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平成２４年度 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】    １０６ 件 

   【ボランティア登録者数】 個人 １，１６７ 名、 ３３ 団体 

【福祉教育相談調整派遣】  ３５ 件 のべ ４，６６９ 名 

   【福祉機材の貸出し】    ８８ 件 

 

◆ボランティアコーディネーター養成講座の実施 

「あおばボランティアセンター福祉１１０番ボランティア養成講座」を開催しました。 

   ６月４日～８月２０日（計１０回） 参加者 １４ 名 

 

◆点字福祉教育アシスタント講座の実施 

「点訳ボランティア養成講座」を予定変更し、「点字福祉教育アシスタント講座」を開催しました。 

１月７日～２月２５日（計６回） 参加者 １４ 名 

 

◆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、障がい当事者団体等への活動助成を行いました。 

【申請団体】 １２４ 団体 【助成交付】 １２３ 団体 

【助成総額】 ９，０１２，０００ 円 

（市社協補助金 ５，０５９，０００ 円、共募配分金 ３，９５３，０００ 円） 

 

 

２．情報の有効活用  

◆広報紙の発行 

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。 

  【広報】①「あおば社協だより」（９月・３月） 

※ホームページによる掲載及び区内公共施設での配布 

②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」広告の掲載 

PR と区内福祉活動の紹介、講座の案内などを兼ねて、広告を掲載しました。 

   【発行月】９月・３月  【発行媒体】タウンニュース 【形態】１頁（全面） 
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◆ホームページの全面改訂 

  ホームページを全面改訂。「新着情報」「地区社協ブログ」で、最新情報掲載に努めました。 

 

 

３．福祉保健活動の場や機会の充実  

◆福祉保健活動拠点「ふれあい青葉」の管理運営 

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。 

  ＊貸出方法の変更 

「午前」「午後」「夜間」→「１時間」単位で貸出 

＊メールボックスの設置 

活動拠点として団体あて郵便等の受け取り用として、18ボックスを設置。 

 

 

４．活動のネットワークの強化  

◆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６回：４・６・９・１１・１・３月） 

  ＊地区社協への助成（総額 １２，７１９，０００ 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 

     地区社協助成金説明会・会計研修（３月４日） 

 

◆地域ケアプラザ コーディネーター連絡会の開催 

  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。 

 【連絡会の開催】毎月第１木曜日１５：００～１７：００ 

 

◆会員組織の拡充 

◇新規会員（ １６ 団体） 

   ちぐさのもり保育園、恩田地域ケアプラザ、介護老人福祉施設大樹の郷 

ほっと 館 花、土っこの会、れんげの会、あっと、えくぼめだかくらぶ、オレンジの会 

えくぼ体操教室、えくぼクラブ第一保育部、えくぼ FC 

あめんぼ、デイサービスはなみずき、デイサービスひろがりサロン、ぐるうぷ“あざみ野” 

 

◆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】平成２４年９月１２日（水）～１３日（木） 

   【行先】宮城県仙台市・塩釜市・名取市 

   【内容】被災地視察（名取市閖上地区） 

       講話「災害時に必要な支援」 浅見健一氏（震災復興支援グループきぼう代表） 

       講話「災害直後の安否確認等の支援活動」 宮城野区幸町地区民児協 

   【参加者】３５名 
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５．高齢者・障がい者の暮らしの支援  

◆権利擁護事業「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】 １５ 人 （新規契約者 ６ 人、契約終了者 ６ 人） 

（定期訪問サービス １５人、財産預かりサービス ５ 人） 

【初回相談】 ２９ 件 

 

◆送迎サービス事業の実施（横浜市外出支援サービス事業を含む） 

  公共交通機関を利用し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、登録者更新手続きを行いました。 

    【車両】３台 ＊車いす対応リフト車（愛称：お出かけⅡ号） 

【日産/セレナ・平成２０年６月～、総走行距離４１，２６１㌔】 

＊車いす対応リフト＆助手席リフトアップシート車（愛称：らくらく号） 

【日産/セレナ・平成１６年１月～ 総走行距離１３０，３７７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１２月～ 総走行距離６，５７０㌔】 

