年３月末現在 
 ９６  １１２  ２０８  ８７  １，９４８ 
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②単発依頼 

 
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 
前年度 
対応率 

児童 １ １ ０ ０ ０ ４ ２ １００％ １００％ 

障害 ９ ７ ０ １ １ １０ ３６ ７８％ ６６％ 

高齢 ７４ ７２ ２ ０ ０ ６９７ １４３ ９７％ ９２％ 

外国人 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ - - 

限定せず １４ １３ ０ ０ １ ７４ ８２ ９３％ １００％ 

その他 ７ ６ ０ ０ １ ２７ １１ ８６％ - 

H28 合計 １０５ ９９ ２ １ ３ ８１２ ２７４ ９４％ ９１％ 

Ｈ27 合計 １１１ １０４ １ ３ ３ ９８７ １９４ ９３％ ９３％ 

比較増減 △６ △５ １ △２ ０ △１７５ ８０   
 
 
③継続依頼 

 
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 
前年度 
対応率 

児童 １ １ ０ ０ ０   １００％ １００％ 

障害 ８ ３ ４ ０ ０ ５ １５ ３８％ ４２％ 

高齢 ２ ０ １ ０ １ １ １ ５０％ １００％ 

外国人 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ - - 

限定せず ４ ３ １ ０ ０ ２５ ３ ９３％ １００％ 

その他 １ １ ０ ０ ０ １０ １０ １００％ １００％ 

H28 合計 １６ ８ ６ ０ １ ４１ ２９ ９４％ ９４％ 

Ｈ27 合計 １８ １４ ２ １ １ １９ ２５ ８２％ ７３％ 

比較増減 △２ △６ ４ △１ ０ ２２ ４   
 
  

（２）ボランティアニーズの把握 
  ボランティア活動を希望する方への情報提供のため、地域ケアプラザや地域活動ホーム等にボランティア募
集状況等の聞き取りを行いました。 

 

（３）ボランティアに関する情報の提供 
ボランティア活動に関する情報をまとめ提供(発信)しました。  

 

 

 

 

区社協広報紙  

「もくせい」 

区民に福祉への理解や関心を深めるため、区社協事業や地域福祉活動・ボランティア活動

を紹介しました。 

年２回発行、各３２，５００部。タウンニュース紙面上に掲載。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窓

口にて説明・配布しました。 

ホームページ 
今年度よりリニューアルしたホームページ内で、ボランティアニード情報、講座・イベント情報

の専用ページを設け、ボランティア募集や助成金の案内など随時最新情報を掲載しました。 
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 ２ ボランティア・市民活動への育成・支援                             
 

（１）ボランティア活動者の育成  
 

① ボランティア入門ミニ講座の開催 
  はじめてボランティア活動をする方や、活動を初めて間もない方等を対象に開催しました。（全４回） 

 月日 ・ 場所 内 容 人数 

９月２８日（水） 

１月２５日（水） 

２月２８日（火） 

３月２２日（水） 

西区福祉保健活動拠

点「フクシア」 

『ボランティア入門ミニ講座』 

・ボランティアと心構えや留意点 

・ボランティア活動保険について（補償内容やながれ） 

・車いす体験（操作と利用者の理解に向けて） 

・今後の活動紹介など 

１２名 

 

② ボラ体験イベント「ちょいボラ部」 

ボランティアを始めるきっかけづくりとした気軽に参加できるプログラムとして、青年会議所とも連携し、横

浜駅西口の清掃およびプランターへの水まき等を実施しました 

（９月～１１月 平日全て ※雨天時除く） 

 

③ ハマのオヤジゼミナールの開催 

 退職後またはこれから定年を迎える男性を対象に、地域での仲間づくりやボランティア活動へつながるきっかけづ

くりとして、導入編の講演会および講座を開催しました。 

 

１）講演会「オヤジのセカンドライフを考える」 

  月日 ・ 場所 内 容 人数 

９月２８日（水） 

西区福祉保健活動拠

点「フクシア」 

講師：青木 羊耳氏（シニア産業カウンセラー） 

内容：趣味活動を通じた仲間づくりやボランティア活動の必要性や楽

しさについての講演とグループワーク 

１７名 

 
 

２）「笑顔を届けるバルーン講座」（全７回）  ［ＮＴＰ高齢へも記載］ 

バルーンづくりを通した仲間づく理と活動のきっかけづくりとして、現場体験も含めて実施しました。 

  月日 ・ 場所 内 容 人数 

１０月１１日（火） 

１０月１９日(水) 

１０月２５日(火) 

１１月６日(日) 

１１月８日（火） 

西区福祉保健活動拠

点「フクシア」ほか 

講師： 魚地 昌彦氏 （西区街の名人達人登録講師） 

第１回：オリエンテーション、バルーンづくり 

第２回：バルーンづくり 

第３回：バルーンづくり・ミニ学習会「現代の子どもの状況を知る」 

講師：藤村 メイ子氏 

（西区地域子育て支援拠点スマイル・ポート） 

第４回：現場体験 西区区民まつりでバルーンの実践 

第５回：現場体験の振返り、先生からのまとめほか 

第６回：現場実習① 西区地域子育て支援拠点スマイル・ポート 

第７回：現場実習② よこはまみなとみらい保育園 

延べ５８名 

(参加者実数

11名) 
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（２）ボランティア活動者の支援 

 ① 『ボランティアの学び舎シリーズ』の開講（すでにボランティアや地域活動を実施している方向け） 

講座名 月日・場所  内 容 人数 

聞き上手ボランティア講座 

２月６日（月） 

西区福祉保健活

動拠点「フクシア」 

ボランティア活動者等のスキルアップを目的

に「聞き上手」となるための心構えやコツを学

びました。 

講師：NPO法人「CLIPあこーん」電話相談室 

29名 

障害のある方への外出支援講座 

２月１７日（金） 

西区福祉保健活

動拠点「フクシア」 

障がいの特性を学ぶことで、安心して外出支

援ボランティアが始められる講座を開催しま

した。 

講師：横浜移動サービス協議会  

８名 

  

 

② ボランティア活動保険等の受付 
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申請受付を行いました。 

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 

２８年度（件数） 
１７３ 

（うち天災プラン６４） 
１５６ ３ 

２７年度（件数） 
１４５ 

（うち天災プラン４８） 
１４０ ３ 

比較増△減 28 16 0 

 

③ 社会福祉功労者表彰 
区内で地域福祉活動やボランティア活動に功労のあった方に対し、表彰を行いました。 

月日・場所 内容 参加人数 

２月４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    ２１件 

       善意銀行寄付者        ３件 

第２部  アトラクション（紙しばい、三味線・唄） 

５６名 

 

（３）ボランティア活動団体および他機関実施事業への協力 

①ボランティア関係講座への開催協力、講師としての職員派遣 

 講座名 月日・場所 内 容 人数 

横浜シニア大学 

テーマ①「さまざまなボランティア

活動とその心構え」 

テーマ②「地域で暮らす高齢者の

権利擁護」 

７月１９日（火） 

野毛山荘 

①身近な相談先であるボランティアセンター

や地域ケアプラザについての説明と、活動を

されているボランティアを招き、ボランティア

活動のやりがい等を伝えました。 

②「あんしんセンター」について説明しました。 

約３５名 

宮崎地域ケアプラザ 

テーマ：「ボランティア活動」 

～はじめの一歩～ 

３月１６日（木） 

３月２３日（木） 

宮崎地域 

ケアプラザ 

宮崎地域ケアプラザを中心としたエリアで活

動するボランティアやこれからボランティア

活動を始めたい人を対象に、ボランティアの

基礎知識と車いすの操作方法について伝え

ました。 

のべ２０

名 
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②ボランティア・市民活動分科会の定例開催 
ボランティアグループ・市民活動団体同士の情報交換と、区社協からの情報提供を行うために、区社協会員が

出席し定期的に開催しました。 （詳細はＰ３０～３１参照） 

 

③ＮＶＣ（にこまちボランティアキャンプ）による団体間のつながりづくり 
区社協の会員や会員以外の新しく生まれたＮＰＯなども含め、ボランティアグループ・市民活動団体同士のつな

がりについて考え、取り組みました。 （詳細はＰ２６参照） 
 

 

（４）個人・企業の社会貢献活動の支援 

①フードドライブ活動（食料支援）の推進  
 
  まだ食べられるのに、いろいろな理由で処分されてしまう食品を、『たべもの』に困っている人や団体に届ける 

「フードドライブ」活動を新たに実施しました。 

 寄附受付期間 寄付件数 

 
配分団体

数 
主な配分先 

第1回 

 6月16日～6月30日 
31件（231点） 9団体 

高齢者食事会、多世代交流サロン、認知症

カフェ、こども食堂、青少年支援施設、路上

生活者支援団体 

第２回 

 9月16日～9月30日 
２１件（１０１点） 7団体 

第３回 

 12月8日～12月22日 
15件（163点） 8団体 

第４回 

 3月10日～3月24日 
３０件（472点） 11団体 

合計 97件（967点） 35団体  

 

（５）ボランティアコーディネート力の充実 
①職員のスキルアップ 
ボランティアセンターの総合力向上のため、ボランティアコーディネーターを２名体制とすると共に、情報収集

