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平成２６年度 青葉区社会福祉協議会 事業報告                                    

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福祉１１０番」の実施 

青葉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（ホームページ） 

         福祉教育の相談件数・対応数・調整数 

         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】    144 件 

【ボランティア登録者数】 個人 ７０ 名、 １ 団体 

【福祉教育相談調整派遣】  ３９ 件 のべ ４，７００ 名 

  【福祉機材の貸出】    ５７ 件 
 

◆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 

◇福祉ボランティア講演会 

あおばボランティアセンター福祉 110 番の開設 15 周年記念として、講演会を実施しました。 

【日時】９月６日（土）１３：００～１５：１０ 

【会場】青葉区役所 ４階会議室 

【講師】原田正樹氏（日本福祉大学学長補佐・社会福祉学部教授） 

【参加者】６６ 名 

◇手話講座の実施 

初めて手話を経験する方を対象とする講座を昼間クラスと夜間クラスに分けて開催しました。 

９月１２日～１０月３１日（毎週金曜：計８回） 参加者 ９ 名 
 

◇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 拡充 

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 回分）を実施しました。 

検便検査実施者数 延べ 230 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】  ２，４６５ 人 （うち被災地活動者 275 人） 

【ボランティア行事用保険】 延べ 291 団体 

【送迎サービス補償】     ０ 団体 

【福祉サービス総合補償】  １２ 団体 
 

◆あおばふれあい助成金の実施  〔補助金・福祉基金・共募配分金 8,584 千円〕 

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】 １２６ 団体 【助成交付】 １２０ 団体 

【助成総額】 ８，３２２，５００円 

（市社協補助金 ４，５０９，０００円、共募配分金 ３，８１３，５００円） 
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２．情報の有効活用  〔補助金・共募配分金 289 千円〕 

◆広報紙の充実 

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」（４月・７月・１０月・１月） 

※ホームページによる掲載及び区内公共施設での配布 

※録音版「あおば社協だより」の発行 
 

◇広報よこはま青葉区版「社会福祉協議会より」の掲載（毎月） 
 

◇「あおばボランティアセンター福祉 110 番 ボラセンだより」の発行（年 2 回） 
タウンニュースの 1 面を使用し、ボランティアセンター広報紙を発行しました。 

 

◆ホームページの運営 

  最新情報を随時更新。「地区社協ブログ」で、地域情報の掲載に努めました。 
 

◆FM ラジオへの出演 新規 

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。（毎月） 
 

３．福祉保健活動の場や機会の充実  〔受託金・負担金等 14,279 千円〕 

◆福祉保健活動拠点「ふれあい青葉」の利便性向上 

福祉保健活動拠点を、より良く活用頂くよう、利便性の向上に努めました。 

◇メールボックスの抽選 

メールボックスの一斉整理をしました。 

◇事務作業・効率の向上 

コピー機をカラー印刷対応機種へ更新しました。 新規 
 

◆“情報と人”が出会える場 

玄関入口付近に「ふれあいスペース」を設置。作業所製品の展示を行いました。 

 

４．活動のネットワークの強化  

◆地域福祉活動の推進と充実 

 ◇地区担当職員の配置 新規 

区内 15 地区連合エリアを 3 ブロックに分け、1 ブロック 2 名の地区担当職員を配置し、地域活

動の支援を行いました。 
 

◇地区社協活動の支援 〔補助金・共募配分金・年末配分金 14,894 千円〕 

   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６回：４・６・９・１１・１・３月） 

＊地区社協への助成（総額 １３，３５５，０００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 

役員等の意識が高まることで、地区社協の活動を知り、より活発な地区社協活動について、

情報交換のできる機会となりました。 

【運営/個人情報編】６月９日（月）参加者：２９名 

【経理/サロン編】２月２３日（月）参加者：２４名 

＊地区社協ヒアリングの実施（年１回） 

 



