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令和元年度　事業報告　概要

事　業　計　画

『誰もが安心して自分らしく暮らせる地域社会をみんなでつくりだす』

【基本理念】

地域福祉の推進

重 点 目 標

令和元年度

基本方針

１．地域福祉保健の担い手としての団体及び人材の育成

●あおばボランティアセンターの実施

●ボランティア情報の発信

●区内ボランティア活動の充実及びボランティア活動支援

●ボランティア保険の受付

●あおばふれあい助成金の実施 ２．活動の土台となる情報・機会・ネットワークの充実

●広報紙の配布

●ホームページの運営

●FMラジオへの出演

●福祉保健活動拠点

「ふれあい青葉」の利便性向上

●地域福祉活動の推進と充実

●生活支援体制整備事業の実施

●身近な地域のつながり・支えあい活動の実施

●地域ケアプラザとの協働事業の実施

●会員組織の拡充

●会員研修の実施

３．高齢者・障害者の暮らしの支援

●地域で行う高齢者支援活動

●地域における権利擁護事業の推進

●送迎サービス事業の実施

●移動情報センターの運営

●当事者・家族への支援事業の実施

●障害の理解を広めるための活動の推進

４．子ども・青少年の健全

●福祉教育の推進

●子ども食堂事業への活動助成

●子どもの居場所活動の支援

●健康づくり活動への活動支援 ●よこはまウォーキングポイント事業への協力

●100歳以上の方への敬老祝い品の贈呈

５．健康長寿のまちづくりの推進

６．災害時でも安心のまちづくりの推進

●青葉区災害ボランティア連絡会の実施

●東日本大震災に伴う避難者への支援活動の継続実施
●各福祉団体の事務局

●福祉関連事業の事務局機能

＜事務局＞

日本赤十字社青葉区地区委員会

神奈川県共同募金会青葉区支会

横浜市青葉区更生保護協会

青葉保護司会

青葉区更生保護女性会

薬物乱用防止指導員協議会青葉区支部

青葉区戦没者遺族会

＜事務局機能＞

青葉区災害ボランティア連絡会

７．福祉関係団体事務

８．その他の区社協事業及び区社協の適切な運営

●理事会・評議員会、部会・分科会等の実施

●生活福祉資金・総合支援資金貸付事業の実施

●年末たすけあい募金配分の実施、

善意銀行の適切な運営及び配分

●社会福祉に関する啓発活動

●社会福祉協議会会計の遵守及び

市指導監査指摘事項を含めた業務改善

●新たな財源の確保

●事務の効率化並びに改善の推進

ボランティア活動の推進・

支援と担い手の発掘

地区社協活動の支援

地域福祉活動の推進

地域ケアプラザとの連携による

支えあいの仕組みづくり支援
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令和元年度 青葉区社会福祉協議会 事業報告                                              
※ [ ]内は H30 年度実績  

１≪次世代に継承したい「地域のつながり」のあるまち≫への取組  

 

◆あおばボランティアセンターの実施 

区内のボランティア相談・調整・派遣や福祉に関する相談を受け付けました。 

【開所時間】月曜～土曜 ９：00～17：00 

【事業内容】ボランティア登録、紹介・調整、依頼の需給調整 

ボランティア関連情報の提供、福祉教育の相談・対応・調整 

随時、福祉関連相談・依頼対応、福祉機器の貸出 

【ボランティア相談】145 件  [ 164 件 ] 

【ボランティア新規登録数】（団体）44 団体、（個人）93 名  [13 団体、91 名] 

【福祉教育相談調整派遣】 38 件  [ 52 件 ]  【福祉機材の貸出】 85 件  [ 78 件 ] 
 

◆ボランティア情報の発信  

◇ホームページでのボランティア情報発信 

区内福祉団体のボランティアの募集情報をホームページ上にて発信しました。 

 

◆区内ボランティア活動の充実及びボランティア活動支援  

◇傾聴ボランティアグループ立ち上げ支援 

H29 年度お話し相手ボランティア養成講座の受講生で立ち上げた、個人宅を訪問する傾聴ボランテ

ィアグループ（ことの葉）の活動支援を行いました。 

◇食事サービス関連ボランティア活動の衛生保持に向けた支援 

食事サービスボランティアを対象に、検便検査料の全額助成（年２回まで）を実施しました。 

＊検便検査実施者数  延べ 294 名  [ 271 名 ] 

 

◆ボランティア保険の受付  

  ボランティア活動をより円滑に行えるよう、全国社会福祉協議会が実施するボランティア保険の

窓口業務を実施しました。 

【ボランティア活動保険】  2,255 名 （うち被災地活動者 86 名 ）[ 2,555 名/86 名 ] 

【ボランティア行事用保険】 延べ 487 団体 [ 446 団体 ] 

【福祉サービス総合補償】  14 団体 [ ９団体 ] 
 

◆あおばふれあい助成金の実施   

福祉保健活動を行うボランティア団体等への活動助成を行いました。 

【申請団体】 143 団体  [ 135 団体 ]   【助成交付】 140 団体  [ 132 団体 ] 

【助成総額】 9,972,500 円 [ 8,854,500 円 ] 

（市社協補助金 5,141,500 円 、共募配分金 3,621,000 円 、あおば助成金 1,210,000 円） 

[ 5,118,500 円/3,736,000 円 ]   

１．地域福祉保健の担い手としての団体及び人材の育成 
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◆広報紙の配布 

区社協活動全般に対する広報及び区内福祉活動を紹介、講座等の案内を行いました。 

◇「あおば社協だより」（５月・８月・12 月・２月） 

※ホームページへの掲載・区内公共施設での配布・地域の会議、サロンなどで参加者に配布 

※録音版「あおば社協だより」の発行 

◇広報よこはま青葉区版「社会福祉協議会だより」の掲載 

 

◆ホームページの運営 

最新情報を随時更新。「社協職員ブログ」で、地域情報を掲載しました。 
 

◆FM ラジオへの出演 

青葉区広報ラジオ番組「あおバリューRadio」内で、時勢に合った青葉区の福祉に関わる情報を発信

しました。 

 

◆福祉保健活動拠点「ふれあい青葉」の運営  

福祉保健活動拠点を、より良く活用頂けるよう運営し、利便性の向上に努めました。 

◇拠点各室利用件数 【延べ回数】 2,813 回 【延べ利用人数】 34,100 名  

◇団体間の情報交換の促進 

＊利用団体情報コーナー設置 

＊拠点利用者懇談会・防災訓練の実施 

情報交換と併せて日本赤十字社の指導員による「健康生活支援講座」を実施しました。 

【日時】令和元年９月 27 日（金）10：00～12：00 【参加者】30 団体 32 名 

 

◆地域福祉活動の推進と充実  

◇地区担当職員の配置  

区内 15 地区連合エリアを７名の職員で担当しました。 

◇地区社協活動の支援 

   地区社協活動全般（事業や運営など）について、検討・協議し、また情報交換等を行いました。 

＊地区社協会議（会長・事務局長）の開催（全４回：４／８・６／10・９／９・１／21） 

＊地区社協への助成（総額  14,623,500 円 ） [ 14,932,500 円 ] 

共同募金・年末たすけあい募金配分金、世帯会費・賛助会費・年末たすけあい募金還元分 

＊地区社協研修の開催 

役員の方々と一緒に地区社協の活動をさらに議論し、より活発な地区社協活動について情報交換

を実施しました。 

【役員研修】 

令和元年６月 10 日（月）参加者：16 名 

≪令和元年度の振り返り≫  

 ボランティアセンター運営については、相談数は前年を下回ったものの新規登録者数は

団体・個人ともに前年を上回りました。また、あおばふれあい助成金を受ける団体も増加

傾向で、新規立ち上げ団体も増えています。子ども食堂など食事サービス関連ボランティ

ア活動の拡大により、検便検査料の助成件数も増加しています。 

２．活動の土台となる情報・機会・ネットワークの充実 

3



 

 

テーマ「地区別計画における地区社協の役割」 

【新任役員研修】 

令和元年８月 13 日(火) 参加者：4 名  

テーマ「社会福祉協議会について」 

【よこはま地域福祉フォーラム】 

令和２年１月 30 日（木）参加者：約 40 名(青葉区) 

＊地区社協ヒアリングの実施（年１回）  

 