や発信に向け取り組みました。各種研修に職員が参加するほか、毎月１回ミーティングを行い、ボランティア活動

やニーズ収集・対応、ボランティア団体との関係構築等について検討しました。 
 

 

 
 
 ３ ボランティア・市民活動への運営支援                             
 

（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

福祉推進事業や障害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。 
 

   「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区分 （市民参加による地域福祉推進事業） １7件   １,６００,０００円 

Ｂ区分 （障害者当事者活動） 5件     ２３０,０００円 

Ｃ区分 （福祉のまちづくり活動） 19件     ５７０,０００円 

合  計 41件 ２,４００,０００円 
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   西区社協会員が申し込み対象となる助成金（共同募金配分、善意銀行配分） 

助成区分 件数 金額 

Ｄ区分 （活動拠点運営助成） ０件           ０円 

Ｅ区分 （備品等整備費助成） ３件 ２９８，５００円 

Ｆ区分 （西区地域福祉推進事業助成） ０件 ０円 

Ｇ区分 （活動拠点整備助成） ０件         ０円 

合  計 ３件 ２９８，５００円 
 

総  計 44件 ２，６９８，５００円 

（詳細はＰ３５-３６ 別表１を参照） 

（２）年末たすけあい募金助成 
地域の皆さまの協力により集まった「年末たすけあい募金」を、西区内における年末時期の様々な福祉活動に
活かし、福祉のまちづくりを推進するため、助成金として配分しました。配分については、助成金等審査委員会に
て審議し決定しています。 

 

助成区分 件数 金額 

年末たすけあい募金助成金 １７件   ８２０,０００円 

（詳細はＰ３７ 別表２を参照） 

（３）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」の事業として設置された助成金制度です。「にこまちプラン(西区地域

福祉保健計画)」を推進していく活動を支援するために、各団体からの申請に基づき、にこまち助成金審査委員会

で審議検討のうえ助成しました。 
  ※Ａコース：まちづくり､Ｂコース：サービスづくり､Ｃコース：人づくり  それぞれ５万円・５０万円を限

度に助成 

申請区分 助成決定 合計団体数 助成金合計 

Ａコース 

（まちづくり） 

<上限５０万円>：４団体 

<上限５万円>： ４団体 
８団体 

 <上限５０万円>：１，０６４，０００円 

 <上限５万円>：   １６０，０００円 

Ｂコース 

（サービスづくり） 

<上限５０万円>：４団体 

<上限５万円>：  
４団体  

 <上限５０万円>：  ８３１，０００円 

 <上限５万円>：         ０円 

Ｃコース 

（人づくり） 

<上限５０万円>： 

<上限５万円>： １団体 
１団体 

 <上限５０万円>：        ０円 

 <上限５万円>：     ５０，０００円 

合  計 １３団体     ２，１０５，０００円 

（詳細はＰ３８ 別表３を参照）  
 ４ 善意銀行の運営                                           
 

区民の団体や個人の方からの寄付金品を受け付け、寄付者の意向に基づき地域の福祉活動等のために活用

しました。ボランティアセンター運営委員会において審議の上配分をしています。 
 

 ① 寄託 

内 容 件数 合計 

金銭寄付 ２５件 ５２１,９３３円 

物品寄付 ２件 男性用衣類（Ｔシャツ・パーカー）、カレンダー 

（詳細はＰ３９ 別表４を参照） 

 ② 配分 
内 容 件数 合計 

金銭配分 
（ふれあい助成金Ｅ区分として） 

３件 ２９８，５００円 

物品配分 ３件 ボランティアグループ等へ配分 

（詳細はＰ３９ 別表４を参照） 
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 Ⅲ 災害ボランティアネットワークの推進                      
  

 １ 『西区災害ボランティアネットワーク』の推進                                    
 

西区役所と連携し、横浜市西区災害ボランティアネットワークの運営支援を行いました。 
 
（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。 

月日 内 容 人数 

４月１６日（土） 
定例会 
本年度のすすめかたについて、総会について 

６名 

５月１５日（日） 第３地区ふれあい春まつり ３名 

５月２１日（土） 

総 会 
（１）平成２７年度事業報告および決算報告 
（４）平成２８年度事業計画（案）および収支予算（案） 
（５）その他 

１３名 

委任状７名 

５月２７日（金） 西区災害対策連絡協議会 ２名 

６月 ５日（日） 藤棚まつり １名 

６月１８日（土） 
定例会 
（１）各種報告・情報提供について 
（２）ＤＩＧ訓練（災害図上訓練）実施、平成２７年度事業計画について 他 

７名 

６月２０日（金） 横浜災害ボランティアネットワーク会議総会・研修会 ２名 

７月１６日（土） 
第五地区納涼まつり～健康と福祉のつどい～へ出店 
（チラシ配布、ＤＩＧ体験、パネル展示など） ７名 

７月１９日（土） 
第六地区みんなのまつりへ出店 
（チラシ配布、ＤＩＧ体験、パネル展示など） ３名 

８月２７日（土） 
定例会  
（１）夏のイベントふりかえり 
（２）防災センター見学について 他 

８名 

９月１７日（土） 
定例会 
（１）横浜市市民防災センター見学・体験 
（２）平沼高校地域貢献デーへの協力について 

９名 

10月1日（土） 赤い羽根街頭募金協力 ６名 

１０月１５日（土） 
定例会 
（１）参集訓練（防災伝言ダイアル活用） 
（２）西区総合防災訓練への参加について 他 

６名 

１０月２３日（日） 西区総合防災訓練参加 
２名 

（生徒30名） 

１０月２７日（木） 
県立横浜平沼高等学校 
地域貢献デーへの協力「防災学習」 ９名 

１１月１９日（土） 
定例会 
（１）西区総合防災訓練ふりかえり 
（２）平沼高校地域貢献デー 他 

７名 

１２月１５日（木） 
Aブロック連絡会 
（１）Aブロック地域の DIGに基づく情報共有と意見交換 １名 

１２月１７日（土） 
定例会 
（１）Ａブロック会議報告 
（２）運営シミュレーション訓練について 他 

９名 

１月２１日（土） 

定例会 
（１）運営シミュレーション訓練について 
（２）備品購入について 
（３）ＤＩＧ訓練の実施 他 

７名 

２月５日（日） 横浜災害ボランティアネットワーク会議全体会（ＤＩＧ）訓練 ２名 

３月２５日（土） 
災害ボランティアセンター運営シミュレーション訓練 
定例会 
（１）次年度の取り組みについて 

１１名 
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 Ⅳ 福祉啓発・福祉教育の推進                             
  

 １ 福祉啓発・福祉教育の推進                                    
 

（１）企業の地域貢献活動の支援 
地域貢献活動を希望している企業の相談を受け、区内での活動(体験学習)を調整しました。 

月日 企業名 内 容 参加者数 

土・日 トランスコスモス みなとみらい周辺の掃除 約20～30名 

 
 

（２）福祉教育活動の相談調整 
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。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

（３）ふくしの学び応援金による福祉学習の促進 
各学校における福祉学習を促進するため、講師謝金等の経費を助成する「ふくしの学び応援金」は平成２８年

度、区内小中学校に対して周知・募集を行い、３件の申請を受け付けました。 

申請月 申請校 講座名 金額 

７月 横浜市立平沼小学校 平沼フェスティバル 福祉社

会に迫ろう（心のユニバーサ

ルデザイン講座） 

１０，０００円 

１月 横浜市立浅間台小学校 人権週間（障がい理解）手話

を通して 

 ３，０００円 

 
 

（４）福祉教育機材の貸出 
学校・職場で福祉体験を行う際の車椅子等の備品を必要とする方へ貸し出しました。また、障害者施設の就労

支援の目的も兼ね、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。 
                                                             （件数） 

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 

２８年度 ４３ １３ ３ ４ ３ ３ ２ 

２７年度 ４９ １０ ３ ２ ２ ０ １ 

比較増△減 △６ ３ ０ ２ １ ３ １ 
 
 

月日 依頼者 内 容 
延べ 

参加者数 

５月１１日（水） コンフォート病院 視覚障害講座 約４５名 

６月１６日（木） ホームライフ管理 認知症サポーター講座 ２９名 

７月９日（土） 横浜市立平沼小学校 平沼フェスティバル（福祉社会に迫ろう） ３００名 

１０月２７日（木） 横浜市立一本松小学校 手話講座 ７０名 

１０月２７日（木） 神奈川県立横浜平沼高校 
地域貢献デーのプログラムに協力（共

同募金運動、災害ボランティア） 
８０名 

１２月２日（金） 横浜市立岡野中学校 聴覚障害理解・手話講座 １００名 

１月１０日（火） 横浜市立浅間台小学校 人権週間（障がい理解）手話を通して ３０９名 
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（５）福祉教育推進のための研修の実施 

 ① 先生のための福祉講座（１８区社協共催）の開催 
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
を目的に、横浜市教育委員会、横浜市社協及び１８区社協合同で講座を実施しました。  

 

月日・場所 内  容 参加者数 

 第１回 

  ７月２７日（水） 

①導入講座「福祉とは、福祉教育とは」 

  講師：学習院大学文学部教育学科 教授 長沼 豊 氏 

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」 

２８名 

 第２回 

  ７月２８日（木） 
３３名 

 

 ② こども福祉講座の開催 
夏休みに小学校４年生から６年生と中学生を対象とした「サマーボランティア」講座を開催しました。 

  