 ３ 

◆身近な地域のつながり・支えあい活動の実施 拡充 

  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。 

◇青葉区内管内社協管理職会の実施（年４回） 

もえぎ野地域ケアプラザ・荏田地域ケアプラザとの情報共有及び地域支援活動の推進 

◇包括支援センターカンファレンスへの参加 

もえぎ野地域ケアプラザ、ビオラ市ヶ尾地域ケアプラザ、美しが丘地域ケアプラザ、 

荏田地域ケアプラザ、緑の郷包括支援センター 

◇地域ケア会議への参加 

もえぎ野地域ケアプラザ、ビオラ市ヶ尾地域ケアプラザ、鴨志田地域ケアプラザ、 

奈良地域ケアプラザ、荏田地域ケアプラザ、大場地域ケアプラザ、美しが丘地域ケアプラザ、 

さつきが丘地域ケアプラザ、たまプラーザ地域ケアプラザ、恩田地域ケアプラザ、 

緑の郷包括支援センター 

◇地域ケアプラザ内の会議への参加 

もえぎ野地域ケアプラザ５職種会議、荏田地域ケアプラザ４職種会議 

 

◆地域ケアプラザとの協働事業の実施 

◇地域ケアプラザ コーディネーター連絡会の開催 拡充 

   区内１１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】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 新規 

   ＊ケアプラザ所長会 

   ＊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 

上記「身近な地域のつながり・支えあい活動の実施」参照 

 

◇地域ケアプラザ連絡会の開催 新規 

地域福祉の推進に必要な地域ケアプラザとの連携強化のため、地域ケアプラザ連絡会を開催し、

共有課題の情報交換や研修を行いました。 

【会場】ふれあい青葉 

  【日時】7 月 3 日（水）１３：３０～１５：００ 

8 月 25 日（月）１４：００～１６：３０ 

10 月 22 日（水）９：００～１１：００ 

2 月２５日（水）１０：００～１１：３０ 
 

◆会員組織の拡充 

◇新規会員（６団体） 前年度比 101.2% 

マザーズジャケット、特別養護老人ホームビオラ市ヶ尾、青葉 杜の葉、 

あざみ野フォーラム、青葉区型地域共生を進める会、 

地域活動支援センタートライアングル 
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◆会員研修の実施 

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】９月１５日（月）～１６日（火） 【参加者】 ３６ 名 

【行先】福島県いわき市・富岡町・郡山市 

【内容】いわき市／防災・減災セミナー 

富岡町／被災体験講話、現状視察 

郡山市／富岡町社協職員及び富岡町民の講話及び意見交換会・仮設住宅訪問 
 

◆部会・分科会活動の充実 

◇部会・分科会の再編 新規 

福祉課題が多様化し様々な問題を複合的に持ち合わせる事案が増加するなか、団体種別に構成さ

れる既存の分科会組織ではその課題に対応できないため、団体種別の垣根を越え、横断的に対応で

きるよう分科会組織を変更しました。また、部会組織の名称を分かりやすく変更しました。 

（平成２７年１月１９日理事会にて承認） 

 旧 変更内容 新 

部
会 

福祉保健教育専門団体部会 名称変更 専門機関部会 

分 

科 

会 

民生委員児童委員分科会 

統合 

地域福祉分科会 

※分科会内に「課題別協議体」（作業部会、プ
ロジェクト等）を設置し、会員種別の枠を
超えて参画。会員団体からの要望等を受け、
分科会長が設置。 

地区社協分科会 

自治会町内会分科会 

高齢施設分科会 

障害施設分科会 

児童施設分科会 

ボランティア・ 
市民活動団体等分科会 

名称変更 
ボランティア・市民活動団体分科会 
※分かり易い名称に変更（「等」を削除） 

 

５．高齢者・障がい者の暮らしの支援  

◆権利擁護事業の推進 〔受託金・利用料 396 千円〕 

◇「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がい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】  ２２ 人（前年度比 １名増）  