    【対応日時】 月～金曜日（祝日及び１２月２９日～１月３日を除く）９：００～１７：００ 

【利用者数】   ２，２５８人  

【登録者数】    ３１４ 人 （新規利用登録者数 ５６人） 

    【依頼件数】   １，９４７件 

  【対応件数】   １，９２０件 

※平成２５年１月１５日（火）１月１６日（水）悪天候（大雪）のため中止 

【運転ボランティア】 １０ 人 （新規ボランティア ２ 人） 

【講習会の実施】①安全運転講習（市社協主催）２月２０・２１日 参加者１０人 

②施設送迎従事者向け研修（移動サービス協議会主催） 

９月５日 参加者 ２人 

            ③内部研修（個人情報の取り扱い、事故時の対応など） 

             ４月２０日・９月７日（参加者各１０名） 

【送迎サービス実績】 

 

 

送迎回数 

の内訳 

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 

計 
外出支援 社協送迎 

2,258 716 1,050 492 
2,026 232 

 

＊対応件数１，９２０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 54 1,800 ０ 16 2 48 

割合 2.8％ 93.8％ 0％ 1％ 0.1％ 2.5％ 
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６．子ども、青少年の健全育成  

◆福祉教育推進助成金の実施 

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】  ２５ 校 総額 ３００，０００ 円 

 

◆横浜子育てサポートシステムの実施 

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。 

   【利用会員】  ７３８ 名 （新規登録者 １７８ 名） 

   【提供会員】  ２０１ 名 （新規登録者  １８ 名） 

   【両方会員】   ７２ 名 （新規登録者 １１ 名） 

   【入会説明会】 全 ６３ 回（出張説明会 １５ 回、個別説明 ２４ 回） 

   【研修・交流】＊提供会員予定者研修会  １１月  

           ＊全会員交流会      １２月１３日（木）１０：００～１２：００ 

           ＊提供・両方会員交流会   ７月 

   【その他】  ＊会員向け広報紙の発行（年１回） 

 

 

７．健康長寿のまちづくりの推進  

◆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）、祝い品を贈呈 

【日程】９月１２日（水）・１３日（木）・１４日（金） 

【内容】年度内１００歳敬老訪問  １７ 名 

１０１歳以上敬老訪問   １４ 名 

老人ホーム等施設訪問   １２ 施設 

 

 

８．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 

  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１９日（土）９時～１２時   参加者 ３４ 名 

青葉公会堂 ２階会議室 

【ミニシミュレーション】１０月１４日（日）９時～１２時   参加者 １２ 名 

               ふれあい青葉 ２階多目的研修室 

【全体会】全４回 

５月２０日（日）、８月２６日（日）、１２月８日（土）、２月３日（日） 

  【作業部会】全４回 

     ６月３０日（土）、７月１６日（月）、７月２９日（日）、８月６日（月） 
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●被災地・被災者支援活動 

  【第１弾】 ８月２日（金）～４日（日）  参加者 ２４ 名 

瀬谷区・金沢区と合同で、岩手県釜石市へボランティアを派遣、夏祭り支援 

【第２弾】１０月３日（水）～５日（金）  参加者 ２６ 名 

区災害ボランティア連絡会・区役所職員を岩手県釜石市へ派遣、海岸清掃を実施 

【第３弾】 ２月２６日（火）～２８日（木）参加者 ２０ 名 

釜石商工高校を青葉区へ招待、社会福祉大会で地元伝統芸能「虎舞」を披露 

 

 

９．共催事業 

◆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共催事業の実施 

◇青年学級【障がい者余暇活動；年 6 回の余暇活動】 

  障がいや年齢・職業・経験に関係なく、みんなで行きたいところを考え楽しむ 

 【実施回数】 ８ 回 （参加者 延べ ３５ 人）オリエンテーション・反省会含む 

 【実施内容】外出レク（新江の島水族館、お台場）、バーベキュー（昭和記念公園） 

 

◇青葉子育てのびのび広場【子育て・障がい児支援；セミナー実施】 

  育児をしながら母親達の社会参加・仲間づくりを目的に、おしゃべり広場を開催 

  【実施回数】年 ５ 回 （参加者 延べ 107 名 ５０ 組）  

 