月日・場所 内 容 参加者数 

８月１日（月） 

横浜駅、フクシア 

『ガイドボランティア体験』 

視覚障害者の誘導体験とユニバーサルデザインを見つける 

講師：ビューネット神奈川 

４名 

 

 

 Ⅴ 総合相談                                       
 

 １ 福祉相談事業                                              
日常的な様々な福祉ニーズに対して、相談者や相談内容に応じた情報提供や関係機関につなげるなどのサービ

ス提供に努めました。 
 
 ２ 地域における権利擁護事業（あんしんセンター事業）の推進                       

判断能力や身体能力が不十分な高齢者や障害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）地域福祉権利擁護事業（あんしんセンター事業） 
 
① 権利擁護に関する相談 

  ア) 件 数 

 
高齢者 障害者 その他 

不明 
合計 

 認知症 その他  身体 知的 精神 

平成２８年度 ２３ ４ １９ ４ １ １ ２ ３ ３０ 

平成２７年度 ２１ ３ １８ １１ １ ４ ６ ２ ３４ 
 

  

イ） 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 

平成２８年度 ２２ １ ４ １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ４ ０ ３３ 

平成２７年度 ３２ ０ ４ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ３７ 
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② 契約によるサービス（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） 

  ア） 契約件数 

 
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） 

２８年度 ２７年度 ２８年度 ２７年度 ２８年度 ２７年度 

定期訪問・金銭管理サービス ２５ ２２ １１ ７ ８ ２２ 

高齢者 １６ １７ ７ ６ ８ １７ 

障害者 ９ ５ ４ １ ０ ５ 

財産関係書類等預かりサービ

ス 
３ ２ １ ０ ０ ２ 

高齢者 ２ ２ ０ ０ ０ ２ 

障害者 １ ０ １ ０ ０ ０ 

終了理由  ２８年度 死亡：３、他区転居：１、成年後見：２、本人申出：２ 

２７年度 死亡：３、他区転居：１、成年後見：１ 
   

イ） 相談等延べ件数                             

 ２８年度 ２７年度 比較増減 

契約前対応 

（電話・訪問他） 

電話 116 17 99 

来所 4 0 4 

訪問 44 7 37 

手続き援助 4 0 4 

合計 168 24 144 

契約者対応 

（電話・訪問・各種手続き他） 

電話 1631 1777 ▲146 

来所 9 5 4 

訪問 509 568 ▲59 

手続き援助 78 66 12 

合計 2227 2416 ▲189 

終了後対応 

電話 71 19 52 

来所 5 6 ▲1 

訪問 16 9 7 

手続き援助 3 0 3 

合計 95 34 61 
 
③ 広報・啓発活動  

  ア） 横浜シニア大学（再掲） 
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５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 職員 竹上 

 

イ）講座の開催 
区民や区内の通所介護事業所を対象に西区・西区社会福祉協議会･西区４地域ケアプラザ（地域包括支援 

センター）社会福祉士会が連携し、講座を開催しました。 
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 講座名 月日・場所 内 容 人数 

かしこい老後～相続・遺言と成

年後見制度～ 

（協力事業） 

７月２４日（日） 

戸部本町地域ケアプラザ 

相続や遺言、成年後見制度など、高齢

者の生活を支える制度や窓口について

理解を促しました。 

講師：弁護士法人港国際法律事務所 

弁護士 三好 啓氏 

６名 

ダブルケアを知ろう！ 

（共催事業） 

１１月２９日（火） 

戸部本町地域ケアプラザ 

「親の介護と子育てを同時にすることにな

ったら・・・」体験談を交えながら、「ダブル

ケア」や必要な支援について考えるきっ

かけを作りました。 

講師：NPO法人シャーロックホームズ 

東 恵子氏 

１６名 

これって虐待？！気づきのポ

イント～あなたと大切な人を守

るために～ 

（協力事業） 

１月２１日（土） 

西区役所 

「高齢者虐待」は、身体的なものばかりで

はなく、経済的・心理的なもの等、目に見

えにくいものもあります。寸劇を通じて、虐

待に気づく為のポイントを分かりやすく学

びます。 

講師：淑徳大学 総合福祉学部 

教授 山口 光治氏 

１１名 

 
 

④ 西区役所及び地域ケアプラザ（地域包括支援センター）との連携 
 

 ア） 社会福祉士会への参加    
権利擁護事業に関して情報交換を行うため、月１回の会議に出席しました。 

  
イ） 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（参加回数３回）。 
 
ウ） ケース検討会等の実施・参加 
契約者への支援方法の確認や情報共有のため、ケース検討会を行いました。（随時） 

 

（２）第１期市民後見人候補者へのフォローアップ     
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平成２５年度に養成講座を受講した市民後見人候補者を、平成２８年度はフォローアップを行

いました。 

サポートネット分科会 
西区役所や区内地域ケアプラザ社会福祉士とともにサポートネット分科会を開催、市民後見人候補者とともに

ケース検討を行い、市民後見制度について見識を深めました。 
 

月日 場所 内容 市民後見人バンク登録者参加人数 

７月２７日（水） 西区福祉保健活動拠点「フクシア」 ケース検討 １２名 

 

（３）障害者後見的支援制度の推進 

生涯にわたり本人に寄り添いながら、地域の見守りのなかで暮らしていけるよう支援する「後見的支援制度」を西区

で運営する「さぽーと・ねくさす」と地域の情報交換等を行いました。 
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 ３ 生活福祉資金等貸付事業                                             
 

（１）生活福祉資金貸付事業 
 
生活福祉資金：低所得者、障害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て実施しま

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。 

①貸付件数 緊急小口２件 福祉資金（教育支援資金含む）３件 合計５件 

  

 
 

 

 ②相談件数 

相談項目 制度内容相談 貸付相談 返済相談 
合計 

割合 

資金項目 面接 電話 
その他 
封書等 

面接 電話 
その他 
封書等 

面接 電話 
その他 
封書等  

総合支援資金 7 85 42 5 5 19 18 62 213 456 19% 

臨時特例資金 0 1 0 0 0 2 0 3 27 33 1% 

緊急小口資金 12 119 15 26 46 82 9 39 106 454 19% 

福祉資金（教育支

援資金含む） 
36 274 125 43 47 163 37 75 307 1,107 46% 

不動産担保 

（要保護含む） 
1 7 6 0 2 8 0 0 3 27 1% 

生活福祉資金 

以外の制度 
79 123 112 - - - - - - 314 13% 

平成28年度合計 135 609 300 74 100 274 64 179 656 2,391 100% 

平成27年度合計 89 657 286 123 232 287 90 267 438 2,469   

比較増△減 46 △48 14 △49 △132 △13 △26 △88 218 △78   

 

 

 

（２）生活福祉資金貸付世帯への支援取り組みの実施 
月次報告を基に償還状況を確認、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。 

新規相談

資金項目
相談、
実施者数

対応回数

総合支援資金 4 12 0 0 4 12 0%

臨時特例資金 0 0 0 0 0 0 0%

緊急小口資金 27 105 2 75 29 180 7%

福祉資金（教育支援資金含む） 34 150 3 102 37 252 9%

不動産担保（要保護含む） 1 1 0 0 1 1 0%

生活福祉資金以外の制度 18 79 18 79 0%

合　計 84 347 5 177 89 524

初回相談
者数Ａ

対応回数
Ｂ

貸付実施
者Ｃ

対応回数
Ｄ

合計
貸付実施
率Ｃ/Ａ
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内  容 件  数 

移管事務 
他区・他市・他県への移管        ０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） 
２０件 

滞納世帯への調査 ３６５件 
 

（３）生活困窮者自立支援施策への対応 
区生活困窮者自立支援事業担当課からの依頼により、定例支援調整会議へ出席しました。 

（西区区役所 ３階会議室にて開催） 

回数 月日 内容 

第1回 ５月３１日（火） 
生活困窮者自立相談支援事業の実績報告と２８年度の取組について 

事例検討、地域包括ケアシステムの構築に向けて 

第2回 １０月１７日（月） 
生活困窮者自立相談支援事業の実績報告について、事例検討 

食糧支援について、寄り添い型学習支援事業について 

第3回 ２月２７日（月） 
平成２８年度の振り返りと平成２９年度に向けて、事例検討 

寄り添い型学習支援事業について 

（４）食料支援 
   区や個人から要請があった世帯について、状況をヒアリングして必要性を検討し、食糧支援を行っている団体 
  を紹介しました。 

食糧支援団体 件数 

セカンドハーベスト・ジャパン ７件 

その他の団体 ３件 

 

 Ⅵ 福祉ニーズのある方への支援                          
  

 １ 子育て支援                                              
 

（１）親子ふれあい会への支援 
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（財源：共同募金配分金）。 

 