＊利用内訳 定期訪問サービス  ２２ 人、財産預かりサービス ７ 人） 

高齢者 １３人、障害者 ９人（精神７人、身体２人） 

新規契約者 ８ 人  契約終了者 ７ 人  

【初回相談】  ４０ 件（前年度比±０件） 
 

◇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、専門職団体や地域包括支援センター関係者をはじめ、

市民後見人実務実習生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 ３ 回開催 

【主な内容】全体会／事例検討・振り返り 

分科会／問題事例による後見業務の理解、地域支援者・社会資源の把握 

ロールプレイを通じた後見制度の初回説明 
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◇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） 

 〔受託金・利用料・善意銀行配分 7,968 千円〕 

公共交通機関で外出することが困難な高齢の方や障がいのある方を対象に、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 新規 

＊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 ８，０５３ ㌔】 

＊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） 

【日産/セレナ・平成１９年式 年間走行距離 ２，８０６ ㌔】（～Ｈ２６年１２月） 

【トヨタ/シエンタ・平成２６年式 年間走行距離 ９８１ ㌔】（Ｈ２７年１月購入） 

＊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 ６，０９８ ㌔】 

【利用者数】  １８３ 人    【登録者数】  ３４７ 人（新規登録者 ６８人） 

【依頼件数】 １，６０３ 件 【対応件数】 １，５４２ 件   

【運転ボランティア】 10 人 

【講習会実施】①安全運転講習（市社協主催）１月２１日 参加者 ２人 

          ②内部研修（個人情報の取り扱い、認知症について、新規車両の取り扱い等） 

           ５月１２日・９月２６日・１月２６日（参加者各１０名） 

【送迎サービス実績】 

 

 
送迎回数合計 

送迎車両の内訳 

お出かけ号 らくらく号 アイシス 

件数 1,542 743 312 487 

＊対応件数 1,542 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 93 1,342 0 6 9 92 

割合 6％ 87％  0.4％ 0.6％ 6％ 

 

◆当事者・家族への支援事業の実施  

◇障害者の日・障害者週間 〔補助金・共募配分金 310 千円〕 

   障害者の理解普及のため、キャンペーン活動ならびに啓発活動を実施しました。 

【障害者の日キャンペーン】 

・１２月９日（火） 

・市が尾駅、区民ホールでの啓発活動：１６団体５２名参加  

・ミニコンサート（青葉区役所区民ホール）：３施設３５名参加 

・作業所製品の販売、啓発活動（青葉区役所区民ホール）：４施設 

   【啓発活動】 

    ・区内小学校への啓発物品・リーフレット配布（３校） 

    ・映画「３９窃盗団」上映協力 
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◇青葉ふれあい運動会 〔福祉基金 68 千円〕 

障がい者が競技者となった運動会を企画・実施。ボランティアの育成 

【実施日時】１０月１８日（土）１０：３０～１４：３０ 

【実施会場】青葉スポーツセンター第１体育室 （参加者 延べ ２５８人） 

【実施内容】区内在住又は区内障がい者施設・団体利用者の運動会 
 

◇ふれあい農園【障がい者活動：区内障がい者施設メンバーによる農作業】 
障がい者施設の利用者の社会参加活動を目的として、農作物の栽培及び販売 

【実施回数】年間作業日 ４８ 回（えだ福祉ホーム、ＵＮＯ工房、青葉の風、青葉杜の葉） 

【実施内容】農園活動、無農薬野菜の栽培 

交流イベント：収穫祭 ７月３１日（木）参加者：８６人 

芋煮会 １１月１９日（水）参加者：６５人 

【農園実行委員会】 １２ 回 （えだ福祉ホーム、ＵＮＯ工房、青葉の風、青葉杜の葉、ネバー

ランド青葉、すてっぷ、ボランティアなど） 

 