≪令和元年度の振り返り≫ 

 地域福祉活動の推進と充実の支援として、地区社協の会長・事務局長を対象とした会議

や研修を実施するとともに、助成金交付による活動支援を行いました。また、次期地域福

祉保健計画地区別計画の策定に向けた取組では、地区担当職員が支援チームの一員とし

て、推進会議の開催支援等を行いました。地区社協のネッワークの重要性と身近な地域で

の見守り支え合いがますます行われるよう働きかけました。 

 

◆生活支援体制整備事業の実施   

  地域・制度・市場サービスの重層的な支援体制の構築を目指し、区役所、地域ケアプラザと連携しな

がら、地域状況の把握やネットワークづくりに取り組みました。 

◇生活支援体制整備事業推進会議の実施  ５回 

    区域の生活支援体制整備事業推進に向けて検討しました。 

◇生活支援コーディネーター連絡会の実施 11 回 

   事業実施に向けた情報伝達だけでなく、各日常生活圏域の取組状況の共有及び課題に基づいた

コーディネーターのチーム(企業連携チーム、リスト活用チーム、移動チーム)による主体的な  

取り組みを検討し、共有しました。 

◇第２層生活支援コーディネーターと共に、次の取組を進めました。 

  ≪地域アセスメント≫ 

  ＊課題・目標シート(区域)の作成及び地域ケアプラザ単位の PDCA シートの共有 

＊生活支援サービス事業所の情報交換会の実施(企業連携

チーム) 協議体（区域）  

＊居宅介護支援事業所へのヒアリング(企業連携チーム) 

＊地域活動リストの掲載団体への更新のためのヒアリング

(リスト活用チーム) 

≪ネットワークづくり≫ 

＊ボランティアとケアマネジャーの情報交換会の実施 ４回(４箇所のエリア) 

≪情報発信≫ 

＊「青葉かがやく生き生き活動情報」の発行及び更新 
 区内の住民主体の活動や地域ケアプラザの自主事業の情報を冊子にまとめて発行し、区域で

広く配布しました。また、内容を更新しました。 

＊生活支援サービス事業所チラシファイルの更新及び発行  75 冊発行 

生活支援サービス事業所のコーディネート事例を重ねるため、上記情報交換会参加企業の 

地区社協役員研修の様子 

生活支援サービス事業所（便利屋） 

情報交換会 
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チラシとコーディネートシートを付けたファイルを高齢者実態調査にご協力下さった居宅介

護支援事業所へ配布しました。 

 

≪令和元年度の振り返り≫  

 地域ケアプラザの２層生活支援コーディネーターとともに、地域の生活支援ボランティ

ア団体や生活支援サービスを行う民間企業、ケアマネジャー等との連絡会を昨年に続き開

催し、ネットワーク構築を推進しました。また、区内の住民主体の活動や地域ケアプラザ

の自主事業の情報を冊子にまとめ、ケアマネジャー等への情報発信を行いました。年度末

には、社会福祉法人施設・事業所の協力による移動支援の試みや生活支援サービスを行う

民間企業（便利屋）の見本市などを計画していましたが、新型コロナウイルス感染拡大に

より、延期となりました。 

 

◆身近な地域のつながり・支えあい活動の実施  

  市社協及び他区社協と連動、区内地域ケアプラザと連携しながら、地域支援活動を推進しました。 

◇地域の福祉活動支援  

＊地域包括支援センターと区役所のカンファレンスへの参加 

もえぎ野地域ケアプラザ、ビオラ市ケ尾地域ケアプラザ、荏田地域ケアプラザ、 

すすき野地域ケアプラザ、たまプラーザ地域ケアプラザ 

＊地域ケア会議への参加 
  区内地域ケアプラザ主催の地域ケア会議に参加しました。 

＊地域ケアプラザ ５職種会議への参加 
もえぎ野地域ケアプラザ、荏田地域ケアプラザ 

◇地域福祉保健計画 地区別計画の策定及び推進支援 

地域ケアプラザや区役所と連携しながら、地区別計画の進捗管理を行いました。 

 

◆地域ケアプラザとの協働事業の実施   

◇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  

   区内 12 か所の地域ケアプラザ・地域活動交流コーディネーターを対象に連絡会を開催しました。 

【日時】毎月第１木曜日 15：00～17：00 

【場所】青葉区福祉保健活動拠点（ふれあい青葉） 

【内容】第１部 情報交換、第２部 地域支援のためのグループディスカッション 

◇地域ケアプラザ関連会議への出席 

＊ケアプラザ所長会  11 回  

＊地域包括支援センター連絡会（社会福祉士分科会、主任ケアマネジャー分科会含む） 

＊地域ケア会議、地域包括支援センターカンファレンス等への出席（再掲） 
  

◆会員組織の拡充   

◇新規会員（ ４団体 ） [ ４団体 ] 

福祉コーナー「みみづく」、ママエール、あおばサロン風と友達、えだすまいる 

 

 

◆会員研修の実施   
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区内大規模災害に備えた会員活動を学ぶことを目的に、会員研修を実施しました。 

【日程】令和元年９月６日（金）～７日（土）【参加者】 39 名  

【行先】福島県双葉郡富岡町 

【内容】①福島県富岡町社会福祉協議会にて、 

地域住民・社協職員との交流 

     ②東京電力廃炉資料館見学 

     ③車窓から富岡商店街の視察・富岡駅舎見学  

 

２≪「必要な人へ支援が行き届く」安心して健やかに暮らせるまち≫への取組 

◆地域で行う高齢者支援活動  

 ◇認知症サポーター養成講座の開催支援 

   各地域ケアプラザや地域のキャラバンメイトと協働し、小中学校

での福祉教育の他、ボランティア団体など各地域での講座開催に協

力しました。 

 

◆地域における権利擁護事業の推進  

◇「青葉区社協あんしんセンター」の実施 

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害のある方の財産や権利を守

り、安心して日常生活が送れるよう支援しました。 

【契約者数】 51 名 [ 60 名 ] 

定期訪問サービス  51 名 、財産預かりサービス  10 名  

高齢者 26 名 、障害者 25 名 （精神 16 名、身体６名、知的３名） 

新規契約者 ９名  契約終了者 15 名  

【初回相談】 69 件 [ 24 件] 

 

≪令和元年度の振り返り≫  

 新規ケースの相談は増えている一方、既存契約者の死亡や他区への転居、後見人への引

継ぎ等利用者の入れ替えが急速に進んだ年度でした。利用者状況の多様化に対し、自宅訪

問や事務所への来館、利用回数などの工夫を行い対応しました。今年度よりシステムを導

入し、内部や市あんしんセンターと情報共有を図るとともに、記録・回覧等の業務の効率

化を図りました。 

 

◇成年後見サポートネットの実施  

区高齢・障害支援課と共同事務局として、市民後見人バンク登録者をはじめ、専門職団体や地域包

括支援センター関係者とのネットワーク形成等を図りました。 

【実施回数】全体会 ３回 、分科会 １回 開催 

【主な内容】 

全体会／事例検討 

「親族申立の課題について」 

３．高齢者・障害者の暮らしの支援  

東京電力廃炉資料館 

 

認知症サポーター養成講座の様子 
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「多問題世帯へのアプローチと問題整理について」 

「ライフステージや判断能力に応じて相談できる機関・制度について再確認」 

〈グループ討議、ちょこっと相談コーナーなど〉 

分科会／「市民後見人が受任することの強みについて」 

〈グループ討議、講話など〉 

 

◆送迎サービス事業の実施（横浜市外出支援サービス事業含）  

公共交通機関で外出することが困難な高齢の方や障害のある方を対象に、病院への通院等の外出支援

を運転ボランティアの協力により実施しました。また、登録者更新手

続きと送迎車両の更新を行いました。 

【車両】 ３台  

＊車いす対応リフト車（お出かけ号） 

【日産/セレナ・平成 21 年式、年間走行距離 2,091 ㌔】 

※令和２年３月に経年劣化により廃車としました。 

＊車いす対応リフト＆助手席リフトアップシート車（らくらく号） 

【トヨタ/シエンタ・平成 26 年式 年間走行距離 4,406 ㌔】 

＊サイドシートリフトアップ車 

【トヨタ/アイシス・平成 23 年式 年間走行距離 6,559 ㌔】 

【利用者数】 103 名 [ 181 名] 【登録者数】 159 名 [ 343 名]（新規 12 名 [ 56 名]） 

【依頼件数】 1,024 件  [ 1,386 件 ] 【対応件数】 1,024 件  [ 1,386 件 ]  