助成地区 金 額 

３地区 １４４,０００円 
 
（２）子どもの居場所づくりに関する勉強会の開催  
 

①子どもの居場所づくり勉強会「居場所の機能・考察と実践」 

月日 参加者 内容 

７月８日（金） ２７名 池田正則氏（ＮＰＯ法人リロード事務局長／よこはま西部ユースプラザ

施設長）を講師に迎え、子どもの居場所づくりに取り組むにあたって、考

えておくべきことを伝えていただきました。 
 
②子どもの居場所づくり勉強会「子どもの声を聴く大人になろう」①② 

月日 参加者 内容 

① ７月１９日（火） 

② ８月８日（月） 

① １９名 

② １７名 

嶋村仁志氏（一般社団法人ＴＯＫＹＯ ＰＬＡＹ）を講師に迎え、子どもの

気持ちを引き出し受け止める方法を、体験を通して学びました。 
 

③西区子どもの居場所情報交換会 
月日 参加者 内容 

３月１５日（金） １９名 子どものために食事、遊び場、多世代交流の機会を提供している４団
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体と、にこまちトライプロジェクトのメンバーで情報交換会を行いました。 

 
（３）児童福祉分科会の開催 

  月日・場所 内 容 参加人数 

１月２７日(金) 

西区福祉保健活動拠点 

フクシア 

西区の子どもに関する取り組みや連絡会の紹介や情報交換を

行いました。また、西区社協の定款改正、理事・評議員・各種

委員の推薦について承認いただきました。 

１２団体 

１３名 

 
（４）西区地域子育て連絡会議の開催 

児童福祉関係分科会とは別に、区社協会員以外の方を含めた連絡会議を行っています。西区地域子育て支

援拠点「スマイル・ポート」と共同事務局として、平成２８年度は研修会を開催しました。 
 

月日・場所 内 容 参加人数 

１月３０日(月) 

西区福祉保健活動拠点 

フクシア 

研修：今、改めて見直そう居場所の防災 

講師：ＮＰＯ法人子育てひろば全国連絡協議会 事務局 

       岩崎久美子氏 

グループワーク、ミニ防災訓練 

２１名 

 ２ 障害児・者支援                                           
 

（１）西区地域自立支援協議会への参画 
区内の障害関係施設で構成する「西区地域自立支援協議会」の一員として、全体会議（年２回）の他、各種会

議等に参加・協力しました。 

 

 

 

 

 
 

（２）障害者福祉関係分科会の定例開催 
障害児者関係団体・施設を中心とした分科会を定例的に開催し、共通課題の検討や分科会事業の実施等を積

極的に行いました。 （詳細はＰ３０参照） 
 
 

 ３ 高齢者支援                                              
 

① ハマのオヤジゼミナールの開催 （再掲） 

 退職後またはこれから定年を迎える男性を対象に、地域での仲間づくりやボランティア活動へつながるきっかけづ

くりとして、導入編の講演会および講座を開催しました。 

 

１）講演会「オヤジのセカンドライフを考える」 

  月日 ・ 場所 内 容 人数 

９月２８日（水） 

西区福祉保健活動拠

点「フクシア」 

講師：青木 羊耳氏（シニア産業カウンセラー） 

内容：趣味活動を通じた仲間づくりやボランティア活動の必要性や楽し

さについての講演とグループワーク 

１７名 

 
 

２）「笑顔を届けるバルーン講座」（全７回）  ［ＮＴＰ高齢へも記載］ 

バルーンづくりを通した仲間づく理と活動のきっかけづくりとして、現場体験も含めて実施しました。 

 

参加会議名 内 容 担当 

担当者会議 全参加施設の担当者の集まり 職員 

余暇支援部会 長期休暇中の学齢期障害児への余暇支援 職員 

防災会議 災害時対応についての検討・施設見学等 職員 
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  月日 ・ 場所 内 容 人数 

１０月１１日（火） 

１０月１９日(水) 

１０月２５日(火) 

１１月６日(日) 

１１月８日（火） 

西区福祉保健活動拠

点「フクシア」ほか 

講師： 魚地 昌彦氏 （西区街の名人達人登録講師）  
第１回：オリエンテーション、バルーンづくり 

第２回：バルーンづくり 

第３回：バルーンづくりおよびミニ学習会「現代の子どもの状況を知る」 

講師：藤村 メイ子氏 

（西区地域子育て支援拠点スマイル・ポート） 

第４回：現場体験 西区区民まつりでバルーンの実践 

第５回：現場体験の振返り、先生からのまとめほか 

第６回：現場実習① 西区地域子育て支援拠点スマイル・ポート 

第７回：現場実習② よこはまみなとみらい保育園 

 

延べ５８名 

 

 

 

（２）ふれあい会等を対象とした研修会の実施 （再掲） 
 
西区より事務委託を受けているふれあい会（高齢者見守り会）支援について、活動を行っている担い手を対象

に研修会を実施しました。 

月日・場所 内 容 参加人数 

１１月８日（火）  

西区役所 ３ＡＢ会議室 

・講演：みんなでつくる「お互いさま」のまち  

～逗子の龍村さんに学ぶ見守り活動のコツ～   

講師：逗子市山の根自治会会長 龍村敦子氏 

・グループでの意見交換 

３０団体 ５５名 

  
（３）関係機関との連携 

認知症サポーターを養成する区内の「認知症キャラバンメイト連絡会交流会」に参加し、情報交換等を行いまし

た（４回）。  
 

（４）高齢者福祉関係分科会の定例開催 
高齢者関係団体・施設を中心とした区社協会員の集まりである分科会を定例的に開催し、勉強会等を行いまし

た。（詳細はＰ３０参照） 
 
 

 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害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 

 【登録番号】関神福第１２６号  
  
（１）利用状況および登録者  
                                                                                 (件数) 

利用内容 総数 外出支援 区社協送迎 

28医療（通院等） ２９８ ２８４ １４ 

27医療（通院等） ３１０ ３１０ ０ 

比較増△減 △１２ △２６ １４ 

28福祉サービス利用 ０ ０ ０ 
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27福祉サービス利用 ０ ０ ０ 

比較増△減 ０ ０ ０ 

28その他 ０ ０ ０ 

27その他 ０ ０ ０ 

比較増△減 ０ ０ ０ 

28合計 ２９８ ２８４ １４ 

27合計 ３１０ ３１０ ０ 

比較増△減 △１２ △２６ １４ 
 

新規利用登録 総数 外出支援 区社協送迎 

平成28年度 １０ １０ ０ 

平成27年度 １４ １４ ０ 

比較増△減 △４ △４ ０ 

（２）送迎ボランティア育成・支援 

 

 ①  送迎ボランティア登録者数 
年度 人数 

平成28年度 ９ 

平成27年度 １０ 

比較増△減 △１ 

 
 

②  送迎ボランティアミーティング 
送迎サービスの運転ボランティアを対象に情報提供・情報交換のためのミーティングを実施しました。 

 

月日・場所 内容 参加人数 

９月７日（火） 

西区福祉保健活動拠点 

「フクシア」 

○送迎サービス事故発生状況についての報告 

○感染症について 

○安全運転チェックテスト 

○車いすの取り扱い確認について 他 

６名 

 

３月７日（水） 

西区福祉保健活動拠点 

「フクシア」 

○送迎サービス事故発生状況についての報告 

○注意事項 

○情報交換 

７名 

   

③  研修 
送迎ボランティアの方に南区社会福祉協議会で実施した南警察署交通課による「安全運転研修会」に参加しま

した。 

月日・場所 内 容 参加人数 

９月２３日(金) 

鶴見区福祉保健活動拠点 

○ＪＡＦデータから見た交通事故防止について（実

験映像を使って） 
２名 
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 ５ 交通遺児等への支援                                              
 

 

（１）交通遺児援護金の交付 
区内の２０歳未満の交通遺児を抱える世帯に対し、事故見舞金や入学・卒業の激励金を交付する事業で、平 

成２８年度は１件援護金を交付しました。 

給付件数 内容 金額 

１件 

かながわ交通遺児援護基金「激励金」１件

（５０，０００円）、本会善意銀行交通遺児預

託金「勉学奨励金」１件（５０，０００円） 

１００，０００円 

 
 
 
 
 
 
 
（２）低所得者援護費の給付 

行路病人に対して援護金を区民児協が給付しました。 
 

給付件数 内容 金額 

H２８ ４４件   旅費４４件、食費０件、その他０件 １４,７００円 

H２７ ５４件 旅費５４件、食費０件、その他０件   １６,０３０円 
 
（３）小災害見舞金の交付 

区内で小災害（火事等）に被災された世帯に対し見舞金を交付しました。 
 

災害発生日 件数・内容 金額 

３月２６日（土） 火災 １件 １５,０００円 

１１月１７日（木） 火災 ３件 ３０,０００円 

２月２４日（金） 火災 １件 １５,０００円 

   H２８年度 合計 火災 ５件   ６０,０００円 

 

   H２７年度 合計   火災 ５件   ３０,０００円 

 

 

 Ⅶ 福祉情報発信機能の充実                              
 

 １ 広報紙の発行・ホームページの活用                               
 

（１）広報紙の発行 
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２回発行しました。今年度より区社協広報を目にしない世代の PR を目的として、タウン

ニュース紙面に掲載をし発行しました。 

  ① 広報紙「もくせい」の発行 

発行月 内 容 発行部数 

７月 

（第６９号） 

○サマーボランティア講座紹介、送迎ボランティア募集 

○その他：フードドライブ報告、生活支援コーディネーター紹介、平成２７年

度事業報告・決算報告、賛助会員・善意銀行のお礼、拠点利用案内 他 

３３，０００部 
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１月 

（第７０号） 

○ボランティア講座紹介（聞き上手ボランティア講座、ボランティア入門講

座等） 

○その他：フードドライブ活動、にこまち助成金案内、ふれあい助成金説明

会、にこまちフォーラムについて、賛助会員・善意銀行のお礼 他 

３３，０００部 

  