◇精神保健福祉傾聴ボランティア講座の実施 

精神障がいの理解のための学習と区内の精神障がい者施設でのボランティア体験を実施し、講座

の修了者による、電話での“傾聴”活動を開始しました。 

９月１１日～１１月１０日（計５回、うち体験１回） 参加者 ２３ 名 
 

◆新たな福祉活動の検討・実施 新規 

「子供の貧困問題」、「もえぎ野センター見守りシステム構築（仮称）」、「災害時障がい者支援（仮称）」

等の複数のプロジェクトについて設置や企画・準備を行いました。 

 

６．子ども、青少年の健全育成  

◆福祉教育の推進 〔補助金・参加費・共募配分金 372 千円〕 

◇福祉教育推進助成金 

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。 

【助成金の交付】 １７ 校 総額 １７０，０００円 

内訳）＠10,000×小学校１２校、＠10,000×中学校５校 
 

◇夏のボラちゃん in あおば 2014（夏休みボランティアチャレンジ体験） 

区内在住・在学の小学生から大人を対象に福祉施設（保育園・高齢者･障害者施設、地域ケアプラ

ザ、医療施設等）やボランティア団体でのボランティアチャレンジ体験を行いました。 

参加者にとって、ボランティア活動やその後の地域活動への参加のきっかけとなりました。 

【オリエンテーション】 ７月２２日（火）・２４日（木）・２５日（金） 

・区内地域ケアプラザ・区民活動支援センター 

【ボランティア体験】 ８月１日（金）～２３日（土）（このうち、１～３日間） 

・区内福祉施設、医療施設、ボランティア団体 

【体験報告会】 ８月２４日（日）・２９日（金）、９月７日（日） 

・区内地域ケアプラザ・区民活動支援センター 

・参加者 ６５ 名 

（小学生６名、中学生３６名、高校生１６名、大学生３名、社会人４名） 
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◆横浜子育てサポートシステムの実施と事務局の移管 〔受託金 10,484 千円〕 事業終了 

子育ての援助を受けたい人（利用会員）と、援助したい人（提供会員）が会員となり、お互いの責

任と信頼関係をもとに、子どもを預けたり、預かったりできる「しくみ」を作り、地域社会の中で安

心して子育てができる環境づくりを推進しました。 

なお、平成 26 年 10 月 1 日より青葉区地域子育て支援拠点ラフールへ事務局を移管するに伴い、

説明会等実施しました。 

【利用会員】  540 名 （新規登録者 80 名） 

【提供会員】  182 名 （新規登録者 19 名） 
【両方会員】    57 名 （新規登録者  6 名） 

【援助活動件数】 2,816 件  【入会説明会】  21 回（うち出張説明会 ７回） 

【研修・交流】＊提供会員予定者研修会  ６月 3 日（火）～5 日（木）  

＊提供・両方会員交流会  ７月 7 日（月） 

＊移管説明会・ワークショップ ９月９日（火） 

【その他】会員向け広報紙の発行（１回） 

※上記は全て平成２６年９月末までの実績 

 

７．健康長寿のまちづくりの推進  

◆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（個人宅・施設）、祝品を贈呈しました。 

【日程】９月９日（火）・１２日（金） 

【対象者】 年度内 100 歳敬老訪問  １６名、101 歳以上敬老訪問  ２３名 

老人ホーム等施設訪問   １４施設 

 

８．災害時でも安心のまちづくりの推進 〔補助金・参加費 114 千円〕 

◆青葉区災害ボランティア連絡会 

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、内外のボランティアの受け入れ及び調整・派遣を行います。 

