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平成２５年度 社会福祉法人横浜市青葉区社会福祉協議会 事業計画 

 

 

基本理念                                      

『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』 

 

基本方針                                      

 『地域福祉の推進』 

 平成２２年度からスタートした「青葉かがやく生き生きプラン～第２期青葉区地域福祉保

健計画～」は、地域・事業者・行政との協働による福祉保健のまちづくりを理念に掲げ、誰

もが担い手であり、受け手である地域社会をつくることを目標としています。 

 平成２５年度も、引き続き、計画を柱とした地域福祉活動の推進に取り組んでまいります。 

 また、社会福祉協議会活動の原点でもある、会員団体の“つながり”や会員同士の連携、

個別支援と地域支援の連動、新たな地域福祉活動への取り組み、そして被災地支援や災害時

活動の取り組みを進めるなど、地域福祉の更なる推進に努めます。 

 とりわけ、地区社協活動・地域の福祉活動推進にあたっては、既存の関わりを活かし、関

係機関と協力しながら、安心して暮らせる地域づくりの一翼を担えるよう取り組みます。 

 これらの取り組みを推進するにあたり、社会福祉協議会としての役割を見直すとともに、

業務の整理・統合を進め、事業のスリム化と地域の皆さまに信頼される組織作りを進めます。 

 

重点目標                                      

１．地区社協と協働、地域福祉活動の推進  活動のネットワーク強化 

   地域福祉の中核でもある地区社会福祉協議会の活動支援をより強化します。 

また、地域の福祉活動拠点でもある地域ケアプラザと連携を深め、協働を進めながら 

地区社会福祉協議会を含めた地域内の福祉活動を支援し、身近な地域での見守り・ 

たすけあい活動への取り組みを推進します。 

 

２．ボランティア活動の推進・支援  地域福祉保健の担い手としての団体及び人材の育成 

   ボランティア活動の支援は社会福祉協議会の使命であることから、「あおばふれあい 

助成金」による事業費助成などの資金・運営面の支援や、ボランティア活動の広報・ 

啓発を進めることで、よりボランティアが活動しやすい環境整備に取り組みます。 

 

３．会員組織の拡充と部会・分科会活動の活性化  活動のネットワークの強化 

区内福祉施設・団体の更なる加入を促進し、ネットワークの拡大に取り組みます。 

また、各部会・分科会活動について、会員団体の意見を基に、時勢に即した活動や 

取り組みを推進します。 
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事業計画                                 

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      《拠点-ボラ：1,600 千円》 

   【開所時間】月曜～土曜 ９：００～１７：００ 

   【コ―ディネーター】１０名（男性３名、女性７名） 

              ※２名体制（午前・午後）・シフトによる活動 

  【活動内容】ボランティア依頼・派遣、調整 

        ボランティア活動支援（講座の開催、団体活動支援など） 

        相談窓口（困りごと相談） 

        福祉教育支援（講師・ボランティアの派遣・調整など） 

福祉用具の貸出し（車いす・高齢者疑似体験・白杖・アイマスクなど） 

 

●ボランティアセンター機能の充実 

◇ボランティアコーディネーター養成講座（４月～） 

◇地区社協エリアで行われているボランティア派遣・調整活動との連携 

情報・意見交換会の開催 

 

●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      《拠点-ボラ：30 千円》 

  ◇ボランティア講座の実施 

    手話ボランティア養成講座の実施（手話サークルと共催） 

  ◇ボランティアの支援・育成 

    傾聴活動ボランティアなど、活動の支援及びスキルアップや組織化・自主化に 

向けた育成・支援 

  ◇点字福祉教育アシスタントの育成・支援 

平成２４年度実施の同講座終了者を対象に、スキルアップ研修や、将来的な組織化 

を視野に入れた支援 

 ○新◇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    《善銀-200 千円》 

    平成２４年度末に廃止された市の無料検便検査により、検査が有料化されるため、 

会員団体に対して、検便検査料の一部を助成 

 

●ボランティア保険の受付 

  ◇ボランティア活動保険、ボランティア行事用保険の受付 

 

●共催事業ボランティアの自主化・組織化の推進・支援 

  ＊自主運営のためのスキルアップ講座の実施 

   ＊ボランティアスキルアップ講座等の実施（外部研修含む） 

 

