
平成２５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】     95 件 

   【ボランティア登録者数】 個人  ６６ 名、 ２５ 団体 

【福祉教育相談調整派遣】  ３２ 件 のべ  ５４７ 名 

   【福祉機材の貸出し】    ５６ 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。 

   ４月１７日～５月２９日（計 6 回） 参加者 １２ 名 

 

◆点字福祉教育アシスタント養成講座の実施 

区内学校等で実施する点訳福祉教育のアシスタントを養成するための講座を開催しました。 

   ８月２６日～３月１７日（計８回） 参加者 １３ 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 

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１回分）を実施しました。 

検便検査実施者数  １９１ 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への活動助成を行いました。 

【申請団体】 １２４ 団体 【助成交付】 １１８ 団体 

【助成総額】 ９，１８７，０００ 円 

（市社協補助金 ４，７４４，０００円、共募配分金 ４，４４３，０００円） 

 

◆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。 

  【活動保険】     ２，６９８人 （うち被災地活動者 ４８８人） 

  【行事用保険】     ３０２団体 

  【送迎サービス保障】    ０団体 

  【福祉サービス総合補償】 １２団体 



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」（６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（１月から） 

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） 

 

◆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。また、本会の会員団体 

紹介情報(主に第 1種会員公私立社会福祉施設団体等)を更新し、広く区民へ情報提供しました。 

【更新会員団体情報数】６６団体 

 

 

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。 

  ＊申請書の書式変更 

１枚の申請書で複数回の申請を記載できるよう変更しました。 

＊館内トイレの改修 

館内全てのトイレに「温水洗浄便座」を設置しました。 

 

◆“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。打合せスペース等としても活用頂いています。 

 

 

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 １３，２２６，０００ 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 

     地区社協研修（運営編：６月１０日、会計編：２月１７日） 

 

◆身近な地域のつながり・支えあい活動の推進 

  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（ ９ 団体） 

特別養護老人ホームたまプラーザ倶楽部、たまプラーザ地域ケアプラザ、ぽかぽかあおば、 

介護者サポート「ほっと青葉」、フリースペース青葉、矢車草の会横浜青葉支部、あおば 

おもちゃのひろば、あおばボランティアセンター福祉１１０番、やすらぎ広場を支える会 

 

 

◆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２５年９月１８日（水）～１９日（木） 

   【行先】福島県いわき市・郡山市・南相馬市 

   【内容】いわき市／体験講話・見学 

       富岡町（郡山市）／富岡町社協職員及び富岡町民の講話・グループワーク 

南相馬市（被災体験講話、現状視察） 

   【参加者】 ２６ 名 

 

 

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】  ２１ 人 （新規契約者 ９ 人、契約終了者 ５ 人） 

（定期訪問サービス  １５ 人、財産預かりサービス ６ 人） 

【初回相談】  ４０ 件 

 

◆市民後見人養成・活動支援事業（市民後見よこはまモデル）の実施 

１５名の研修生に対し、後見業務実習及び研修、関連会議等への参加 

 【実施回数】 ３２回（実務実習生 15 人 延べ４８４人） 

 【実習修了者数】 15 人（うち、市民後見人登録バンク登録者数 13 人） 

【主な実習内容】 

（１）後見業務について 

＊ケース同行訪問（毎月 1 回）、記録の書き方、後見事務計画・報告等の作成 

    ＊各種手続き同行（登記事項証明の申請、金融機関への選任届や代理人届、出納 

手続、財産引継ぎ、入院・住居退去手続き、住民票取得など）、税務研修など 

（２）他機関等との連携について 

    ＊区成年後見サポートネット、ケースカンファレンスへの参加 

 （３）当事者・地域活動理解について 

＊ボランティア活動体験及び障がい者施設等見学 

＊区主催講演会等への出席 

  （４）市民後見人養成ニュースの発行 5 回 

（５）自主学習会の組織化支援 



◆成年後見サポートネットの実施 

  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 2 回開催 

  【主な内容】全体会／事例検討 

 分科会／地域包括支援センターとの連携、後見人業務の理解 

  【参加者数】全体会延べ ９５ 人、分科会延べ ８５ 人 

 

◆法人後見事業の実施（横浜市社協法人後見業務の支援） 

 「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しました。 

  【後見類型 ６ 人、保佐類型 ２ 人】 

 