【運転ボランティア】 ８名 [ 11 名] 

【講習会実施】 

   ＊内部研修 

令和元年 11 月 20 日（水） 参加者５名   

青葉警察署交通総務係より、安全運転の講話 

令和２年２月６日（木）参加者４名   

市社協北部ブロック（鶴見区・神奈川区・港北区・緑区・都筑区・青葉区）合同研修 

安全運転講習（講師：株式会社エヌシーアイ・東京海上日動） 

都筑警察署より最新の交通事故状況等の説明 

【送迎サービス実績】 

 

 
送迎回数合計 

送迎車両の内訳 

セレナ シエンタ アイシス 

件数 
1,135 

[1,607] 

97 

[273] 

403 

[662] 

635 

[672] 

 

＊対応件数 1,024 件の利用目的別内訳 

 福祉関係 医療関係 教育関係 社会活動等 行政手続き その他 

件数 
３ 

[69] 

689 

[962] 

０ 

[０] 

０ 

[19] 

10 

[12] 

322 

[324] 
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割合 
0.3％ 

[６％] 

67.3％ 

[70％] 

０% 

[０％] 

０% 

[０％] 

１% 

[１％] 

31.4% 

[23％] 

  

◆移動情報センターの運営   

移動に困難を抱える障害者等からの相談に応じて、支援制度の案内やサービス事業所等の紹介・コー

ディネートを行いました。また、移動に関する新規事業所等の情報収集の他、移動情報センターの周知、

ガイドボランティアの育成（後述）、自立支援協議会や相談支援機関などとのネットワークをつくりま

した。 

【相談件数】 134 件 [ 105 件 ] 

【情報収集した事業所数】 延べ ４件 [ ９件 ] 

【移動情報センター周知活動】 60 か所（区内小中学校個別支援級含む） [ 14 か所 ] 

   （各種福祉関係者会議の他、障害当事者や家族に向けて周知） 

◇講座の開催 

「障がいのある子の性と支援」 

思春期の性の問題はどう支援するべきかをテーマに講座を開催しました。 

日 程：令和２年２月 15 日（土） 

講 師：東京都心身障害者福祉センター 山本 良典氏 

参加者：25 名 

◇横浜市ガイドボランティア事業の実施  

障害のある方の外出に付き添うガイドボランティア養成の他、移動情報センターに寄せられた依

頼とガイドボランティアのコーディネートを行いました。また、毎回積極的な参加者の多い視覚障害

の方の外出付き添い講座と区内でも依頼の多い小学校登下校の付き添いのための知識と心構えを学

びました。 

   【ガイドボランティア養成講座】  

  ①「視覚障がい児・者のためのお出かけ付き添いボランティア講座 

                ～地域でボランティアを始めませんか？～」 

日 程：令和元年 10 月 10 日（木） 

 共 催：NPO 法人 移動サービス アクセス 

 講 師：横浜市視覚障害者福祉協会 事務局長 清野 智佳子氏 

 参加者：12 名 

②「小学校登下校付き添いボランティア講座」 

日 程：令和２年１月 29 日（水） 

共 催：NPO 法人 移動サービス アクセス 

講 師：北部学校教育事務所 海瀬 茂氏 

≪令和元年度の振り返り≫  

 一年を通し事故なく実施できました。高齢者や障害のある方の移動機会が増加する一

方、介護サービスや事業所の充実により送迎回数は減少しています。これまで３台の送迎

車両で運用してきましたが、うち１台は経年劣化により廃車とし、２台での運用に変更し

ています。他方、当該事業がおかれている環境、及び区社協が事業実施する是非について

寄せられる意見等も十分踏まえ今後の事業展開に反映させていきます。 

付き添いボランティア講座の様子 
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参加者：10 名 

 

 ◇青葉区移動情報センター推進会議の実施 

移動情報センターの運営の他、区内の障害者支援に関する情報共有及びネットワークづくりを目的

に実施しました。 

   【実施回数】 ３回 [ ３回 ] 

   【主な内容】相談内容の報告、事例検討、青葉区内の傾向と課題の情報共有 

 ◇自立支援協議会移動支援部会 

   区内移動支援事業所同士の横のつながり、連携強化と課題の抽出、検討の場とすることを目的

に今年度は２回（７月、１月）開催しました。 

 

≪令和元年度の振り返り≫  

 相談件数は変わらず高止まり、相談内容も複雑化してきています。やはり個別支援級へ

の通学や日中活動の場への通所支援のニーズが高い状態です。一方、対応できる移動支援

事業者が少ない状況も変わらず、ガイドボランティアへ依存する状態も変わっていませ

ん。ボランティアの発掘とともに、事業所が事業として移動支援を行えるよう関係機関へ

の働きかけが課題となっています。区内に新設される「あおば特別支援学校」への支援に

ついては、地元地域ボランティアの積極的参加を活かして、対応していきたいです。 

 

◆当事者・家族への支援事業の実施  

◇青葉ふれあいまつり 2019   

子どもから大人まで障害のあるなしに限らず、誰もが楽しく参加し、 

交流を図ることを目的としたイベントを開催しました。 

【実施日時】令和元年 12 月 14 日（土）10 時 15 分～14 時 30 分 

【実施会場】青葉スポーツセンター第１体育室・第２体育室  

【参加者】 延べ約 540 名 
【実施内容】さわやかスポーツ体験、パン食い競争、ダンス、音楽演奏、玉入れ、 

抽選会、体験コーナー(車いすレーサー、ボッチャ、クリスマス飾り作り、草笛、 

フラダンス)、バルーンアート、ふれあい出店コーナー、情報コーナー等 

 

≪令和元年度の振り返り≫  

 障害の有無に関わらず誰もが参加し、楽しむことのできる「青葉ふれあいまつり」は課

題であった「体育館が暑い！」という点を踏まえ、12 月の障害者週間の最後を飾る日程

で開催し、参加者のみなさんが快適に交流し理解を深め合う機会となりました。一方、一

般参加者が減少傾向であることや障害特性により参加しにくい方が増えているという新

たな課題も見えてきています。 

 

◆障害の理解を広めるための活動の推進 

◇障害者週間キャンペーン  

障害者週間（12 月３日～９日）にちなみ、ともに生きる福祉社会づくりを目指して、障害者週間

キャンペーンを実施しました。（実施主体：本会会員（障害当事者団体、障害者施設）、青葉区役所） 

＊駅頭での啓発活動（チラシ、障害者施設自主製品、ポケットティッシュの配布） 

青葉ふれあいまつり 2019 
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実施日：令和元年12月２日（月）市が尾駅／４日（水）あざみ野駅／６日（金）青葉台駅 

  ＊市が尾東急ストア前での障害者施設自主製品販売 

実施日：令和元年12月５日（木） 

販売施設：田園工芸、えだ福祉ホーム、青葉の風 

＊東急電鉄 青葉台駅構内にてミニコンサートの開催 

実施日時：令和元年12月６日（金）11：30～12：30 

出演者：UNO 工房（ハンドベル演奏）、 

青葉オカリナレインボー（オカリナ演奏） 

＊講演会「発達障害のある子どもの特性と接し方～自閉症スペクトラム障害を中心に～」 

実施日時：令和元年12月７日（土）14：00～16：00 

講師：社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団 

    横浜市総合リハビリテーションセンター 常務理事 センター長 小川 敦氏 

参加者： 30 名 

◇障害のある方の地域生活を知る研修会  

障害のある方やその家族、施設職員等が講師となり、地域における障害のある方に対する理解を促

進するための研修会を行いました。 

＊恩田地区民生委員児童委員協議会 参加者 39 名（保健活動推進員・友愛訪問員 14 名含む） 

＊美しが丘地区民生委員児童委員協議会 参加者 17 名 

 

≪令和元年度の振り返り≫  

 障害者週間である 12 月第一週を通じ PR 活動を行いました。前年度に引き続き、当事

者自身が作業所で製作している製品をサンプルとして駅頭で手渡す啓発活動を、業務とし

て各作業所に委託しました。製作と啓発活動の工賃が当事者の方に入る一方、当事者の

方々もこの活動に慣れてきて、駅を通る区民に自ら話しかけながら製品を配布してくれる

ようになりました。 

 