いざという時に、より迅速に活動できるよう進めています。 

【シミュレーション】１月１７日（土）１０：００～１２：００、参加者 ３５名  

青葉公会堂 ２階会議室 

【全体会】全４回：５月１８日（日）、９月７日（日）、１０月１２日（日）、２月８日（日） 

【Ｄブロック会議】２回：６月１５日（日）（ふれあい青葉２階 多目的研修室） 

２月 ９日（月）（かけはし都筑） 
 

◆被災地・被災者支援活動の継続実施 

◇復興応援プロジェクトの実施 

【おだがいさま冊子】 

平成２５年度【第１弾】【第２弾】の活動冊子の製作協力（全６頁・A５版） 

【復興応援プロジェクト】６月１４日（土） 参加者 ７名（高校生） 

福島県郡山市の仮設住宅訪問、現地の住民の方との交流を行いました。 
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【おだがいさまサロン】 
東日本大震災により、青葉区内及び周辺地域へ避難されている方を対象にサロンを開催し

ました。 

・8 月 28 日（木）１３：００～１５：２０、参加者 14 名、会場：ふれあい青葉 

・11 月 3 日（月・祝）、参加者 18 名、会場：区民まつり会場 

・3 月 3 日（火）１１：３０～１４：００、参加者 18 名、会場：ふれあい青葉 
 

９．協働事業の選定・実施 

◆高齢者、障がい児・者、子育て支援事業を実施する各団体との協働事業の推進 

（再掲）「新たな福祉活動の検討・実施」参照。 

 

１０．福祉関係団体事務 

◆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 

＊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 

＊青葉ふれあい農園実行委員会 

 

１１．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  

【理事会】議案については、第１～５回すべて承認 

  第１回 平成２６年 ５月２８日（水) １０：００～１１：５０ 

議案 1 会員の承認について 

議案 2 評議員の選任について 

議案 3 平成２５年度事業報告及び一般会計収支決算について 

議案 4 平成２５年度監事監査報告について 

議案 5 平成２５年度福祉保健活動拠点事業報告及び収支決算について 
 

  第２回 平成２６年 ９月 ８日（月)  １０：４５～１１：５０ 

議案 1 会員の承認について 
 

第３回 平成２６年 １１月 １７日（月) １０：００～１１：５０ 

議案 1 会員の承認について 

議案 2 平成２６年度 一般会計予算の補正について 

議案 3 保有資産（固定資産）の運用について 

議案 4 新会計基準移行に伴う本会の経理規程及び経理規程施行細則の全部改正について 

議案 5 平成２６年度年末たすけあい募金配分計画（案）について 
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    第４回 平成２７年 １月１９日（月) １０：３０～１１：５０ 