◆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 

【日産/セレナ・平成２１年式、年間走行距離３，５８２㌔】 

＊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・平成１９年式 年間走行距離５，０２５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３，９１６㌔】 

    【利用者数】    ２０８ 人  

【登録者数】    ３６５ 人 （新規利用登録者数 ４６人） 

    【依頼件数】   １，７７２件 

  【対応件数】   １，７２７件  ※平成２６年２月１４日（金）大雪のため中止 

【運転ボランティア】 ９ 人  

【講習会の実施】①安全運転講習（市社協主催）１月１７日・２３日 参加者１２人 

②福祉有償運送制度に関する研修及び意見交換会（県健康福祉局主催） 

８月２７日 参加者 １人 

            ③内部研修 

（個人情報の取り扱い、事故報告、利用者の対応の仕方など） 

             ４月２５日・７月１７日・１１月１１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 

計 １，４３４ ３６５ ６３０ ４３９ 

＊対応件数 １，７２７ 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 ７３ １６２１ ０ ０ ８ ２５ 

割合 4.2％ 93.8％ ０％ ０％ 0.5％ 1.5％ 



◆障がいのある人を支えるボランティア講座の実施 

区内学校等で実施する点訳福祉教育のアシスタントを養成するための講座を開催しました。 

   １月２８日～２月２５日（計５回、うち体験実習２回） 参加者 ５ 名 

 

 

６．子ども、青少年の健全育成  

◆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】  ２２ 校 総額 ３１４，６００円 

 

◆夏休み福祉施設体験学習 

区内中・高校の生徒を対象に福祉施設（保育園・高齢者･障害者施設等）での体験学習を行いました。 

    ７月２２日～８月２１日（計５回、うち施設体験３回） 参加者 ４０ 名 

 

◆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】  ７７５名 （新規登録者 １７３名） 

   【提供会員】  ２０１名 （新規登録者  ３２名） 

   【両方会員】   ７９名 （新規登録者  １９名） 

   【入会説明会】 全３８回（出張説明会 １３回、個別説明 ０回） 

   【研修・交流】＊提供会員予定者研修会  ９月・３月  

           ＊全会員交流会     １１月２２日（金）１０：００～ １２：００ 

           ＊提供・両方会員交流会  ７月・１２月  

   【その他】  ＊会員向け広報紙の発行（年２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（木）・１３日（金） 

【内容】年度内１００歳敬老訪問  １６ 名 

１０１歳以上敬老訪問   ２１ 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 

●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（日）９時～１２時   参加者 ３１ 名 

青葉公会堂 ２階会議室 

【ミニシミュレーション】１０月２７日（日）９時～１２時   参加者  ７ 名 

               ふれあい青葉 ２階多目的研修室 

【全体会】全４回 

５月２６日（日）、９月８日（日）、１０月２７日（日）、２月９日（日） 

  【作業部会】全７回 

     ６月２１日（金）、７月２６日（金）、８月２７日（火）、９月３０日（月） 

     １２月４日（水）、１２月 17 日（火）、１月１３日（月） 

  【Ｄブロック会議】1 回       2月 17 日（月）  

 

◆復興応援プロジェクトの実施 

  【第１弾】 ８月２３日（金）～２５日（日） 参加者 ２５名（うち学生１７名） 

岩手県釜石市でボランティア活動、被災地視察、高校生との交流、仮設住宅訪問 

【第２弾】 ２月１９日（水）  参加者 １２名（うち高校生９名） 

福島県郡山市の仮設住宅訪問、福島県内高校への訪問、高校生との交流 

 

 

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 

 ◇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 ５２ 回  

（えだ福祉ホーム、ＵＮＯ工房、青葉の風、在宅１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 ８月１日（木）参加者：９０人 

芋煮会 １２月１２日（木）参加者：７３人 

  【農園実行委員会】 １２ 回 

（えだ福祉ホーム、ＵＮＯ工房、青葉の風、ネバーランド青葉、ボランティアなど） 

 

◇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１８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 延べ ２５６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 

 



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２５年４月１４日（日）１６：００～１６：５０ 

議案１ 会長及び副会長の選任について 

議案２ 会長職務代理者の選任について 

議案３ 顧問の選任について 

 

  第２回 平成２５年５月２７日（月）１３：３０～１５：３０ 

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２ 平成２４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２４年度監事監査報告について 