◇ボランティア講座の実施   

＊拡大写本ボランティア養成講座 ＜拡大写本ボランティアグループ「のあざみ」＞ 

令和元年９月７日（土）～11 月２日（土） （全８回コース） 参加者 10 名 

視覚障害の理解啓発および障害のある人を支えるボランティアを養成するため、初心者向け拡大

写本ボランティア養成講座を実施しました。 

当初８回コースを予定していましたが、台風のため 1 回中止となりました。 

 

◆福祉教育の推進        

◇福祉教育推進 

区内小・中学校における福祉教育の推進のための活動助成を行いました。 

【実施回数】 38 回  【延べ人数】 8,772 名  

【助成金の交付】 27 校  総額 265,000 円 [ 20 校/195,000 円 ] 

内訳）＠10,000×小学校 17 校、＠5,000×小学校１校、＠10,000×中学校９校 

 

４．子ども、青少年の健全育成 

福祉教育の様子 

自主製品販売の様子 
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◆子ども食堂事業への活動助成  

中里北部地区の住民が主体となって行う「かもまち食堂」、すすき野地区の住民と緑の郷とで実施し

ている「まんぷくひろば」の２団体の子ども食堂に助成金を交付しました。 

【助成金の交付】 ２件  [３件] 総額 120,000 円  [520,000 円] 

 

◆子どもの居場所活動の支援 

区内の子どもの居場所の活動団体（子ども食堂・学習支援・フリースペース等）への活動支援を

行いました。 

 ◇子どもの居場所づくり連絡会 

日時：令和元年７月 22 日（月） 

参加団体：13 団体 参加者：32 名 

団体同士の横のつながりづくり、お互いの活動の情報交換を目的に開催しました。 

食品寄付の(株)朝日様、スクールソーシャルワーカー、地域ケアプラザ、区役所、市社協も参加し、

顔の見える関係づくりを進めました。 

 ◇子どもの居場所活動の周知 

上記の連絡会の参加団体の一覧のチラシを作成し、 

区民児協・主任児童委員・地区社協等に周知しました。 

 ◇子ども食堂への食品寄付の配分 

セブンイレブン世田谷玉川店様・(株)朝日様の食品寄付を、 

あおば子ども食堂・まんぷくひろば・たまプラごはん・ 

かもマチ食堂・ナナ食堂・ノヴィーニェ・毎日こども食堂キズナ・ 

たまプラーザ倶楽部こどもの輪・すすき野中学校放課後学習教室・フリースペースあおば・横浜

みどりの学校ひまわり・ラフェリーチェに配分をしました。 

◇子どもの居場所の啓発 

國學院大學の授業、子育て支援ネットワーク谷本・上谷本地区意見交換会にて、子どもの居場所

の目的、青葉区の現状についてお伝えしました。 

 

◆健康づくり活動への活動支援 

あおばふれあい助成金による健康づくり活動への助成金配分を行いました。（再掲） 

 

◆100 歳以上の方への敬老祝い品の贈呈  

  区長と共に訪問（施設）、祝品を贈呈しました。 

【日程】令和元年９月 13 日（金） 

【対象者】区内高齢者 ２名 

≪令和元年度の振り返り≫  

 本助成金の交付を受けた学校を加え、年間で 38 回、小中学校での福祉教育を実施しま

した。実施までの関係機関や当事者講師との調整、新たな福祉教育メニューの開発等に苦

慮しますが、特に重点を置いて実施している事業です。今後も長く継続できる事業とすべ

く関係機関との役割分担等も検討し事業展開を図ります。 

５．健康長寿のまちづくりの推進 

子どもの居場所づくり連絡会 
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◆よこはまウォーキングポイント事業への協力 

  拠点受付にカードリーダーを設置し、事業に協力しました。 

 

 

◆青葉区災害ボランティア連絡会の実施  

区内で大規模災害が発生した場合、青葉区災害対策本部の要請により本部傘下に「青葉区災害ボランテ

ィアセンター」を設置し、区内外のボランティアの受け入れ及び調整・派遣を行うため、定例会議を行い

ました。 

＊全体会の開催（全４回：６／８・８／25・10／19・１／18） 

＊臨時会（１回：12／15）  

＊HUG 体験会 

HUG（避難所運営ゲーム）について、実施しました。 

山内中学校地域防災拠点 令和２年２月 16 日（土） 参加者 40 名  

＊センター立ち上げシミュレーション 

令和２年２月 22 日（土）青葉公会堂にて予定していましたが、コロナウィルス感染症の影響により

開催を中止しました。 
 

◆東日本大震災に伴う避難者への支援活動の継続実施  

◇福島県富岡町民との交流会（再掲） 

  会員プロジェクトとして実施しました。 

 

◆各福祉団体の事務局 

  福祉関係団体７団体の事務局として事務手続き等を執り行いました。 

＊日本赤十字社青葉区地区委員会（日赤神奈川県支部横浜市地区本部青葉区地区） 

＊神奈川県共同募金会青葉区支会 

＊横浜市青葉区更生保護協会（社会を明るくする運動含む） 

＊青葉保護司会 

＊青葉区更生保護女性会（会計事務を除く） 

＊薬物乱用防止指導員協議会青葉区支部 

＊青葉区戦没者遺族会 
 

◆福祉関連事業の事務局機能 

＊青葉区災害ボランティア連絡会 
 
 

 

◆理事会・評議員会、部会・分科会等の実施   

【理事会】議案については、第１～５回すべて承認  

６．災害時でも安心のまちづくりの推進 

７．福祉関係団体事務 

８．その他の区社協事業及び区社協の適切な運営 
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第１回 令和元年６月７日（金）10：00～11：35 

議案１ 平成 30 年度事業報告及び一般会計収支決算について 

議案２ 平成 30 年度監事監査報告について 

議案３ 監事の推薦について 

議案４ 評議員選任・解任委員会委員の選任について 

議案５ 評議員会の招集について 

 

第２回 令和元年６月 25 日（火）14：00～14：25 

議案１ 会長及び副会長の選任について 

議案２ 顧問について 

議案３ 評議員候補者の推薦について 

議案４ 評議員選任・解任委員会の招集について 

議案５ 会員の入会について 

 

第３回 令和元年９月 19 日（木）10：00～11：10 

議案１ 会員の入会について 

議案２ 令和元年度一般会計収支予算の補正について 

議案３ 令和元年度年末たすけあい募金配分計画（案）について 

議案４ 会長にかかる職務及び権限の承認について 

議案５ 評議員候補者の推薦について 

議案６ 評議委員選任・解任委員会の招集について 

議案７ 評議員会の招集について 

 

第４回 令和元年 11 月 25 日（月）10：30～11：30 

議案１ 令和元年度年末たすけあい募金配分について 

 

第５回 令和２年３月 12 日（木）＜決議の省略＞ 

議案１ 個人情報の開示請求に関する規程の一部改正について 

議案２ 令和２年度事業計画及び一般会計収入支出予算（案）について 

議案３ 評議員会の招集について 
 

【監事監査】 

令和元年５月 30 日（金）13：25～14：25 

１ 業務執行状況について 

２ 経理状況及び財産状況について 
 

【評議員会】議案については、第１～３回すべて承認 

第１回 令和元年６月 25 日（火）10：00～11：00  

議案１ 平成 30 年度事業報告及び一般会計収支決算について 

議案２ 平成 30 年度監事監査報告について 

議案３ 理事・監事の選任について 

    

第２回 令和元年 10 月８日（火）13：30～14：10 

議案１ 令和元年度一般会計収支予算の補正について 

議案２ 理事の選任について 

 

第３回 令和２年３月 24 日（火） ＜決議の省略＞ 

議案１ 職員就業規程の一部改正について 

議案２ 令和２年度事業計画及び一般会計収入支出予算（案）について 
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【ボランティアセンター運営委員会】  

第１回 令和元年９月 19 日（木）9：30～10：00 

議案１ あおばボランティアセンター事業について 

議案２ 善意銀行寄付・配分実績について 

議案３ 善意銀行配分について 

 

【顕彰委員会】 社会福祉功労者の推薦について審議しました。  

令和元年９月 19 日（木）11：25～11：45 

議案１ 青葉区社会福祉大会社会福祉功労者の選考について（推薦枠） 

 

【あおばふれあい助成金審査会】  

ふれあい助成金の助成団体・内容について審議しました。 

令和元年６月 11 日（火）10：00～13：00 

議案１ 平成 30 年度あおばふれあい助成金 団体助成額・件数報告について 

議案２ 令和元年度あおばふれあい助成金 団体助成額・件数（案）について 

 