●あおばふれあい助成金の実施（４月申請、６月配分）《共募-一般：5,000 千円、地福-地福：4,740 千円》 

赤い羽根共同募金、市社協補助金を財源に、団体への活動助成を実施 

    助成総額  9,740,000 円（前年度実績比 108％） 
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２．情報の有効活用  

●広報紙の充実                         《共募-一般：520 千円》 

  ◇「あおば社協だより」の発行 

【発行】年２回 【配布場所】公共施設等 【発行部数】５００部 

【形態】Ａ４・４頁 【ダイジェスト版】広報区版に掲載（区社協コーナー欄） 

  ◇「あおばボランティアセンター福祉１１０番」広報紙の発行 

     【発行】年１回以上 【発行媒体】タウンニュース/その他 【形態】１面/他 

 

●ホームページの運営                      《共募-一般：100 千円》 

  ◇区社協会員専用ページの開設 

  ◇地区社協ブログの随時更新 

 

 

３．福祉保健活動の場や機会の充実                《拠点：11,859 千円》 

●福祉保健活動拠点「ふれあい青葉」の利便性向上 

  ◇貸出申請書の書式変更 

「月ごと・貸し室ごと」の申請書から「月ごと」の申請書へ変更 

◇窓口及び団体交流室Ⅰのレイアウト変更 

館内利便性の向上を図るためにレイアウト変更（事務機器設置場所の変更など） 

  ◇館内トイレの改修 

     多目的トイレ以外のトイレに、温水洗浄便座を設置 

●“情報と人”が出会える場 

◇「ふれあいスペース（仮称）」を入口ホールに設置。「情報コーナー」の見直し・充実 

 

 

４．活動のネットワークの強化   《地区社協：2,840 千円、共募-一般/年末：7,867 千円/4,890 千円》 

●地域福祉活動の推進と充実  

  ◇地区担当職員の配置（各地区社協担当） 

  ◇地区社協助成金の交付（総額約 1,320 千円、前年度比 104％） 

 ○新◇地区社協活動支援計画の策定 

    各地区社協への支援内容を明確化し、地区社協との情報共有の強化 

 

●身近な地域での住民のつながり・支え合い活動支援事業の実施（市・区社協モデル事業） 

 ○新◇地域ケアプラザと連携を強化した地域支援 

地域ケアプラザと協働し、住民主体の地域づくりを、地区社協を中心に推進。 

既存の福祉サービス・地域福祉活動を活かしながら、無理なく地域で継続できる 

福祉活動の実施や取り組みを、モデル区として実施 
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●地域ケアプラザ協働事業の実施 

 ○新◇地域福祉人材育成事業（区役所・ケアプラザ共同事業）の開催支援 

  ◇地域ケアプラザとの地域情報の共有 

     地区社協・地域福祉活動情報の共有。各ケアプラザ情報交換会の実施 

  ◇地域ケアプラザコーディネーター連絡会の開催 

     毎月第１木曜日午後。情報共有や事業の進捗状況確認など 

  ◇地域ケアプラザ関連会議（所長会・地域ケア施設長会・各職種別連絡会など）の出席 

 

●会員組織の拡充 

◇新規会員への呼び掛け（施設・団体） （目標）１０施設・団体以上の新規会員確保 

 

●会員研修の実施［３カ年事業：平成２５・２６・２７年］     《法人-部会：700 千円》 

 ○新◇区内福祉従事者向け研修（人権研修や新会計システム研修、個人情報保護研修など） 

  ◇視察研修の実施（東日本大震災被災地視察など） 

 

●部会・分科会活動の充実［３カ年事業：平成２５・２６・２７年］ 《法人-部会：220 千円》 

［高］高齢施設分科会、［障］障害施設分科会、［児］児童施設分科会、［当］当事者団体部会 

○新◇「青葉区特別養護老人ホーム情報連絡会（仮称）」の実施 ［高］ 

     特別養護老人ホーム各施設間のネットワーク及び情報共有システムの構築 

○新◇「合同就職説明会（仮称）」の企画・検討・実施 ［高・障・児］ 

     区内福祉施設の従事者増及び区内福祉施設への就労支援を推進 

○新◇「青葉ふれあい交流会（仮称）」の企画・検討・実施 ［障・当］ 

     障がい者施設・当事者団体同士の交流と、広く区民への障がい理解を進めること 

を目的とし、交流会の実施を検討 

○編◇「障がい児者支援ボランティア講座」の企画・検討・実施 ［障・当］ 

     障がい児者支援ボランティア養成や既存ボランティアのスキルアップ等を実施 

 