議案 1 会員の承認について 

議案 2 資産運用規定の制定について 

議案 3 業者選定委員会要綱の制定について 

議案 4 部会，分科会及び委員会等設置規程及び理事・評議員選任規程の一部改正について 
 

    第５回 平成２７年  ３月 ２３日（月)  １０：００～１１：５０ 

議案１  任期満了に伴う評議員の選任について 

議案２  平成 27 年度事業計画・一般会計収入支出予算（案）について 

議案３  平成 27 年度青葉区福祉保健活動拠点事業計画・収支予算（案）について 

議案４  職員就業規程等の一部改正について 

議案５ 経理規程の一部改正について 
 

【監事監査】 平成２６年５月１６日（金）１０：００～１２：０５ 

        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 平成２６年５月２８日（水）１３：３０～１５：００ 

議案１  理事の選任について 

議案２  平成２５年度 事業報告及び一般会計支出決算について 

議案３  平成２５年度監事監査報告について 

議案４  平成２５年度福祉保健活動拠点事業報告及び収支決算について 
 

第 2 回 平成２６年１１月１７日（月）１３：３０～１５：００ 

議案１  監事の選任について 

議案２  平成２６年度 一般会計予算の補正について 

議案３  保有資産（固定資産）の運用について 
 

第３回 平成２７年３月２５日（水）１３：３０～１５：００ 

議案１ 任期満了に伴う理事・監事の選任について 

議案２  平成２７年度事業計画・一般会計収支予算（案）について 

議案３ 平成２７年度青葉区福祉保健活動拠点事業計画・収支予算（案）について 
 

【ボランティアセンター運営委員会】 

   平成２６年９月８日（月）１０：００～１０：４５ 

議案１ ボランティアセンター事業について 

議案２ 善意銀行配分について 

議案３ その他（検便費用の助成について） 
 

【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。 

平成２６年１２月１５日（月）１４：００～１５：００ 

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） 

議案２ 青葉区社会福祉大会社会福祉功労者の選考について（会長特別枠） 
 

【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。 

平成２６年６月１１日（水）１５：１５～１６：４５ 

議案１ 平成２５年度あおばふれあい助成金 団体助成額・件数 報告 

議案２ 平成２６年度あおばふれあい助成金 団体助成額・件数（案）について 
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【部会・分科会】 

地区社協分科会 ６回 
４月１４日（月）、６月 ９日（月）、９月 ８日（月）

１１月１０日（月）、１月１９日（月）、３月 ９日（月） 

自治会町内会分科会 １０回 連合自治会長会への出席 

民生委員児童委員分科会 １０回 区民生委員児童委員協議会委員会への出席 

障害者施設分科会 ２回 ８月１日（金）、１１月４日（火） 

児童施設分科会 ０回  

当事者団体部会 ８回 

８月１日（金）、１１月４日（火） 
※上記、障害者施設分科会と合同開催 
１２月１９日（金）、１月８日（木）、１月２１日（水） 
２月９日（月）、２月２７日（金）、３月１１日（水） 
※地域福祉保健計画意見交換会及び部会として開催 

ボランティア・ 
市民活動団体分科会 

４回 
７月２３日（水）、９月６日（土） 
１２月１２日（金）、３月１９日（木） 

 

◆生活福祉資金・総合支援資金貸付事業の実施 〔補助金 3,940 千円〕 

【生活福祉資金貸付】 

低所得者や高齢者、障がい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、貸付事務を執り行いました。 

     相談件数 2,085 件  貸付件数 １６件   

 

 

 

 

 

 

 

【総合支援資金貸付】 

失業などにより、生活の維持が困難になった世帯へ生活費及び必要資金の貸付について相談を

受け、貸付事務を執り行いました。 

     相談件数 ８１ 件  貸付件数 ０ 件  
 

【臨時特例つなぎ資金貸付】 

離職者支援のための公的給付制度又は公的貸付制度を申請している住居のない離職者の相談 

     相談件数  ０ 件  貸付件数 ０ 件  
 

【不動産担保型生活資金貸付】 

持ち家と土地があっても現金収入が少ない高齢者が、その居住用不動産を担保に生活費を借り

入れることにより、世帯の自立支援を図っていく貸付の相談窓口を実施しました。 

     相談件数 ８８ 件  貸付件数 ０ 件  （要保護世帯向け含む） 
 

◆障害者地域作業所等設置支援資金貸付事業の終了 事業終了 

運営委員会型等「地域作業所」「グループホーム」の新設に対し、横浜市及び市社協障害者支援セン

ターからの設立資金交付までの間、必要な資金を貸し付ける本事業については、その役割を終え、平

成 26 年度をもって事業を終了しました。 

 

 

資 金 名 件数 貸付金額（円） 

更生資金 ０ 0 

福祉資金 ３ ２９８，０００ 

教育支援資金 １３ ６，８６４，０００ 

療養資金 ０ 0 

緊急小口資金 ０ ０ 

長期生活支援資金 ０ 0 

合   計 １６ ７，１６２，０００ 



 １１ 

◆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、年末年始の活動についての配分を行いました。 

【配分団体】 １２４ 団体 （配分総額 １１，４３５，６００ 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、障がい当事者団体、福祉関係団体 
 