◇やすらぎ広場【精神障がい者支援；毎週土曜日フリースペース】 

心に障がいのある方を対象としたサロン 

 【実施回数】 ４８ 回 （参加者 延べ ２２８ 人） 

 【実施内容】サロン活動（毎週）、野外レクリエーション（年２回）、クリスマス会 

 

◇コーヒーふれあいサロン【障がい者活動：毎週水曜日サロン】 

 えだ福祉ホーム利用者の就労支援を目的として、コーヒー及び作業所製品の販売 

 【実施回数】 ４１ 回 （コーヒー売上数  １，１３０ 杯） 

 【実施内容】コーヒー・紅茶、地域活動ホーム製品などの販売  

  

◇当事者研修会【障がい者自立支援：自立支援セミナー】 

 障がいのある子どもの保護者及び当事者を対象としたセミナーの実施 

 【実施回数】年 ８ 回 （参加者 延べ １８１ 人） 

 【実施内容】親子で学ぶ自立セミナー「一歩を踏み出す」 

       自立生活セミナー「災害に備える」  

 

 ◇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 ５０ 回 （参加者：当事者延べ ２２１ 人） 

 【実施内容】農園活動、無農薬野菜の栽培・販売、交流イベント（収穫祭） 
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◇青葉ふれあい運動会【障がい者活動：区内障がい者施設・団体合同の運動会】 

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１９日（金）１０：３０～１４：３０ 

 【実施会場】青葉スポーツセンター第２体育館 （参加者  ２６８ 人） 

 【実施内容】区内在住又は区内障がい者施設利用者の運動会 

 

 ◇ジョブコーチ・プラス１【障がい者活動：障がい者の就労支援】 

 学齢期の知的障がい児を対象とした社会生活・就労生活支援（就労実習）を実施 

 【実施回数】年 ７０ 回 （実習者 １８７ 人、パートナー ３９８ 人） 

 【実施内容】ジョブパートナー（ボランティア）と障がい児のペアによる活動 

・清掃活動（ふれあい青葉、ユートピア青葉、ラフール、他剪定作業） 

       ・売店活動・ふらっともえぎ野フリーマーケット（ユートピア青葉） 他 

 

◇あおばバリアフリーサポート２１【障がい者活動：第１・３土曜日インターネットサロン等】 

障がいのあるなしに関わらず情報バリアを超えるためのネットサロンの実施 

 【実施回数】 １２ 回 （参加者 延べ ５３６ 人） 

 【実施内容】インターネットサロン 

バリアフリーマップの作成・提供（随時・ホームページ上）、 

       バリアフリー講演会の開催 ３ 回 参加者 ３９ 人 

 

◇あおばおもちゃのひろば【子育て・障がい児支援：おもちゃ図書館】 

  親子が心豊かな時間を過ごし、障がいの有無を超えた交流の場づくりを目的に開催 

【実施回数】年 ６１ 回（参加者 述べ ２，６９６ 人 親子 １，２００ 組） 

【実施内容】子育て広場の実施 

      ワークショップ ２ 回  ３９組・１０５人 

      工作教室    ３ 回  ６９組・１７２人 

        その他 障害当事者に係るひろば ４ 回  ３１組・４３人 

 

 ◇フリースペースあおば【ひきこもり等支援：毎週水曜日フリースペース】 

 毎週水曜日不登校・引きこもりがちな小・中・高校生を対象に自由に出入りできるサロンを実施 

 【実施回数】 ５０ 回 （参加者 延べ ９７ 人） 

 【実施内容】サロン（ゲームやおやつ作り、夏祭り・クリスマス会・誕生会など） 

       親鳥の会（子どもが不登校児の親の会） １２ 回 （参加者延べ １４ 人） 

       講座開催 ２回 参加者４０人 

  

◇介護者サポート「ほっと青葉」【介護者支援：第４火曜介護者の集い】 

   介護者にむけた情報提供・交流を目的に開催 

【実施回数】年 １２ 回 （参加者 述べ ２０９ 人） 

【実施内容】専門家を招いて介護サービス・病気の知識など講話、食事会、施設訪問等 

        会報の発行（介護に関する最新の情報。介護体験談等）（年 4 回） 
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 ◇出張・集団保育 ママエール【子育て支援：施設・団体等からの依頼により実施】 