 

５．高齢者・障がい者の暮らしの支援  

●権利擁護事業の推進             《権利擁護-権利擁護/市民後見：290 千円/92 千円》 

  ◇「青葉区社協あんしんセンター」の実施 

福祉サービス利用援助事業の実施、後見制度や権利擁護に関する相談窓口 

 ○新◇市民後見人養成・活動支援モデル事業（市民後見よこはまモデル）の実施 

モデル区として市社協と共同実施 

      ＊１５名の研修生に対し、後見業務実習及び研修を実施 

 ○新◇法人後見業務の実施（横浜市社協法人後見業務の支援） 

     市民後見人養成・活動支援モデル事業実施に伴い、「横浜生活あんしんセンター」 

     の履行補助者として市民後見業務を実施 

○編◇成年後見サポートネットの実施 

     専門職（法曹関係など）・区役所・地域包括支援センターとの連携。 

市民後見養成・活動支援事業の実施に伴い、区役所とともに事務局として実施 
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●送迎サービス事業の実施                    《送迎：5,201 千円》 

  ◇横浜市外出支援サービス事業／区社協送迎サービス事業 

    【車両】３台 ＊車いす対応リフト車【日産/セレナ】 

＊車いす対応リフト＆助手席リフトアップシート車【日産/セレナ】 

＊サイドシートリフトアップ車【トヨタ/アイシス】 

◇車両の老朽化対策 

走行距離１４万㌔を超え、不具合が出始めていることから、新規車両購入を検討 

（現行仕様に加え、燃費効率等を考慮し、車種選定） 

 

●当事者・家族への支援事業の実施        

 ○新◇青葉区版・移動情報センター機能の検討・設置  

    在宅障害児者を主な対象とし、外出・移動支援のための情報収集・情報提供や 

コーディネートを、あおばボランティアセンター福祉１１０番を中心に検討。 

○編◇青葉ふれあい運動会の実施        《地福-区づくり：326 千円 共募-一般：110 千円》 

   10 月 18 日（金）開催。昨年まで共催事業。障害施設分科会等を主体に事業化 

○新◇当事者団体部会活動の活性化（再掲） 

    ＊「障害者の日・障害者週間」キャンペーン事業の実施 

◇認知症サポーター養成講座の開催支援 

 

 

６．子ども、青少年の健全育成  

●福祉教育の推進               《共募-一般：270千円、ボラ-福祉教育 30 千円》 

  ◇福祉教育実施に伴う支援 

  ◇小・中学校福祉教育助成金の交付 

 

●横浜子育てサポートシステムの実施              《子-子サポ：1,987 千円》 

  ◇会員同士による子育て支援活動の推進 

    入会説明会を地域ケアプラザでも開催。会員情報誌の発行 

◇平成 26 年度事業移管に向けた事業者（子育て支援拠点「ラフール」）との連携強化 

 

 

７．健康長寿のまちづくりの推進  

●地域住民による地域活動への参加促進に関する検討 

  ◇地域福祉人材育成事業の（区役所・ケアプラザ共同事業）の開催支援 

 

●健康づくり活動団体への助成金（あおばふれあい助成金の活用） ※再掲 

 

●１００歳以上の方への敬老祝い品の贈呈             《共募-一般：100 千円》 

  ◇区長と合同の訪問（個人宅・施設）の実施 
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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                 《ボラ-支援：80 千円》 

◇区内災害を想定した活動支援 

災害ボランティアセンターシミュレーション（平成２６年１月１９日） 

◇定例会の開催 

 

●被災地・被災者支援活動の継続実施               《ボラ-支援：780 千円》 

 ○編◇復興応援プロジェクトの実施 

釜石市社協との協働事業の実施（復興支援ボランティア活動） 

高校生を中心としたボランティア活動の実施及び釜石市内高校生との交流 

 

 

９．共催事業の実施及び自主化・再編・事業終了 

●高齢者・障がい児者・子育て支援事業を実施する団体との事業共催を推進 

 ○新◇新規共催事業の選定 

区社協会員団体及び入会希望団体を対象に、事業共催希望の団体を募り、選考 

 