◇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」を運営しました。寄付金をお受けし、支援の要請が

あった団体へ配分を行いました。 

【寄付】  延べ 9 人 延べ ２４ 団体 （寄付総額 ２，１０７，６６６円） 

【配分件数】 １８ 件 （配分総額 ３，２９９，９８８ 円） 

【配分先】特別配分（ボランティア団体向け検便費用助成：延 11 団体：230 名） 

桃の会、デイサービスはなみずき、あおば会、れんげの会、 

青葉区聴覚障害者協会、青葉区社会福祉協議会（送迎車購入） 

<指定配分>手話・筆記ボランティア派遣ポレポレ（２５０，０００円） 
 

◆社会福祉に関する啓発活動 

◇第２０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すすめるため、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】平成２７年２月５日（木）１３：３０～１６：００ 青葉公会堂 

【参加者数】  ３６５ 名（受賞者・主催者・来賓６６名、一般２９９名） 

【内容】＜第１部＞…表彰式典（福祉功労者表彰） 

・第２０回大会特別感謝受賞者：７名、８団体 

・表彰受賞者：１５名、２団体 

・青葉区社協マスコットキャラクター名発表「あおばちゃん」 

＜第２部＞…青葉かがやく生き生きプラン事例発表会 

地区別計画推進の取り組み（上谷本・山内地区） 

コーディネーター：田園調布学園大学 村井 祐一 教授 

◇障害者の日・障害者週間キャンペーンの実施（再掲） 
 

◆その他区社協が実施すべき地域福祉の推進に資する事業 

◇本会 PR 活動 

【マスコットキャラクターの活用】 拡充 

本会マスコットキャラクター名の命名について、拠点利用団体や区内小学校で投票を実施

し、社会福祉大会にて発表しました。また、当該キャラクターが印刷された缶バッチを作成

し、同大会にて配布しました。 命名「あおばちゃん」 
 

【のぼり旗の作成】 

本会と地区社会福祉協議会の PR のため「のぼり旗」を作成し、地域のイベント等にて設

置しました。 
 

【20 周年記念封筒の作成】 新規 

本会設立２０周年記念として、２０をモチーフとしたイラストと感謝のメッセージを印刷

した封筒を作成しました。 
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【横断幕の作成】 新規 

横断幕を作成し、拠点壁面に設置しました。 
 

◇横浜市社協、青葉区役所との協働・連携 拡充 

青葉かがやく生き生きプラン協働事務局として、青葉区と連携し、地域福祉の推進を行いました。 

・全地区（１５地区）ワークショップへの参加協力 ・チーム会議への参画 

・地区推進会議への参加 

【地域福祉保健計画に対するヒアリングの実施】 

・当事者団体部会を中心に第３期地域福祉保健計画の意見交換会（全５回）を開催 

・中学校福祉委員会からの意見募集（区内１校）※平成２７年度に３校実施予定 
 

◇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（１１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） 
 

◇社会調査等による地域福祉活動に求められる活動の協議・検討・企画・推進 

自立支援協議会への参画や新たな福祉活動の検討・実施（再掲）を行いました。 
 

◆社会福祉協議会会計の順守及び市指導監査指摘事項を含めた業務改善 

 ・横浜市指導監査指摘事項への対応 

 ・会計外現金（法人会計外）現金検査 

 ・現金管理・金庫内管理の実施 

 ・社会福祉法人新会計基準への準備・対応（平成 27 年度より新会計基準へ移行） 
 

◆福祉保健活動拠点「ふれあい青葉」次期指定管理に向けた取り組み 

次期指定管理者への申請を行い、次期指定管理者として決定しました。 
 

◆新たな財源の確保 

 ◇保有資産の運用 新規 

複数の定期預金（福祉基金）を原資に横浜市債の購入を行い、基金果実の収入増加を図りました。 
 

◇自主財源の確保に向けた取り組み 

＊世帯会費の募集 

      【実績額】１６７自治会・町内会 ２，６３４，６３０円 （目標額９９．５％） 

＊賛助会費の募集 

      【実績額】 １，７７６，０００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 

   苦情の受付を業務改善の契機ととらえ、苦情解決制度を実施しました。 

【苦情受付】  １ 件 

 