  保育活動を通じて、母親の社会参加・学習活動への支援を目的に実施。 

 【実施回数】保育依頼  １１０ 件（述べ保育児数 １，０４４ 人・スタッフ数６４５人） 

        公立保育園支援  ４１９ 件（述べスタッフ数 ４７０人） 

  【実施内容】保育の実施 ／ 講座開催 ３ 回 ７５名（スタッフ３１名） 

 

 

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 

 

 

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、各委員会の実施 

【理事会】 

  第１回 平成２４年５月２５日（金）１０：００～１１：３０ 

議案１ 評議員の選任について 

議案２ 顧問の選任について 

議案３ 平成２３年度事業報告及び一般会計収支決算について 

議題４ 平成２３年度監事監査報告について 

議題５ 平成２３年度福祉保健活動拠点事業報告及び収支決算について 

議題６ 保有する個人情報の保護に関する規定等の一部改正について 

 

第２回 平成２４年６月２２日（金）１０：００～１２：１５ 

議案１ 会員の承認について 

議案２ 年末たすけあい募金及び善意銀行の配分基準について 

 

    第３回 平成２４年９月２４日（月）１０：４５～１２：００ 

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２４年度 一般会計予算の補正について 

議案４ 平成２４年度 年末たすけあい募金配分計画について 

議案５ 顕彰要綱の改訂について 

議案６ 保有資産の運用について 
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    第４回 平成２４年１１月２６日（月）１０：００～１１：３０ 

議案１ 会員の承認について 

議案２ 平成２４年度 年末たすけあい募金配分（案）について 

議案３ 送迎サービス事業実施要綱の改訂について 

 

 

    第５回 平成２５年１月２８日（月）１０：４５～１２：１０ 

議案１ 会員の承認について 

議案２ 第１８回青葉区社会福祉大会について 

議案３ 平成２４年度一般会計予算の補正について 

議案４ 事務局規程の改訂について 

 

    第６回 平成２５年３月２５日（月）１０：００～１１：４５ 

議案１ 会員の承認について 

議案２ 任期満了に伴う評議員の選任について 

議案３ 平成２４年度一般会計予算の補正について 

議案４ 平成２５年度事業計画(案)及び一般会計収入支出予算(案)について 

 

  【監事監査】 平成２４年５月１７日（木）１０：００～１２：００ 

     １ 業務執行状況について 

     ２ 経理状況並びに財産状況について 

  

  【評議員会】 

    第１回 平成２４年５月２５日（金）１３：３０～１４：３０ 

議案１ 平成２３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２３年度 監事監査報告について 

議案３ 平成２３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２４年１０月９日（火）１３：３０～１４：３０ 

議案１ 平成２４年度 一般会計予算の補正について 

 

第３回 平成２５年２月１日（金）１３：３０～１５：００ 

   議案１ 第１８回青葉区社会福祉大会について 

議案２ 平成２４年度 一般会計予算の補正について 

 

    第４回 平成２５年３月２７日（水）１４：００～１５：３０ 

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２４年度一般会計予算の補正について 

議案３ 平成２５年度事業計画（案）について 

議案４ 平成２５年度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 平成２４年９月２４日（月） 

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 

 

第２回 平成２５年１月２８日（月） 

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 

 

【部会・分科会】 

地区社協分科会 ６回 

４月２３日（月）、 ６月１９日（火） 

９月２４日（月）、１１月２６日（月） 

１月２８日（月）、 ３月 ４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 

福祉保健教育専門団体部会 １回 ３月１４日（木） 

障害児施設分科会 ２回 ７月３１日（火）、 ３月 ５日（火） 

児童施設分科会 １回 ３月 ４日（月） 

高齢施設分科会 １回 ３月 ５日（火） 

当事者団体部会 １回 ３月１８日（月） 

ボランティア・市民活動分科会 ３回 
７月２５日（水）、１１月２８日（水） 

３月 ６日（水） 

 

  【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２５年１月２８日（月） ９：３０～１０：３０ 

 