【部会・分科会】  

部会・分科会名 開催回数 主な内容 

当事者団体部会・ 

障害者施設連絡会 
３回 

青葉ふれあいまつり、障害者週間キャンペーンについて、 
事業計画、事業実施報告、情報交換、 
青葉区社会福祉協議会理事・評議員の推薦について他 

地域福祉団体部会 
（ボランティア・ 

市民活動団体分科会） 
１回 リーダーシップの執り方 

 
 

◆生活福祉資金・総合支援資金貸付事業の実施   

【生活福祉資金貸付】 

低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進

を図ることを目的として相談を受け、貸付事務を行いました。 

     相談件数 2,413 件  [ 3,485 件 ] 貸付件数 34 件  [ 14 件 ]  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
【食料支援】 

生活困窮等により食料支援が必要な方に対し、フードバンク団体「セカンドハーベスト・ジャパ

ン」が行うパントリー食料支援、フードバンク神奈川の寄贈品、(株)朝日様の寄贈品、区社協の

備蓄食品を活用し、食料支援を行いました。 

     支援対象者数 47 名 [ 42 名 ] 

 

資 金 名 件数 貸付金額（円） 

福祉資金 ２ １９０，０００ 

教育支援資金 ８ ３，５２５，０００ 

緊急小口資金 24 ４，２００，０００ 

総合支援資金 ０ ０ 

不動産担保型生活資金 ０ ０ 

要保護世帯向け 

不動産担保型生活資金 
０ ０ 

合   計 34 ７，９１５，０００ 
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≪令和元年度の振り返り≫  

 生活福祉資金の貸付では、ここ数年、教育支援資金の相談が増加傾向にありましたが、

今年度は前年度より低減し 10 件の貸付となりました。一方、離職から再就職の間までと

いった一時的に困窮されている方に向けた食料支援の件数は増加しました。また、年度末

から新型コロナウィルスの感染拡大による収入減者を対象とした緊急小口資金特例貸付

が始まり、相談・申請事務に追われました。 
 

 

◆年末たすけあい募金配分の実施、善意銀行の適切な運営及び配分  

 ◇年末たすけあい募金の配分 

福祉保健活動団体に対して、活動を支える資金として配分を行いました。 

【配分団体】 132 団体  （配分総額 14,724,000 円 ） [ 130 団体 / 14,234,580 円] 

【配分先】地区社会福祉協議会・地区民生委員児童委員協議会、 

              配食・会食ボランティアグループ、障害当事者団体、福祉関係団体等 

 

◇善意銀行の運営  

福祉活動への善意をお受けする「善意銀行」を運営し、寄付金を支援の要請があった団体へ配分

を行いました。 

≪金銭寄付≫ 

【寄付】 延べ ３名 [ 12 名 ] 延べ 14 団体 [ 24 団体 ] 

 （寄付総額 1,919,011 円 ） [ 11,633,159 円 ] 

志村善一氏、株式会社メモワール（メモワールホール藤が丘）、あざみ野まつり実行委員

会、イトーヨーカドー労働組合たまプラーザ支店、愛和幼稚園いずみ会、あおばチャリテ

ィコンサートの会、リメイクを楽しむ会、青葉区民生委員児童委員協議会、山内中学校

PTA 祭、横浜市山内地区センターまつり実行委員会、横浜田園ロータリークラブ、田中浩

一氏、横浜労働者福祉協議会北部支部、東急多摩田園都市情報連絡会、公益社団法人緑法

人会青葉第３ブロック、匿名１名 

        

【配分件数】 ３件  （配分総額 1,175,420 円 ） [ １件 / 54,000 円 ] 

【配分先】 朗読・録音奉仕会「かもめ」（記念誌制作） 

      青葉区社会福祉協議会（ふれあい助成金） 

      青葉区社会福祉協議会（食事サービス関連団体検便助成） 

 

≪物品寄付≫ 

【寄付】 個人３名 [３名]、３団体 [３団体] 

セブンイレブン世田谷玉川店、株式会社朝日、細谷和也氏、匿名２名１団体 

缶詰やパスタ、スナック菓子など保存のできるものをケース単位で頂きました。 

【配分先】 

（ボランティア・市民活動団体分科会） 
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谷本地区社協給食の会、友愛グループ、上谷本ふれあい食事会、 

トゥギャザー、ミントの会、さつきが丘粋生きクラブ、デイサ

ービスはなみずき、ひろがりサロン、ぐるうぷ“あざみ野”、あ

おば子ども食堂、エプロンおやじ会、上谷本地区社協ボランテ

ィア会 

（子ども食堂） 

あおば子ども食堂、まんぷくひろば、たまプラごはん、かもマチ食堂、ナナ食堂、ノヴィ

ーニェ、毎日こども食堂キズナ、たまプラーザ倶楽部こどもの輪、すすき野中学校放課後

学習教室、ラフェリーチェ、フリースペースあおば、みどりの学校ひまわり 

（地区社会福祉協議会の関連団体） 

すすき野地区社会福祉協議会、奈良地区社会福祉協議会、恩田地区社会福祉協議会、中里

学園、桂サロン、すすき野町内会若葉会、もみの木フェスタ、いこいこ“なな”、スマイ

ルサロン、じぞっこ、ほっとすまいるサロン、シニアサロンもみじ、えだにしサロン、た

まりんば、カエデの会、福寿会 

 
 

≪令和元年度の振り返り≫  

 年末たすけあい募金は、ここ数年募金額が微減傾向でしたが、地域のみなさまに多くの

募金を寄せていただき、今年度は微増となりました。引き続き、この善意の気持ちを区内

活動団体に助成金の形で還元することで、地域での福祉活動の充実を図ってまいります。

また、善意銀行については、引き続き申請団体への配分を適切に行うとともに、青葉区の

福祉活動について将来にわたる原資となるよう福祉基金への積み増しに活用させていた

だきます。 

 

◆社会福祉に関する啓発活動 

◇第 25 回青葉区社会福祉大会の実施 

地域福祉活動の推進をより進めるため、青葉区役所と共催で社会福祉大会を開催し、福祉に功労の

あった方々の表彰を行いました。 
 

【日時・会場】令和元年 11 月８日（金）13：30～15：30 青葉公会堂 

【参加者数】  346 名  

【内容】 

＜第１部＞表彰式典（福祉功労者表彰） 

・感謝受章者：  １名 １団体 

・表彰受賞者： 65 名 ２団体 

【イベント】 UNO 工房によるハンドベル演奏 

＜第２部＞第３期青葉区地域福祉保健計画 青葉かがやく生き生きプラン 

＊上谷本地区事例発表 

上谷本地区社会福祉協議会副会長・ 

柿の木台町内会会長           梅木 清氏 

上谷本地区社会福祉協議会事務局長    村田 宏一氏 

上谷本地区社会福祉協議会会計・ 

上谷本地区民生委員児童委員協議会会長  藤田 惠子氏 

寄付いただいた食品の一部 

第 25 回青葉区社会福祉大会 
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＊中学生版「青葉かがやく生き生きプラン」発表 

あざみ野中学校・みたけ台中学校 

コーディネーター 

愛知県東邦大学人間健康学部人間健康学科 西尾 敦史氏 

 

◇区内・市内福祉保健活動団体等との連携  

   ＊区内福祉施設運営協議会等への参加 

地域ケアプラザ（12 施設）、中途障害者地域活動センター青葉の風、 

療育センターあおば、あおば地域活動ホームすてっぷ、ほっとサロン青葉、 

喫茶みみづく、田園工芸 ほか 

＊横浜市社協区社協部会（区社協会長会）への出席（毎月開催） 
 
 

◆社会福祉協議会会計の遵守及び市指導監査指摘事項を含めた業務改善   

◇現金管理・金庫内管理を徹底（市社協管理基準への準拠） 

◇令和元年度社会福祉法人指導監査（令和元年 11 月 21 日実施）口頭指摘事項の改善 

◆新たな財源の確保   

◇保有資産の運用  

複数の定期預金と償還された債券分を取りまとめ、より大きな基金を組成できるよう準備を進め

ましたが、適当な新規発行債券がなかったことから当年度の購入は見送りました。 

◇自主財源の確保に向けた取組 

＊世帯会費の募集  

【実績額】163 自治会・町内会 2,625,840 円  [ 2,648,550 円 ] 

＊賛助会費の募集  

【実績額】 2,051,421 円  [ 1,717,000 円 ]  

 