（２）ホームページの活用 
ホームページを平成２８年４月にホームページリニューアルし、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。また併せてフェイスブックページの作成を行い、随時更新を行いました。 
 

西区社協ホームページ（http://www.yoko-nishishakyo.jp/） 

西区社協フェイスブック（https://www.facebook.com/yokonishisya#） 

H２９年度更新回数 ４９回 

H２８年度更新回数 ２６回 
 

（３）「見える！分かる！西区社協」の発行 
区社会福祉協議会事業について知ってもらうため、「平成２７年度事業・決算報告／平成２８年度事業計画・予

算計画」の概要を区民に見やすく分かりやすくまとめたものを作成し、区社協会員等へ配布しました。 
 

（４）区社協カレンダーの発行 
地域住民に対し、区社協についての理解を深めてもらい、より身近な存在となるよう、日常的に使用するカレン

ダーを作成・配布しました。作成にあたっては区内の地区社協が主に高齢者等への配布用として作成しているカ

レンダー作成と連携し、販売による収益金は寄付金として受入れました。 

 Ⅷ 西区地域福祉保健計画の推進                          
 

 １ 第３期西区福祉保健計画の推進とＮＴＰによる事業展開       
 

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」を一体的に策定し、本年度は「第

３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）の推進開始初年度となります。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推進を担いました。 
 
（１）にこまち助成金の配分（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」の事業として設置された助成金制度です。「にこまちプラン(西区地域

福祉保健計画)」を推進していく活動を支援するために、各団体からの申請に基づき、にこまち助成金審査委員会

で審議検討のうえ助成しました。 
 

  ※Ａコース：まちづくり､Ｂコース：サービスづくり､Ｃコース：人づくり  それぞれ５万円・５０万円を  

限度に助成 

申請区分 助成決定 合計団体数 助成金合計 

Ａコース 

（まちづくり） 

<上限５０万円>：４団体 

<上限５万円>： ４団体 
８団体 

 <上限５０万円>：１，０６４，０００円 

 <上限５万円>：   １６０，０００円 

Ｂコース 

（サービスづくり） 

<上限５０万円>：４団体 

<上限５万円>：   
４団体  

 <上限５０万円>：  ８３１，０００円 

 <上限５万円>：         ０円 

Ｃコース 

（人づくり） 

<上限５０万円> 

<上限５万円>： １団体 
１団体 

 <上限５０万円>：        ０円 

 <上限５万円>：     ５０，０００円 

合  計 １３団体     ２，１０５，０００円 

（詳細はＰ３８ 別表３を参照）  
（２）ＮＴＰ（にこまちトライプロジェクト）による事業展開 

４つテーマ別に（高齢、障害、子ども、ボランティア）、区全体の課題解決に向けて、「ＮＴＰ（にこまちトライプロジ

ェクト）」と称して具体的な取り組みを行いました。 
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 ①高齢分野   
１）ハマのオヤジゼミナールの開催（再掲） 

 退職後またはこれから定年を迎える男性を対象に、地域での仲間づくりやボランティア活動へつながるきっかけづ
くりとして、導入編の講演会および講座を開催しました。 

 
 

ア）講演会「オヤジのセカンドライフを考える」 

  月日 ・ 場所 内 容 人数 

９月２８日（水） 

西区福祉保健活動拠点

「フクシア」 

講師：青木 羊耳氏（シニア産業カウンセラー） 

内容：趣味活動を通じた仲間づくりやボランティア活動の必要性や楽

しさについての講演とグループワーク 

１７名 

  
 

 

 

イ）「笑顔を届けるバルーン講座」（全７回） （再掲） 

バルーンづくりを通した仲間づく理と活動のきっかけづくりとして、現場体験も含めて実施しました。 

  月日 ・ 場所 内 容 人数 

１０月１１日（火） 

１０月１９日(水) 

１０月２５日(火) 

１１月６日(日) 

１１月８日（火） 

西区福祉保健活動拠点

「フクシア」ほか 

講師： 魚地 昌彦氏 （西区街の名人達人登録講師） 

第１回：オリエンテーション、バルーンづくり 

第２回：バルーンづくり 

第３回：バルーンづくりおよびミニ学習会「現代の子どもの状況を知る」 

講師：藤村 メイ子氏（西区地域子育て支援拠点スマイル・ポート） 

第４回：現場体験 西区区民まつりでバルーンの実践 

第５回：現場体験の振返り、先生からのまとめほか 

第６回：現場実習① 西区地域子育て支援拠点スマイル・ポート 

第７回：現場実習② よこはまみなとみらい保育園 
 

延べ５８名 

 

 ②障害分野 
 

１）出会いの場「来て、見て、知って、つながって」の開催 
 
障害福祉関係分科会にて企画し、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 参加人数 

８月４日（木）  

THEORIENTGARDEN 

障害のある方との「違い」ではなく、日常生活や趣味について話をし、

「共通点」を通して、障害当事者の「その人自身」の理解をすすめる

目的で実施しました。 

事業継続も４年目を迎え、新しく参加する団体も増えた為、「拡大版」

という形で生活支援ネットワークに協力を頂き、広いスペースでテー

ブルごとに複数のグループを作って実施しました。 

３５名 

 
 ③ 子ども分野  

月日 検討メンバー 

第１回  ４月２８日（木）   第２回  ５月１６日（木）   第３回  ６月１４日（火） 

第４回  ７月２３日（木）   第５回  ９月 ２日（水）   第６回 １０月１５日（木） 

第７回 １２月 ８日（火）   第８回  １月２６日（火）   第９回  ３月１１日（金） 

１０名 
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１）子どもの居場所づくり勉強会「居場所の機能・考察と実践」 （再掲） 

月日 参加者 内容 

７月８日（金） ２７名 池田正則氏（ＮＰＯ法人リロード事務局長／よこはま西部ユースプラザ

施設長）を講師に迎え、子どもの居場所づくりに取り組むにあたって、

考えておくべきことを伝えていただきました。 
 
２）子どもの居場所づくり勉強会「子どもの声を聴く大人になろう」①② （再掲） 

月日 参加者 内容 

①７月１９日（火） 

②８月８日（月） 

①１９名 

②１７名 

嶋村仁志氏（一般社団法人ＴＯＫＹＯ ＰＬＡＹ）を講師に迎え、子ども

の気持ちを引き出し受け止める方法を、体験を通して学びました。 
 

３）西区子どもの居場所情報交換会 （再掲） 
月日 参加者 内容 

３月１５日（金） １９名 子どものために食事、遊び場、多世代交流の機会を提供している４団

体と、にこまちトライプロジェクトのメンバーで情報交換会を行いました。 
 
 ４）ボランティア分野 

月日 検討メンバー 

第１回  4月1３日（木）   第２回  5月13日（月）    

第３回  6月２0日（木）   第４回 １1月１8日（月）   
１１名 

 

１）ボランティア団体探検ツアー 

月日 参加者 内容 

9月3日（土） 

9月23日（金） 

9月24日（土） 

9月27日（火） 

9月29日（木） 

10月29日（土） 

のべ 41名 西区内で活躍するボランティア団体・施設の活動を実際に見学・体験

し、お互いをよりよく知りあう「ボランティア団体探検ツアー」を開催しま

した。 

（訪問団体・施設） 

ディアナ横濱、98「愛」ネットワーク、カサコ、Friends にし、 

ｅネットにし探検隊、高島中央公園愛護会 
 

（３）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」の第３期計画にむけての基調講演と発表会を西区役所・地域ケアプラ

ザと共催で開催しました。 
 

月日・会場 内  容 参加人数 

２月１８日（土） 

西公会堂 

【第１部】 講演会： みんなでつくる地域のつながり 

          講師 村井 祐一氏（田園調布学園大学教授） 

【第２部】 地区別計画発表 各地区社協 

       ＮＴＰの取り組み、にこまち助成金について 

<ロビー展示>各種パネル、障害者福祉施設等の物品販売など 

２６７名 

 

 

 ２ 地区支援チームへの参画                                    
 

各地区が地区別計画を推進するにあたり、区役所・地域ケアプラザ・区社協が地区支援チームとして協働し、

チーム打合せや地区別懇談会への参加等を行いました。 
 
  ① 第一地区 

月 日 ・ 内 容 

■地区懇談会： 

  第１回 ９月９日（金）   第２回（拡大版） １２月１４日（水）   

  主な内容： 計画実現に向けての検討、部会による活動の導入など  



 27 

■その他の会議等 

  高齢部会 ３月２７日（月）  

■支援チーム打ち合わせ 

  第１回 ６月８日（水）  第２回 １１月１４日（月）  第３回 １２月２８日（水）  第４回 ３月２日（木） 
 

  ② 第２地区 

月 日 ・ 内 容 

■地区懇談会 

  第１回 １０月１３日（木）   第２回 ２月３日（金）  

  主な内容： 第３期計画策定について、これまでの振返りなど 

■その他の会議等 

  理事会 ６月２日(木) 敬老ふれあい茶話会 １０月２５日(火)  

   藤棚らいぶステーションボランティア懇親会 ３月２９日(水) 