  【あおばふれあい助成金審査会】 ふれあい助成金の助成について審議しました。 

平成２４年５月２５日（月） １１：３０～１２：２０ 

 

◆苦情受付、苦情解決制度の実施 

  区社協活動に対する苦情の受付を行い、必要に応じた対応をしました。 

  【苦情受付】 １ 件 

 

◆区内・市内福祉保健活動団体等との連携 

  ＊区内施設運営協議会等への参加 

地域ケアプラザ（１０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 県立中里学園 ほか 

＊横浜市社協区社協部会（会長会）へ出席 

  年８回（５・７・９・１１・１２・１・２・３月） 
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◆生活福祉資金貸付事業の実施 

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相談を受け、貸付事務を執り行いました。 

    相談件数  ２，７５７ 件  貸付件数  ３０ 件 

【福祉資金貸付】 

障害者用の車の購入、療養、生業を営む、住居の移転など、また一時的に生計の維持が困難な 

場合などの相談を受け、各目的に応じた貸付事務を執り行いました。 

 

 

 

 

 

 【教育支援資金】 

高等学校・大学又は専門学校等に進学について相談を受け、貸付事務を執り行いました。 

 

 

 

 

 

【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。 

 

 

 

 

 

 

【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。 

 

 

 

 

 

 【臨時特例つなぎ資金貸付】 

離職者を支援する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 

を受け、給付や貸付の交付を受けるまでの当面の生活費として貸付事務を執り行いました。 

     相談件数 １５ 件  貸付件数 １ 件 （貸付実績 １００，０００ 円） 

 

   資 金 名 件数 貸付金額（円） 

福祉費 １ ４３８，０００ 

緊急小口資金 ３ ２９１，０００ 

合   計 ４ ７２９，０００ 

   資 金 名 件数 貸付金額（円） 

教育支援費 １２ ２，５５８，０００ 

就学支度費 １２ ５，４４０，０００ 

合   計 ２４ ７，９９８，０００ 

   資 金 名 件数 貸付金額（円） 

住宅入居費 １ ２５７，５４０ 

生活支援費 １ ５００，０００ 

一時生活 １ １７２，６００ 

合   計 ３ ９３０，１４０ 

   資 金 名 件数 貸付金額（円） 

不動産担保型（低所得の高齢世帯向け） ０ ０ 

要保護世帯向け不動産担保型 １ ２５６，０００ 

合   計 １ ２５６，０００ 
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◆年末たすけあい募金配分の実施 

  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】 １１５ 団体 （配分総額 ９，４７０，０００ 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】   ７ 人  ２２ 団体 （寄付総額 ２，６７０，８６４ 円） 

【配分件数】 １７ 件 （配分総額 １，１２２，０００ 円） 

   【配分先】あおば会、青葉区聴覚障害者協会、青葉区車椅子の会 

えだ福祉ホーム、ネバーランド青葉、田園工芸 

青葉区肢体不自由児者父母の会、青葉区心身障害児者連絡協議会 

青空自主保育ぺんぺんぐさ、青葉区障害者レクレーション実行委員会 

谷本地区社協ボランティアの会、ボランティア山内 

（指定配分）手話・筆記ボランティア派遣ポレポレ ５００，０００ 円 

 

◆第１８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。 

平成２５年２月２７日（水） １３：３０～１６：００ 青葉公会堂 

【参加者数】  ３４８ 名   

＜第１部＞…表彰式典（福祉功労者表彰・感謝：個人２１名，３団体） 

復興支援イベント・虎舞（釜石商工高校虎舞委員会） 

＜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（谷本・奈良・荏田西地区） 

 

◆横浜市社協、青葉区役所との協働・連携 

  ＊市社協リーディング事業（地区ボランティアセンター）推進に伴う活動支援 

荏田西地区ボランティアセンター「まいーか」（２月２８日閉所） 

  荏田西 2-14-3 ハーモス荏田４０７ 

美しが丘ボランティアセンター 

          美しが丘 1-12-24 あおばフレンズ内 

  ＊青葉かがやく生き生きプラン協働事務局として、青葉区との連携強化 

 

◆社会福祉協議会会計の順守 

【横浜市社協事務調査】 平成２４年１２月１０日（月） 

 

◆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 