◆事務の効率化並びに改善の推進  

 ◇苦情受付、苦情解決制度の実施 

【苦情受付】 ２件  [ １件 ] 

 
 

≪令和元年度の振り返り≫  

 送迎サービスに係わるご家族からの苦情１件、職員採用に係わる応募者からの苦情１件

の計２件の苦情を受け付けました。 
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◆善意銀行預託金配分状況 【別表 １】

◆あおばふれあい助成金助成状況 【別表 ２】

区分

1 件

7 件

5 件

5 件

18 件

2 件

2 件

1 件

1 件

区分

1 件

2 件

6 件

2 件

2 件

750,000

視覚障害者・
聴覚障害者支援

手話サークル、聴覚障害者支援
事業（要約筆記支援等）、視覚
障害者支援事業（点訳・音声
訳・誘導等）

- 5 件 330,000

１～９回 ５名以上 80,000

【新規】
年度内３か月以上実施/１回５名以上

60,000

宿泊・
日帰りハイク

当事者及び家族会、訓練
会が企画する事業

当事者参加５名以上 11 件

事業 主な対象活動 条件
助成件数 助成額

障
害
児
者
支
援
区
分

障害児者支援
・

障害当事者活動

当事者団体及び家族会、支
援者団体が実施する事業

①相談支援事業、②余暇支
援事業・青年学級、③リハ
ビリ目的の集い事業、④障
害者スポーツ、⑤訓練会

年回数

20回以上 ５名以上 200,000

10回以上 ５名以上 360,000

１回あたりの人数

36回以上 20名以上 - -

36回以上 10名以上 150,000

-

100回以上 - -

【新規】
年度内３か月以上実施/月10回以上

- -

送迎

道路運送法79条に基づく
登録団体及び無償で活動
を行う団体が行う車両に
よる送迎活動

年間延べ回数

1,000回以上 - -

500回以上 -

- -

家事
・

生活支援

①住民同士の助けあい活動
（介護保険事業を除く。
例：調理、掃除、草取り、
子どもの一時預かり・送
迎・買い物等の家事・見守
り訪問・生活相談を受け対
応する活動）
②相談支援・傾聴活動（施
設訪問しての傾聴活動は福
祉のまちづくり区分へ）
③電話相談

年間延べ回数

800回以上 -

50回以上 80,000

30回以上 - -

【新規】
年度内３か月以上実施/月訪問回数３回以上

- -

-

500回以上 - -

100回以上 160,000

配食

配食

※定期的に利用者宅に食
事を届け、見守りを行う
活動等

年回数 １回あたりの人数

60回以上 10名以上

10回以上 ５名以上 160,000

６～９回 ５名以上 - -

36回以上 10名以上 - -

20回以上 10名以上 - -

【新規】
年度内３か月以上実施/１回５名以上

36回以上 10名以上 900,000

20回以上 ５名以上 570,000

- -

48回以上 10名以上 - -

【新規】
年度内３か月以上実施/１回５名以上

80,000

１回あたりの人数

72回以上 10名以上 400,000

48回以上 10名以上 1,530,000

事業 主な対象活動 条件
助成件数 助成額

要
援
護
者
支
援
区
分

集いの場

サロン・ミニデイサービ
ス・茶話会・認知症カ
フェ・会食会・こども食
堂・地域食堂・若者支援
（フリースペース/居場所
づくり/学習支援）・子育
て支援事業（支援者が主
催する活動）・その他高
齢者等の「集いの場」と
して認められる事業等

年回数

10回以上 ５名以上 1,157,500

６～９回 ５名以上 - -

青葉区社会福祉協議会 食事サービス関連団体検便助成 115,420

合　　計（3件） 1,175,420

   　　配　　　分　　　先 配分使途 配分額

朗読・録音奉仕会「かもめ」 40周年誌制作 60,000

青葉区社会福祉協議会 ふれあい助成金 1,000,000
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区分

区分

140 件

区分 事業

400,000

300,000

300,000

300,000

200,000

200,000

200,000

180,000

180,000

180,000

180,000

180,000

120,000

120,000

120,000

120,000

90,000

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

70,000

60,000

50,000

50,000

40,000

37,500

35,000

30,000

15,000

40,000

40,000

シネ☆あおば ①サロン・ミニデイサービス・茶話会・認知症カフェ等

ラフェリーチェ ①サロン・ミニデイサービス・茶話会・認知症カフェ等

3.11カフェ ①サロン・ミニデイサービス・茶話会・認知症カフェ等

たんぽぽ ①サロン・ミニデイサービス・茶話会・認知症カフェ等

みんなおいでよ（子育て支援サロン） ④子育て支援活動（支援者が主催する活動）

いこいこ”なな” ①サロン・ミニデイサービス・茶話会・認知症カフェ等

子育てワイワイ広場実行委員会 ④子育て支援活動（支援者が主催する活動）

地域交流カフェいちがお ①サロン・ミニデイサービス・茶話会・認知症カフェ等

すすき野Cheek ④子育て支援活動（支援者が主催する活動）

NPO法人スペースナナ ①サロン・ミニデイサービス・茶話会・認知症カフェ等

木曜サロンみんなのいえ ①サロン・ミニデイサービス・茶話会・認知症カフェ等

荏田宿カフェ ①サロン・ミニデイサービス・茶話会・認知症カフェ等

ナナ食堂実行委員会 ②会食会・こども食堂・地域食堂

特定非営利活動法人　パノラマ ③若者支援（フリースペース・居場所づくり・学習支援）

チームWITH ④子育て支援活動（支援者が主催する活動）

フリースペースあおば ③若者支援（フリースペース・居場所づくり・学習支援）

荏子田ふれあいカフェ ①サロン・ミニデイサービス・茶話会・認知症カフェ等

ヘルスメイク ③若者支援（フリースペース・居場所づくり・学習支援）

あざみ野フォーラム ①サロン・ミニデイサービス・茶話会・認知症カフェ等

子育てふれあい広場 ④子育て支援活動（支援者が主催する活動）

さつきが丘粋生きクラブ ②会食会・こども食堂・地域食堂

特定非営利活動法人キングス・ガーデン神奈川 ①サロン・ミニデイサービス・茶話会・認知症カフェ等

ひろがりサロン ①サロン・ミニデイサービス・茶話会・認知症カフェ等

ひまわり会 ①サロン・ミニデイサービス・茶話会・認知症カフェ等

①サロン・ミニデイサービス・茶話会・認知症カフェ等

ミントの会 ②会食会・こども食堂・地域食堂

かも☆ん ④子育て支援活動（支援者が主催する活動）

ふくろうの会 ①サロン・ミニデイサービス・茶話会・認知症カフェ等

青葉バリアフリーサポート21（ABS21） ①サロン・ミニデイサービス・茶話会・認知症カフェ等

ボランティアグループはなみずき ①サロン・ミニデイサービス・茶話会・認知症カフェ等

団体名 事業名 助成額

要
援
護
者
支
援
区
分

集
い
の
場

横浜みどりの学校ひまわり ③若者支援（フリースペース・居場所づくり・学習支援）

てとてとあおば

介護サポート「ほっと青葉」 ①サロン・ミニデイサービス・茶話会・認知症カフェ等

あおばサロン風と友達 ①サロン・ミニデイサービス・茶話会・認知症カフェ等

デイサービスえがお ①サロン・ミニデイサービス・茶話会・認知症カフェ等

④子育て支援活動（支援者が主催する活動）

銀の会 ①サロン・ミニデイサービス・茶話会・認知症カフェ等

あおばおもちゃのひろば ④子育て支援活動（支援者が主催する活動）

高齢化社会をよくする虹の仲間 ①サロン・ミニデイサービス・茶話会・認知症カフェ等

やすらぎ広場を支える会

５人以上 15 件 410,000

合    計 9,972,500

主な対象事業 条件
助成件数 助成額

健
康
増
進
区
分

①高齢者健康増進事業
②施設等を訪問する特技ボランティア

年回数 １回あたりの人数

３回以上

主な対象事業 条件
助成件数 助成額

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
区
分

①布おもちゃ作成/②セルフヘルプグループ（家
族会・介護者の集い・難病患者会・依存症の
会）/③外国人支援（日本語教室、国際交流）/
④おもちゃドクター/⑤本の読み聞かせ/⑥車い
すダンス/⑦防災関連事業（地域防災拠点訓練除
く）/⑧地域住民交流（お祭り、運動会等）/⑨
自然環境活動/⑩福祉情報紙/⑪福祉に関する啓
発、勉強会、公開講座/⑫子育て支援事業（支援
者以外が行う自主的な活動）/⑬施設・病院支援
ボランティア（施設内での傾聴ボランティア含
む）/⑭「要援護者支援区分」の対象事業の助成
要件（回数・人数）に満たない活動