■支援チーム打ち合わせ 

  第１回 １月２７日（金）  第２回 ２月２７日（月） 
 
③第３地区 

月 日 ・ 内 容 

■地区懇談会 

  第１回  ６月 ２日（木）   第２回  ９月２８日（水）   第３回 １月１９日（木） 

  エリア意見交換会 １２月８日（木） 

  主な内容： ふれあい春まつり、広報紙について、福祉フェスタについて、地区別計画についてなど 

■その他の会議等 

  地区別計画書会議： 第１部会（７回）  第２部会（１０回）  第３部会（７回） 

  ふれあい春まつり（５/１５開催）関係会議：  

４月６日（水）・１月２６日（木）・３月９日（木） 実行委員会  ４月１６日（土） 参加団体説明会  

 福祉フェスタ(１０/１開催)関係会議： ８月２３日（火） 

  ■支援チーム打ち合わせ 

  第１回 ８月４日（木）  第２回 ９月８日（木）  第３回 １１月４日（金） 第４回 ２月８日（水）  
 
④第４地区 

月 日 ・ 内 容 

■理事会 

第１回  ５月２９日（日）  第２回 ６月１４日（火）  第３回 ７月５日（火） 第４回 １０月４日（火） 

第５回  １１月７日（月）  第６回 ２月１４日（火）  第７回 ３月２５日（土） 

■その他の会議等 

ふれあい会・友愛会・食事会交流会  

第１回 ８月２９日（月） 第２回 １１月７日（月） 第３回 ２月６日（月）  

■支援チーム打ち合わせ 

第１回  ７月６日(水)   第２回  １０月５日(水)   第３回 ３月１日(水)  
 
⑤第五地区  

月 日 ・ 内 容 

■地区懇談会 

  第１回 ５月２６日(金)  第２回 ８月２５日(金)  第３回 １１月２４日(金)  第４回 ２月２３日(金) 

  主な内容： 第３期地区別計画進捗状況、団体活動紹介、にこまちフォーラムについてなど 

■その他の会議等 

納涼まつり打合せ 

■支援チーム打ち合わせ ５月２６日（木） 

  第１回 ９月２３日（金）  第２回 １２月２２日（木） 
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⑥第六地区 

月 日 ・ 内 容 

■地区懇談会 

  第１回 ９月９日(金)  第2回 1月27日（金） 

■その他の会議等 

第六地区地域のつどい： ７月４日（金） ＊テーマ：「災害」 

第２回地域の絆研修・交流会：３月４日（土） 

■支援チーム打ち合わせ 

 第1回 ６月３０日（月）  第２回 ８月１日（月）  第３回 １０月６日（水）  第４回 1月25日（水） 

第5回 ３月７日（火）  

 

 

 

 Ⅸ 横浜市西区福祉保健活動拠点「フクシア」の運営             
 

 １ 拠点の管理・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

くの方に活用いただけるよう運営を行いました。 

 

（１）登録状況 

  ① 利用登録団体  ２３５団体   

ボランティア・市民活動団体 障害児者等当事者団体 
その他（地域団体、福祉保健

の職域団体） 

１０８団体 ３９団体 ８８団体 

 

② メールボックス使用団体  ２０団体 （２４個中） 

③ ロッカー使用団体     ３８団体  (４０個中) 
 

 

（２）利用状況 
 

部屋名 利用件数・利用率  

 平成２８年度 平成２７年度 比較増減 

団体交流室 １,１４０件 ６８.８％ １,０６７件 ６７.５％ ７３ 

多目的研修室 ８３７件 ７５.０％ ７３６件 ６７.４％ １０１ 

点字制作室 ４４９件 ４１.７％ ３７７件 ３５.１％ ７２ 

録 音 室 １４１件 １３.７％ １１３件 １１.０％ ２８ 

対面朗読室・編集室 ７１５件 ６０.５％ ６３３件 ５６.６％ ８２ 

全  体 ３,２８２件 ５１.９％ ２,９２６件 ４７.５％ ３５６ 

 

（３）利用調整会議 
利用登録団体間の交流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。参加団体は小グルー

プに分かれて、活動紹介などの活発な情報交換を行っていました。 
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（４）ペットボトルキャップの回収 
 拠点内に回収ボックスを設置しています。来館者から集めたキャップは、業者を通じて、世界の子どもにワクチン
を日本委員会に寄付しています。 

      

 

 

 
 

（５）意見箱の設置 
 団体交流室に市社協の独自システムである「ご意見箱」を設置しました。平成２８年度は３件に対応しました。 

 

Ⅹ 法人運営                                         
 

 １ 会員、部会・分科会・委員会                                     
 

（１）会員 

  ① 正会員                       ②賛助会員 

 

（２）部会・分科会・委員会 
会員同士の交流や課題検討、助成金審査等のため、各種会議を開催しました。 

 ①分科会 
   【地区社協分科会】 

地区社協会長・副会長、事務局長、事業担当者等も広く出席し、地区社協間の意見交換･課題検討を行いまし
た。 
 
 

月日・場所 内 容 参加数 

２月９日（木） 

西区福祉保健活

動拠点 

「フクシア」 

○事務局からの注意事項伝達 

○グループごとに情報交換 

○ロッカー・メールボックスの抽

選 

３１団体 ３４

名 

 平成２８年度 平成２７年度 

個数 ２８，４６６個 １０，６４０個 

社会福祉事業を行う施設 ２５ 

 

法  人 ６３ 

民生委員児童委員 １１７ 個  人 １０１ 

地区社会福祉協議会 ６ 賛助会員合計 １６４ 

地区連合町内会・自治会 ６ 

賛助会費合計 

法人・個人（６１５,８４０） 

＋連合（４８７,４００） 

＝１,１０３,２４０円 

障がい者団体等当事者団体 １７ 

ボランティア・市民活動団体 １８ 

社会福祉関係団体 １６ 

行政機関 ４ 

学識経験者 ２ 

正会員合計 ２１１ 

正会員会費合計 ６８２,０００円  会費合計 １,７８５,２４０円 
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月日 議 題 結果 人数 

４月２８日（木） 
○平成２８年度地区社協分科会について 

○地区社協助成金、区社協事業計画について  

全て承認

された 

１８名 

５月２６日（木） 
○研修【生活支援体制整備事業とこれからの地域づくり】 

○賛助会費について 他 
２３名 

６月２３日（木） 

【学習会】（再掲） 

内容：障がいのある人もない人も生きやすい地域社会を

講師：横浜市社会福祉協議会障害者支援センター室長 

    村岡 福藏  

○フードドライブについて 

１９名 

７月２９日（金） 

【視察研修】（再掲） 

老人福祉センター 横浜市緑寿荘 

障害者研修保養センター 横浜あゆみ荘 

２３名 

９月２９日（木） 
○助成金について 

○にこまちプランのテーマ別進捗状況について 他 
１９名 

１０月２７日（木） 
○平成28年度高齢者見守り活動交流会について 

○各地区からの情報提供 
１５名 

１１月２４日（木） 【第２回よこはま地域福祉フォーラムへの参加】 １４名 

１２月２２日（木） 
○地区社協面談について 

○地区社協全体研修について 
２０名 

１月２６日（木） 
○西区社会福祉協議会定款改正について 

○各種委員会委員候補者の推薦について 
２２名 

２月２１日（火） 

【視察研修】 小田原福祉会 

潤生園在宅介護総合センター れんげの里 

地域交流拠点施設「ふれあい処ひとやすみ」 

１７名 

２月２３日（木） 

○全体研修（視察研修）の報告 

○よこはまの地区社協活動～地区社協データ集 

○次年度の地区社協分科会について 他  

１７名 

３月１６日（木） 
○Ｈ29年度賛助会費について 

○地区社協のてびき（改訂版）素案について 
１６名 

※場所はすべて西区福祉保健活動拠点「フクシア」です。 

   【高齢者福祉関係分科会】 

月日 議 題 結果 人数 

６月３日（金） 
○分科会会長及び副分科会会長の選任について 
○昨年度の振り返り・今年度の取り組みについて 

全て承認

された 

１５名 

８月１９日(金) ○意見交換会（災害時の高齢者支援を考える）他 １７名 

１月１２日（木） ○研修会「災害時の高齢者支援と見守り活動」 １１名 

２月２０日（月） ○研修会・今年度の振り返り・来年度の取り組みについて １７名 

※場所はすべて西区福祉保健活動拠点「フクシア」です。 
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  【障害福祉関係分科会】 

月日 議 題 結果 人数 

６月２日（木） 
○分科会長・副分科会長の選出について 
○本年度障害福祉関係分科会の活動について 

全 て 承

認された 

１８名 

（１６団体） 

９月１５日（木） 
○出会いの場づくり事業の振り返り 
○事業の今後の進め方について意見交換 他 

１９名 

（１５団体） 

１１月１７日（木） 
○出会いの場づくり事業実施の経緯について確認 
○意見交換会（にこまちプランテーマ別検討会内容に基づき実施） 他 

１５名 

（１２団体） 

１月２４日（火） 

○西区社会福祉協議会定款改正について 

○理事・監事・評議員及び各種委員会委員候補者の推薦について 

○地域の居場所を見学（おひさまプラザ、藤棚わいわい広場） 

１４名 

（１１団体） 

３月２日（木） 
○分科会、「出会いの場づくり事業」実施報告 

○次年度分科会について 他 

１９名 

（１団体） 
※場所は１月２４日以外すべて西区福祉保健活動拠点「フクシア」です。 

（１月２４日は地域の居場所を見学の為、見学後生活支援センター西にて振り返りを行いました） 
 
 
 