●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見直し 

《共募-共募：1,100 千円》 

  各事業について、平成２４年度に引き続き事業の見直しを進め、よりよい事業展開を 

  図れるよう取り組みます。 

【自主化（協力事業へ）】 

   ◇青年学級【障がい者余暇活動；年 6 回の余暇活動】 

◇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】 

◇ジョブコーチ【障がい者活動：障がい者の就労支援／ふれあい青葉清掃】 

  ユートピア青葉内売店活動を別団体へ 

◇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】 

◇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】 

  ◇当事者研修会【障がい者自立支援：自立支援セミナー】 

◇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】 

【統合】 

◇青葉子育てのびのびひろば【子育て・障がい児支援；セミナー実施】→[あおばおもちゃのひろば] 

  【終了】 

◇ホームフレンド【障がい児余暇活動：夏休み３日間の余暇活動】 

【協議（H25 に方向性決定）】 

    ◇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】 

◇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】  

   ◇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】 

    ◇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】 
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１０．福祉関係団体事務 

●各福祉団体の事務局 

◇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 

  ◇神奈川県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 

 

●共催事業の事務局（通帳管理含む） 

  ◇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 

    会計外現金保持となるため、各団体独自での会計実施へ移行 

 

 

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・分科会の実施 

◇理事会・評議員会・監事監査 

＊理事会（年６回） ＊評議員会（年３回） ＊監事監査（年１回） 

  ◇部会・分科会 

    ＊自治会町内会分科会（区連合自治会長会への出席） 

＊民生委員児童委員分科会（区民生委員児童委員協議会 月例委員会への出席） 

＊地区社会福祉協議会分科会（地区社協会議、年６回） 

＊高齢施設分科会（年３回） 

＊障害施設分科会（年３回） 

＊児童施設分科会（年１回） 

＊当事者団体部会（年２回） 

    ＊ボランティア・市民活動分科会（年３回） 

 

●生活福祉資金・総合支援資金貸付事業の実施          《法人-貸付：3,809 千円》 

  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実施 

   ◇生活福祉資金貸付 

   ◇総合支援資金貸付 

 

●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及び善意銀行を財源として、市民活動団体・当事者団体への活動 

助成を実施 

◇年末たすけあい募金の配分（９月以降申請、１２月配分） 《共募-共募：12,000 千円》 

   ◇善意銀行（原則として７月・２月配分）           《善銀：2,000 千円》 
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●社会福祉に関する啓発活動 

   ◇第１９回青葉区社会福祉大会の実施             《共募-一般：250 千円》 

   ◇「障害者の日」・「障害者週間」                   《地福-障害：100 千円》 

 

●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 

    ○新＊地区社協ユニホーム（ジャンパー）作成・配布  

《共募-一般：650 千円、地区社協：150 千円》 

     ＊パンフレット作成                  《共募-一般：200 千円》 

     ＊ホームページ更新 

◇横浜市社協・青葉区との協働・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 

     ＊青葉かがやく生き生きプラン中間振り返り 

     ＊青葉かがやく生き生きプラン協働事務局として区との連携強化 

   ◇区内福祉保健活動団体等との連携 

   ◇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 

   ◇その他福祉活動の支援等 

 

●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 

◇横浜市による指導監査 

   社会福祉法人指導監査（法定）の実施 

  ◇会計外（法人会計外）現金事務調査 

     市社協内事務調査の実施 

 ○新◇インターネットバンクの活用 

     エレクトロニックバンキングからインターネットバンキングへ移行 

  ◇新会計基準へ向けた準備 

     担当職員等の外部研修への参加 

 

●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 

  ◇平成２７年度以降の指定管理に申請に向けた取り組みの推進 

     平成２６年にプレゼンテーション実施予定 

 

●新たな財源の確保 

  ◇保有資産の運用 

     定期預金を原資に、横浜市債の購入を検討 

  ◇資金調達への取り組みを検討 

ファンドレイジングの手法を検討。善意銀行寄付者への対応強化及び共同募金 

     や日赤募金等の使途広報の拡充、より分かりやすい PRの検討・実施 

 

●事務の効率化並びに改善の推進 

  事務作業の効率化を図るとともに、必要な改善に着手 