年回数 １回あたりの人数

６回以上 ５人以上 43 件 2,110,000

１～５回 ５人以上 11 件 485,000
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80,000

80,000

160,000

80,000

150,000

100,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

40,000

40,000

100,000

40,000

20,000

70,000

70,000

70,000

70,000

70,000

70,000

70,000

70,000

50,000

70,000

70,000

70,000

70,000

70,000

70,000

50,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

30,000

40,000

NPO法人デフテニスジャパン ④障害者スポーツ

あおば当事者研修実行委員会 ⑪福祉に関する啓発・勉強会・公開講座

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
区
分

聞かせてください　あなたのふる里 ⑪福祉に関する啓発・勉強会・公開講座

てんとー虫 ⑪福祉に関する啓発・勉強会・公開講座

おはなしびっくり箱 ⑤本の読み聞かせ

ヘルスサポーターの会 ⑮その他

かろやか体操会 ⑮その他

たぬきハッピー企画 ⑧地域住民交流

特活）NPO認知症を考える会 ⑪福祉に関する啓発・勉強会・公開講座

青葉区小中高生ミュージカル実行委員会 ⑧地域住民交流

ソフリット ⑮その他

土と遊ぶ陶芸クラブ ⑧地域住民交流

Msプランニング ⑪福祉に関する啓発・勉強会・公開講座

ぐるーぷ・もこもこ・青葉台 ①布おもちゃ

やすらぎの会 ⑭要援護者支援区分の対象事業の助成要件に満たない事業

りぷりんとフレンズあおば ⑬施設・病院支援ボランティア（施設内での傾聴ボランティア含む）

ポールウォーキングAOBA ⑮その他

マザーズジャケット ②セルフヘルプグループ（家族会、介護者の集い等）

健幸笑てん ⑪福祉に関する啓発・勉強会・公開講座

エプロンおやじ会 ⑬施設・病院支援ボランティア（施設内での傾聴ボランティア含む）

⑭要援護者支援区分の対象事業の助成要件に満たない事業

みどり日本語の会 ③外国人支援（日本語教室、国際交流）

りすぼらあおば ⑬施設・病院支援ボランティア（施設内での傾聴ボランティア含む）

緑たすけあい ⑬施設・病院支援ボランティア（施設内での傾聴ボランティア含む）

ボランティアAi ⑬施設・病院支援ボランティア（施設内での傾聴ボランティア含む）

あおば救急・防災 ⑦防災関連事業

ボーイズクラブ ⑪福祉に関する啓発・勉強会・公開講座

お話のゆりかご ⑬施設・病院支援ボランティア（施設内での傾聴ボランティア含む）

ひまわり

⑨視覚障害者支援事業

手話サークルあおば ⑧聴覚障害者支援事業

手話サークル桃の会 ⑧聴覚障害者支援事業

エルフィン神奈川 ⑥宿泊・日帰りハイク活動

えくぼクラブ就学部 ⑥宿泊・日帰りハイク活動

視
覚
・
聴
覚
障
害

点訳グループ「つくし」 ⑨視覚障害者支援事業

拡大写本ボランティアグループ「のあざみ」 ⑨視覚障害者支援事業

朗読・録音奉仕会「かもめ」

⑤訓練会

絆体操教室 ②余暇支援事業・青年学級等

宿
泊
・
日
帰
り
ハ
イ
ク
事
業

For 楽 ever ⑥宿泊・日帰りハイク活動

歩人クラブ ⑥宿泊・日帰りハイク活動

青葉区肢体不自由児者父母の会

青葉の樹　グループホーム青葉マナ ⑥宿泊・日帰りハイク活動

青葉区視覚障害者福祉協会 ⑥宿泊・日帰りハイク活動

土っ子の会 ⑥宿泊・日帰りハイク活動

⑥宿泊・日帰りハイク活動

ポップコーン ⑥宿泊・日帰りハイク活動

特定非営利活動法人　木の実の会 ⑥宿泊・日帰りハイク活動

あっと ⑥宿泊・日帰りハイク活動

障
害
者
支
援
区
分

障
害
児
者
支
援
活
動

特定非営利活動法人　都筑ハーベストの会 ②余暇支援事業・青年学級等

F.Cアミーゴス ③リハビリ目的の集い事業

田園工芸 ②余暇支援事業・青年学級等

レモンオレンジ

青葉区健やか会 ③リハビリ目的の集い事業

アルセア ②余暇支援事業・青年学級等

プチひまわり ⑤訓練会

②余暇支援事業・青年学級等

乗馬セラピーサークル ③リハビリ目的の集い事業

ぽかぽかあおば ⑤訓練会

青葉区聴覚障害者協会 ⑤訓練会

えだすまいる

配
食

友愛グループ ⑧配食活動

もえぎ野配食サポート ⑧配食活動

生
活

支
援

ママエール ①サロン・ミニデイサービス・茶話会・認知症カフェ等

ことの葉 ⑥相談支援・傾聴活動

要
援
護
者
支
援
区
分
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40,000

40,000

40,000

50,000

30,000

60,000

60,000

60,000

60,000

50,000

50,000

40,000

60,000

50,000

50,000

60,000

60,000

30,000

30,000

15,000

25,000

30,000

30,000

30,000

25,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

20,000

30,000

30,000

30,000

20,000

25,000

15,000

◆年末たすけあい募金配分状況 【別表 ３】

60,000

35,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
区
分

※審査会決定額

土っ子の会 ⑤訓練会活動

えくぼめだかくらぶ ⑤訓練会活動

えくぼクラブ第一保育部 ⑤訓練会活動

えくぼ体操教室 ⑤訓練会活動

えくぼF.C

⑨障害児者支援活動

青葉区聴覚障碍者協会 ⑨障害児者支援活動

青葉ふれあいの会 ⑨障害児者支援活動

福祉コーナー「みみづく」 ⑨障害児者支援活動
当
事
者
団
体

障
害
者
団
体

青葉区視覚障害者福祉協会 ⑨障害児者支援活動

青葉区肢体不自由児者父母の会 ⑨障害児者支援活動

青葉区精神保健福祉家族会（あおば会） ⑨障害児者支援活動

青葉健やか会

⑤訓練会活動

ぽかぽかあおば ⑤訓練会活動

FFスイミングクラブ ⑤訓練会活動

えだすまいる ⑤訓練会活動

訓
練
会

ささゆりお話し会 ②施設等を訪問する特技ボランティア

コグニサイズ同好会 ②施設等を訪問する特技ボランティア

貯筋体操 ①高齢者の健康増進事業

とうるるんてん ②施設等を訪問する特技ボランティア

NPO法人アロハグレイス ②施設等を訪問する特技ボランティア

特定非営利活動法人よりそいサポートネットワーク ⑪福祉に関する啓発・勉強会・公開講座

健
康
増
進
区
分

オヤジサウンズ ②施設等を訪問する特技ボランティア

Luce（るーちぇ） ②施設等を訪問する特技ボランティア

みんなで歌おうかい ①高齢者の健康増進事業

えだガーデニングクラブ ②施設等を訪問する特技ボランティア

ダイヤモンドヘッド ②施設等を訪問する特技ボランティア

松風台体操 ①高齢者の健康増進事業

楽笑友の会 ②施設等を訪問する特技ボランティア

土の音 ②施設等を訪問する特技ボランティア

音読を楽しむ会 ②施設等を訪問する特技ボランティア

FRIENDS ②施設等を訪問する特技ボランティア

ジョイジョイ親子の会 ⑫子育て支援事業

劇団さつき ⑪福祉に関する啓発・勉強会・公開講座

おはなし宅配ぷちぷちグー ⑤本の読み聞かせ

あかね台文庫 ⑤本の読み聞かせ

ぴあっとAOBA～ココから～ ⑫子育て支援事業

ジョイきっず ⑫子育て支援事業

クニークルス ⑫子育て支援事業

NPO法人家族SST横浜交流会 ⑪福祉に関する啓発・勉強会・公開講座

ハッピードロップ ⑤本の読み聞かせ