  

  【ボランティア・市民活動分科会】 

月日 議  題 結果 人数 

５月２３日（月） 
○本年度分科会長、副分科会長の選出 
○年間計画について 

全 て 承

認された 

２１名 

６月２７日（月） 
○映画上映会の企画検討について 

○生活支援体制整備事業について 
１4名 

７月２５日（月） 
○映画上映会の企画検討について 

○生活支援体制整備事業について 

○市民防災センター見学会について 

１5名 

８月２２日（月） 台風のため休会 - 

9月２６日（月） 
○映画上映会の実施について 

○市民防災センター見学会について 

○ＮＶＣ ボランティア団体探検ツアーについて 

14名 

１０月２４日（月） ○映画「ＭＡＲＣＨ」上映会・南相馬意見交換会 26名 

１１月２９日（月） 
○市民防災センター見学会について 

○区民まつりについて（ふりかえり） 
１3名 

１月２６日（月） 
○西区社協定款の変更について、 

○理事･評議員及び各種委員会委員候補者の推薦について 
6名 

２月２7日（月） 
○平成２８年度のふり返り 

○次年度の分科会事業について 

○団体情報交換 

７名 

３月２４日（月） 
○次年度の分科会事業について 

○ふれあい助成金について 

 
１０名 
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月日 内容 人数 

１１月6日（日） 

戸部公園 
区民まつりへの参加 - 

10月２4日（月） 

フクシア 
○映画「ＭＡＲＣＨ」上映会・南相馬意見交換会 26名 

３月１1日(土） 

一本松小学校 
４地区社協「みんなのまつり」への出店  ２名 

 

【児童福祉関係分科会】 

月日 議  題 結果 人数 

１月２７日（金） 
○西区社協定款変更について 
○理事・評議員・委員会委員の選任について 
〇児童福祉に関する情報交換 

全 て 承

認された 
１３名 

 
 
【本会会員社会福祉施設等連絡会議】 

月日 議  題 結果 人数 

３月１０日（金） 

○連絡会開催要綱案について 
○平成２９年度区社協事業方針について 
〇社会福祉法改正に伴う理事・監事・評議員候補者について 
〇西区における社会福祉施設等の地域貢献事業について 

全て承認

された 
９施設 

 
 
  ② 委員会 

【社会福祉功労者表彰審査会】 

月日・場所 議 題 結果 人数 

１２月１４日（水） 

西区福祉保健活動拠点 

フクシア 

○平成２８年度西区社会福祉功労者の審査について 

○表彰式の形式について 

全て承認

された 
５名 

 

【助成金等審査委員会】 

月 日 議 題  結果 人数 

５月１０日（火） 
○平成２８年度西区社協ふれあい助成金の配分審査につい

て 
全て承認

された 

７名 

１１月１７日（木） 
○年末たすけあい募金助成の配分審査について 

○審査基準について 
７名 

 

【にこまち助成金審査委員会】 

月日 議 題 結果 人数 

７月７日（木） 
１．平成２７年度にこまち助成金 助成結果について 
２．平成２８年度にこまち助成金（5/10～6/9 受付分）について 

全て承認

された 

７名 

１１月１０日（木） 

１．平成２８年度にこまち助成金（9/6～10/5受付分）の審査に
ついて 
２．平成２７年度にこまち助成金団体の状況報告について 
３．次期にこまち助成金の申請受付期間等について 
 

 ６名 
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３月１５日（水） 

１．平成２８年度にこまち助成金助成結果報告について  
２ 平成２９年度にこまち助成金第１回(2/9～2/23受付分)審査
について 
３ 平成２２年度～平成２８年度にこまち助成金助成金［報告］ 

７名 

 

【ボランティアセンター運営委員会】 

月日・場所 議 題 結果 人数 

１０月２4日（月） 
○平成２８年度上半期ボランティアセンター運営状況について 

○平成２８年度ボランティアセンター事業について 全て承

認され

た 

６名 

３月７日（火） 

○平成２８年度ボランティアセンター運営状況について 

○平成２８年度ボランティアセンター事業について 

○平成２９年度ボランティアセンター事業計画（案）について 

６名 

※場所はすべて西区福祉保健活動拠点「フクシア」です。 

 

（２）理事会・評議員会・監事会 
 

  ① 理事会 
                            ※すべての議題等について承認、または確認されました。 

月 日 議 題 人数 

第１回 

５月２５日（水） 

１．顧問の選任について 
２．平成２７年度横浜市西区社会福祉協議会事業報告及び収入支出決算
報告について 
３．監事監査報告について 
４．保有する情報の公開に関する規程の一部改正について 

理事１０名 

監事 ３名 

第２回 

７月２１日（木） 

１．西区社会福祉功労者表彰について 

 

理事 ８名 

監事 ３名 

第３回 

９月２１日（水） 

１．平成２８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助成の実施について 

理事 ９名 

監事 ３名 

第４回 

１２月６日（火） 

１．定款の改正について 
２．理事・評議員選任規程の一部改正について  
３．評議員選任・解任委員会運営規則の制定について 
４．職員就業規程の一部改正について  

理事 ８名 

監事 ２名 

第５回 

２月２０日(月) 

１．評議員選任・解任委員の選任について  
２．評議員選任・解任委員会の招集について 
３．平成２９年度事業方針案について 

理事１０名 

監事 ３名 

第６回 

３月２２日（水） 

１．平成２８年度第２回補正予算案について  
２．次期本会評議員候補者の選任について 
３．平成２９年度事業計画案並びに予算案について 
平成２９年度西区福祉保険活動拠点事業計画案並びに予算案について 

４．定款改正及び改正社会福祉法施行による諸規程の一部改正について 

理事１０名 

監事 ３名 

※場所はすべて西区福祉保健活動拠点「フクシア」です。 

  

 ② 評議員会 
※すべての議題等について承認、または確認されました。 

月日・場所 議 題 人数 

第１回 

５月３０日（月） 

１．理事の選任について 
２．平成２７年度横浜市西区社会福祉協議会事業報告及び収入支出決算
報告について 
３．監事監査報告について 

評議員１８

名 

監事 １名 
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第２回 

９月２８日（水） 

１．平成２８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助成の実施について 

評議員１３

名 

 監事 ０名     

第３回 

１２月１５日（木） 

１．定款の改正について 
２．理事・評議員選任規程の一部改正について 
３．職員就業規程の一部改正について  

評議員１４

名 

 監事 ０名     

第４回 

３月２８日(火) 

１．平成２８年度第２回補正予算案について  
２．平成２９年度事業計画案並びに予算案について 
平成２９年度西区福祉保険活動拠点事業計画案並びに予算案について 

３．定款改正及び改正社会福祉法施行による諸規程の一部改正について 

評議員１５

名 

監事 １名 

※場所はすべて西区福祉保健活動拠点「フクシア」です。   
③ 監事会 

月日・場所 内容 出席者数 

５月１２日（木） 

西区福祉保健活動拠点

「フクシア」 

平成２７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 ３名 

 

（３）適切な法人運営 

  ① 個人情報の適切な管理 
「個人情報保護法」および区社協の「個人情報の保護に関する規程」に則り、適切な個人情報の管理を行いま

した。 

  ② 苦情受付 

受付件数 ０件 対応件数 ０件 

 

  ③ 災害時における区社協の業務の復旧対応 
災害等の緊急事態により被害を受けても重要業務を継続できるよう、食料や発電機、寝袋等の備蓄品を購入し

ました。 
 

（４）事務局運営 

  ① 職員の資質向上 
 法人内研修の他、外部機関が実施する研修等に事務局職員を参加させ、資質の向上に努めました。 

 

  ② 事務局会議・窓口職員会議の開催 
担当業務進行管理や業務執行上の課題等を職員全体で共有・検討し、区社協機能の向上につなげていくた

め、常勤職員を対象とした事務局会議を毎月２回、非常勤職員を含めたに窓口職員を対象とした会議を毎月１

回実施しました。 
 
（５）社会福祉功労者表彰（再掲） 

区内で地域福祉活動やボランティア活動に功労のあった方に対し、功をたたえ労をねぎらうと共に、地域福祉

の推進に資するため表彰を行いました。 
 

月日・場所 内容 参加人数 

２月４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    ２１件 

       善意銀行寄付者        ３件 

第２部  アトラクション（紙しばい、三味線・唄） 

５６名 
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 ⅩⅠ 福祉関係団体への協力・支援                           
 

次の福祉関係団体と連携およびサポートを行いました。 

 