しらとり台公園プレイパーク ⑫子育て支援事業

聴の会 ⑬施設・病院支援ボランティア（施設内での傾聴ボランティア含む）

くつろぎの森 ⑭要援護者支援区分の対象事業の助成要件に満たない事業

women's life care ⑪福祉に関する啓発・勉強会・公開講座

ケアならきた ⑬施設・病院支援ボランティア（施設内での傾聴ボランティア含む）

新石川公園プレイパーク ⑫子育て支援事業

おはなしキッチン ⑤本の読み聞かせ

横浜緑吹奏楽団 ⑧地域住民交流

かわもりあおば ⑦防災関連事業

③外国人支援（日本語教室、国際交流）

横浜OVG ⑬施設・病院支援ボランティア（施設内での傾聴ボランティア含む）

未来の樹　あおば ②セルフヘルプグループ（家族会、介護者の集い等）

あかね台子ども会ボランティア ⑧地域住民交流

布の本たぬきの会 ①布おもちゃ

EMIOおはなしグループ ⑬施設・病院支援ボランティア（施設内での傾聴ボランティア含む）

セルフ・カウンセリング　ルビーの会 ⑪福祉に関する啓発・勉強会・公開講座

スパイスアップ編集部 ⑬施設・病院支援ボランティア（施設内での傾聴ボランティア含む）

サロン・デ・チャルラス
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120,000

180,000

70,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

30,000

60,000

30,000

40,000

60,000

60,000

60,000

20,000

60,000

60,000

60,000

60,000

30,000

60,000

60,000

20,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

120,000

120,000

60,000

120,000

30,000

120,000

120,000

114,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

中途障害者地域活動センター青葉の風 ⑨障害児者支援活動

ＵＮＯ工房 ⑨障害児者支援活動

ほっと･館　花 ⑨障害児者支援活動

地域活動支援センタートライアングル ⑨障害児者支援活動

田園工芸 ⑨障害児者支援活動

グリーン ⑨障害児者支援活動

ネバーランド青葉 ⑨障害児者支援活動

きりんさんの会 ④子育て支援

わらしこ保育室 ④子育て支援

障
害
者
支
援
施
設

えだ福祉ホーム ⑨障害児者支援活動

キッチンわかば ⑨障害児者支援活動

グループホーム青葉マナ ⑨障害児者支援活動

青葉　杜の葉 ⑨障害児者支援活動

生活介護　桃の実 ⑨障害児者支援活動

アトリエ木の実 ⑨障害児者支援活動

子育てサークル　ピーターパン ④子育て支援

育児サークル　つくしんぼ ④子育て支援

すいすいクラブ ④子育て支援

かるがもサークル ④子育て支援

ちびっ子クラブ ④子育て支援

ラフェリーチェ ⑥相談支援、傾聴活動

ことの葉 ⑥相談支援、傾聴活動

子
育
て
支
援
団
体

パレット学童保育室いるかくらぶ ④子育て支援

ピッピ学童保育となりのいえ ④子育て支援

青空クラブ ④子育て支援

チェリーキッズ ④子育て支援

プチアンジュ ④子育て支援

ＮＰＯ法人青空保育ぺんぺんぐさ ④子育て支援

ぴよぴよ倶楽部 ④子育て支援

たんぽぽクラブ ④子育て支援

親子サークル　ぐりとぐら ④子育て支援

エプロンおやじ会 ⑦地域住民交流活動

ママエール ④子育て支援

レントの会 ⑦地域住民交流活動

りすぼらあおば ⑥相談支援、傾聴活動

NPO法人よりそいサポートネットワーク ⑥相談支援、傾聴活動

あおばサロン風と友達 ①サロン、ミニデイサービス、茶話会

あおばおもちゃのひろば ⑨障害児者支援活動

あざみ野フォーラム ①サロン、ミニデイサービス、茶話会

キングス・ガーデン神奈川 ①サロン、ミニデイサービス、茶話会

アロハグレイス ⑨障害児者支援活動

介護者サポート「ほっと青葉」 ⑥相談支援、傾聴活動

フリースペースあおば ③若者支援（フリースペース、居場所）

布の本たぬきの会 ⑨障害児者支援活動

やすらぎ広場を支える会 ③若者支援（フリースペース、居場所）

朗読・録音奉仕会「かもめ」 ⑨障害児者支援活動

拡大写本ボランティアグループ「のあざみ」 ⑨障害児者支援活動

みどり日本語の会 ⑩その他（外国人支援活動）

在
宅
要
介
護
者
支
援
活
動
団
体

友愛グループ ②配食活動、会食会、地域食堂

ミントの会 ②配食活動、会食会、地域食堂

ぐるうぷ”あざみ野” ②配食活動、会食会、地域食堂

デイサービスえがお ①サロン、ミニデイサービス、茶話会

ひろがりサロン ②配食活動、会食会、地域食堂

高齢化社会をよくする虹の仲間 ①サロン、ミニデイサービス、茶話会

聴の会 ⑥相談支援、傾聴活動

銀の会 ①サロン、ミニデイサービス、茶話会

さつきが丘粋生きクラブ ②配食活動、会食会、地域食堂

ボランティアグループはなみずき ②配食活動、会食会、地域食堂

手話サークル桃の会 ⑨障害児者支援活動
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⑧地域福祉活動全般

青葉区障害者団体連合会 ⑨障害児者支援活動

青葉区災害ボランティア連絡会 ⑩その他（防災関連事業）

合　計　（117団体）

ソフリット ②配食活動、会食会、地域食堂

子ども食堂「たまプラごはん」 ②配食活動、会食会、地域食堂

本
会
会
員

青葉区民生委員児童委員協議会 ⑧地域福祉活動全般

青葉区更生保護女性会 ⑧地域福祉活動全般

青葉区老人クラブ連合会

たまコネ食堂部 ②配食活動、会食会、地域食堂

たまプラーザがん哲学外来カフェ ①サロン、ミニデイサービス、茶話会

ゆる～りかふぇ ①サロン、ミニデイサービス、茶話会

見守りネットワークの会 ⑦地域住民交流活動

恩古知新隊（おんこちしんたい） ⑦地域住民交流活動

⑦地域住民交流活動

楽画記帳（らくがきちょう） ⑦地域住民交流活動

荏子田ふれあいカフェ ①サロン、ミニデイサービス、茶話会

うたごえサロン ①サロン、ミニデイサービス、茶話会

ミルクキャラメル ⑦地域住民交流活動

社
会
福
祉
団
体

ケ
ア
プ
ラ
ザ
推
薦
枠

男塾 ①サロン、ミニデイサービス、茶話会

三輝会

背骨コンディショニング ⑦地域住民交流活動

いきいきグループ ⑦地域住民交流活動

本格珈琲を楽しむ会 ①サロン、ミニデイサービス、茶話会

①サロン、ミニデイサービス、茶話会

えだ家 ②配食活動、会食会、地域食堂

のびのび健康体操 ⑦地域住民交流活動

さつきパソコンクラブ ⑦地域住民交流活動

劇団そよ風plus ⑦地域住民交流活動

バルーン大場クラブ ⑦地域住民交流活動

ボッチャ大場クラブ

奈良地区民生委員児童委員協議会 ⑧地域福祉活動全般

奈良北地区民生委員児童委員協議会 ⑧地域福祉活動全般

山内地区民生委員児童委員協議会 ⑧地域福祉活動全般

すすき野地区民生委員児童委員協議会 ⑧地域福祉活動全般

美しが丘地区民生委員児童委員協議会 ⑧地域福祉活動全般

地
区
民
生
委
員
児
童
委
員
協
議
会

中里地区民生委員児童委員協議会 ⑧地域福祉活動全般

中里北部地区民生委員児童委員協議会

恩田地区民生委員児童委員協議会 ⑧地域福祉活動全般

青葉台地区民生委員児童委員協議会 ⑧地域福祉活動全般

青葉台南部地区民生委員児童委員協議会 ⑧地域福祉活動全般

⑧地域福祉活動全般

市ヶ尾地区民生委員児童委員協議会 ⑧地域福祉活動全般

上谷本地区民生委員児童委員協議会 ⑧地域福祉活動全般

谷本地区民生委員児童委員協議会 ⑧地域福祉活動全般

山内北部地区民生委員児童委員協議会 ⑧地域福祉活動全般

荏田地区民生委員児童委員協議会 ⑧地域福祉活動全般

荏田西地区民生委員児童委員協議会 ⑧地域福祉活動全般
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