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  



【別表１】

助成区分 団体名 配分額 事業名

1 A1 西・ともしび 200,000 会食会

2 A1 羽沢西部みまもり会 200,000 会食会

3 A1 宮ヶ谷ネット運営委員会 200,000 デイサービス

4 A1 第二地区社会福祉協議会 200,000 サロン

5 A2
特定非営利法人ワーカーズ・コレクティブた
すけあいぐっぴい

100,000 サロン・茶話会

6 A2 第五地区社会福祉協議会 100,000 親子の居場所づくり

7 A2 おもちゃのはこ 30,000 音楽ボランティア

8 A2 第４地区社会福祉協議会 100,000 親子の居場所づくり

9 A3 彩り会 50,000 サロン

10 A３ 岡野二丁目町内会フリーサロン 50,000 親子の居場所づくり

11 A３ コナンKID 50,000 子育てサロン

12 A３ サポート西 50,000 日曜大工・小修繕活動

13 A３ とべとべサロン 50,000 親子の居場所づくり

14 A３ ほっと幸せ会 50,000 会食会

15 A３ ボランティアグループ赤い靴 50,000 会食会

16 A３ 地域子育てサロン・オープンセサミ 50,000 親子の居場所づくり

17 A3 水仙会 50,000 デイサービス

18 A4 テン　フレンド 50,000 点訳

19 B3 たんぽぽのたね 50,000 自助活動

20 B3 友の会(OB会） 30,000 リハビリ

21 B3 横浜詩歌福祉吟詠同好会 50,000 リハビリ

22 B3 横浜中部ボッチャ同好会 50,000 リハビリ

23 B4
神奈川ＬＤ等発達障害児・者親の会「にじの
会」

50,000 自助活動

24 C
「くつろぎサロン～お楽しみ会～」実行委員
会

30,000 自助活動

25 C eネットにし探検隊 30,000 パソコン指導

26 C Friendsにし 30,000 日本語教室

27 C 音楽ボランティア一座にし 30,000 音楽ボランティア

28 C 会食ボランティアグループ元気か～い 30,000 会食会

平成２８年度　西区社協ふれあい助成金　配分一覧



助成区分 団体名 配分額 事業名

29 C かもめおもちゃ病院 30,000 おもちゃ修理

30 C 手話サークル「西」 30,000 手話指導

31 C 第六地区社会福祉協議会 30,000 多世代交流

32 C 西区地域精神保健家族会　もみじ会 30,000 自助活動

33 C ひまわりの会 30,000 花壇整備

34 C 藤棚新聞 30,000 新聞発行

35 C ふれあい６・７会 30,000 茶話会

36 C ママっこブラスにし 30,000 音楽ボランティア

37 C 横浜中央フォーラム 30,000 講演会・研修会

38 C 若芽の会 30,000 他世代交流

39 C 御所山町会ふれあい友愛会 30,000 会食会

40 C 水曜会 30,000 えほん読み聞かせ

41 C 西戸部２丁目第４町内会ふれあい友の会 30,000 会食会

42 Ｅ eネットにし探検隊 100,000 備品整備費

43 Ｅ ボランティアグループ赤い靴 98,500 備品整備費

44 Ｅ 第五地区社会福祉協議会 100,000 備品整備費

2,698,500合　　計



平成２８年度　年末たすけあい募金助成　配分一覧 【別表２】

番号 対象者分類 団体名 事業内容 助成額

1 高齢者 第一地区社会福祉協議会 ひとり暮らし高齢者等にカレンダーを配布 50,000

2 高齢者 第二地区社会福祉協議会 一人暮らし・高齢者の災害用品　配布事業 50,000

3 高齢者 第三地区社会福祉協議会
年末に民生委員によるひとり暮らし高齢者へのカ
レンダー配布

50,000

4 高齢者 第五地区社会福祉協議会
絵入りカレンダーを75歳以上の一人暮らしの方に
配布

50,000

5 高齢者 第六地区社会福祉協議会
年末に民生委員によるひとり暮らし高齢者へのカ
レンダー配布

50,000

6 高齢者
西区在宅介護者のつどい
あけぼの会

会員と認知症の家族同伴でのクリスマスコンサー
トを兼ねての食事会

50,000

7 高齢者 ほっと幸せ会
クリスマスとお正月に季節に即した献立のお弁当
のお届け

50,000

8 高齢者 西　ともしび 小学生・中学生と高齢者のふれあいクリスマス会 50,000

9 高齢者
会食ボランティアグループ
元気か～い

高齢者会食会 50,000

10 児童・青少年 とべとべサロン 子育て支援（サロン）活動 30,000

11 障がい児・者 西区生活支援ネットワーク　 障がい児者の家族と地域の方々との交流会 50,000

12 障がい児・者 横浜中部ボッチャ同好会
バスハイク・メンバー同士の交流会を深める季節
行事

50,000

13 障がい児・者 ふれあいショップ　のげやま ふれあいショップのげやま　交流会 50,000

14 障がい児・者 さらい工房 クリスマス会兼忘年会 50,000

15 住民全般
特定非営利活動法人
シャーロックホームズ

親子で一緒にＸ’マス会2015 50,000

16 住民全般 eネットにし探検隊 年賀状作り講座・カレンダー作り講座 40,000

17 障がい児・者 無限夢工房 障がい者通所事業所メンバーのクリスマス交流会 50,000

820,000合　　計

 



平成２８年度　にこまち助成金　配分一覧 【別表３】

団体名 事業名 配分額

1 A-1
まちづくり
新規

西区「みんなの学校」上映実行
委員会

誰もが住みやすい地域づくり事業 200,000

2 A-2
まちづくり
新規

紅梅気楽カフェ 紅梅気楽カフェ 500,000

3 A-3
まちづくり
継続

にこまちプラン第３地区
懇談会

地区内情報の発信・広報活動 64,000

4 A-4
まちづくり
継続

第五地区自治会連合会
第五地区納涼まつり～福祉と健康の
つどい～

300,000

5 a-1
まちづくり
継続

第一地区社会福祉協議会 とべ通りキッズハロウィン2016 50,000

6 a-2
まちづくり
継続

浅間台三丁目自治会 町内の震災時安否確認活動 50,000

7 a-3
まちづくり
新規

第４地区社会福祉協議会
第３期にこまちプラン第４地区　地区
別計画の推進

10,000

8 a-4
まちづくり
新規

ブリリアみらいコミュニティ
大規模マンションのコミュニティづくり
事業

50,000

9 B-1
サービスづくり

継続
ワーカーズ・コレクティブ
はっぴいさん

相互扶助の精神に基づいた生活支援
サービス

300,000

10 B-2
サービスづくり

新規
ホッと一息コーヒータイム

各種団体への訪問コーヒーサーブ事
業

130,000

11 B-3
サービスづくり

新規
第４地区社会福祉協議会 第４地区　みんなの食堂 183,000

12 B-4
サービスづくり

新規
第４地区社会福祉協議会

みんなの食堂
(冬休み・春休み)

218,000

13 C-1
まちづくり
新規

よこはま回想法倶楽部
回想法を学ぶ
～想い出を生きる力に～

50,000

2,105,000

助成区分

合　　計

  



平成２８年度　善意銀行　寄託者一覧　（敬称略） 【別表４】

(単位：円）

№ 受領年月日 寄附者 寄附金額 配分先

1 H28.4.22 匿名 2,131 社会福祉一般のために

2 H28.5.11 西平沼第一高架橋　道路対策委員会 50,000 社会福祉一般のために

3 H28.5.18 匿名 3,000 社会福祉一般のために

4 H28.5.21 中井　堅治 100,000 社会福祉一般のために

5 H28.5.27 善意銀行窓口箱 595 社会福祉一般のために

6 H28.6.1 匿名 10,000 社会福祉一般のために

7 H28.6.10 （特非）ジャパンカインドネス協会 14,764 社会福祉一般のために

8 H28.8.19 皆川　深雪 1,133 社会福祉一般のために

9 H28.8.29 そごう西武　労働組合 20,000 社会福祉一般のために

10 H28.10.7 （特非）ジャパンカインドネス協会 2,583 社会福祉一般のために

11 H28.11.7 ばらの幼稚園 100,000 社会福祉一般のために

12 H28.12.1 西区シニアクラブ連合会女性部 30,777 社会福祉一般のために

13 H28.12.6 匿名 16,941 社会福祉一般のために

14 H28.12.6 吉留　秀昭 10,091 社会福祉一般のために

15 H28.12.26 そごう西武　労働組合 12,262 社会福祉一般のために

16 H28.12.28 善意銀行窓口箱 2,171 社会福祉一般のために

17 H29.1.12 横浜市立老松中学校ＰＴＡ 14,900 社会福祉一般のために

18 H29.1.12 匿名 10,000 社会福祉一般のために

19 H29.1.26 平成29年西区消防出初式実行委員会 954 社会福祉一般のために

20 H29.2.8 西区シニアクラブ連合会 69,072 社会福祉一般のために

21 H29.2.10 （特非）ジャパンカインドネス協会 1,913 社会福祉一般のために

22 H29.3.6 佐藤　國子 10,000 社会福祉一般のために

23 H29.3.6 匿名 2,000 社会福祉一般のために

24 H29.3.31 西区文化協会 30,000 社会福祉一般のために

25 H29.3.31 善意銀行窓口箱 6,646 社会福祉一般のために

26

27

521,933

№ 受領年月日 寄附者 寄附物品 配分先

1 H28.9.8 　ＡＬＵＵ　ＣＨＲＩＳ　ＯＫＯＲＯ
男性用衣類（Ｔシャ
ツ、パーカー等）

かもん未来塾、ブリッジフォース
マイル

2 H29.1.12 東京ガス㈱導管企画部神奈川計画推進室 カレンダー一式 西区地域福祉保健活動拠点利用者

【寄託品】

総　　　　　　　計

【寄託金】

 