議題５ 平成２４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 あおばふれあい助成金の運営要綱の一部改正について 

 

第３回 平成２５年９月９日（月）９：３０～１１：００ 

議案１ 会員の承認について 

議案２ 年末たすけあい募金配分事業要綱の一部改正について 

議案３ 平成２５年度年末たすけあい募金配分計画（案）について 

議案４ 顕彰要綱の一部改正について 

議案５ 保有文書管理規程の一部改正について 

 

    第４回 平成２５年１１月２５日（月）１０：３０～１１：３０ 

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 一般会計予算の補正について 

議案４ 平成２５年度 年末たすけあい募金配分（案）について 

 



    第５回 平成２５年１２月２０日（金）１６：００～１７：００ 

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６回 平成２６年２月２８日（金）１０：３０～１２：００ 

議案１ 平成２６年度 あおばふれあい助成金助成額（案）について 

 

    第７回 平成２６年３月２５日（火）１０：００～１１：３０ 

議案１ 平成２６年度事業計画(案)及び一般会計収入支出予算(案)について 

議案２ 経理規程の改訂について 

議案３ 嘱託職員就業規則の制定について 

議案４ 非常勤職員就業規則の制定について 

議案５ 青葉区福祉保健活動拠点指定管理者公募に係る申請について 

 

  【監事監査】 平成２５年５月１５日（水）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２５年５月２８日（火）１０：００～１１：３０ 

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２５年１２月３日（水）１１：００～１１：５０ 

議案１ 理事の選任について 

議案２ 平成２５年度 一般会計予算の補正について 

 

第３回 平成２６年３月２５日（火）１３：３０～１５：００ 

議案１ 平成２６年度事業計画(案)及び一般会計収入支出予算(案)について 

議案２ 青葉区福祉保健活動拠点指定管理者公募に係る申請について 

   

【ボランティアセンター運営委員会】 

   第１回 平成２５年９月９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２６年１２月２０日（金） 

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（案）について 

     その他 送迎車両の買い換えについて 



【部会・分科会】 

地区社協分科会 ６回 

４月 ８日（月）、 ６月１０日（月） 

９月 ９日（月）、１１月１１日（月） 

１月２７日（月）、 ３月１０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 ３回 
６月２５日（火）、１０月８日（火）、 

２月４日（火） 

児童施設分科会 １回 １１月 ７日（木）※日赤幼児安全法講習会 

当事者団体部会 ３回 ※上記、障害児施設分科会と合同開催 

ボランティア・市民活動分科会 ３回 
６月２６日（水）、１１月２７日（水） 

３月２６日（水） 

高齢者施設連絡会 ２回 ７月１７日（水）、１２月２５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１１月２５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２５年６月１２日（水） １５：４５～１７：００ 

 

◆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）へ出席  毎月開催 

  ＊横浜災害ボランティアネットワーク会議への参加 

 

◆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  ２，８２３ 件  貸付件数  １１ 件   

 

 

 

 

 

 

 

 

   資 金 名 件数 貸付金額（円） 

更生資金 ０ 0 

福祉資金 ３ １，９７５，０００ 

教育支援資金 ８ ５，６１４，０００ 

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 １１ ７，５８９，０００ 



【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  １４２件  貸付件数  ０ 件   

 

 【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 

     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  ４６ 件  貸付件数  ０ 件  （要保護世帯向け含む） 

 

◆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】 １１９ 団体 （配分総額 ９，９９３，９９８ 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 

 

◆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２，６２９，０２０円 （目標額９９．９％） 

＊賛助会費の募集 

      【実績額】 １，８５８，７５０円 

＊法人賛助会費の募集 

     区社協活動の自主財源確保に向け、本年度より区内の法人・企業・団体を対象に 

賛助会費の募集を新たに行いました。 

      【賛助団体・実績額】 １９法人・団体  １３０，０００円 

 

◆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】  １１ 人  ２４ 団体 （寄付総額 ２，５１３，８８６ 円） 

【配分件数】 １１ 件 （配分総額 １，０２６，６２５ 円） 

   【配分先】特別配分（ボランティア団体向け検便費用助成） 

えくぼクラブ言葉あそびの会、朗読・録音奉仕会「かもめ」 

えだ福祉ホーム、青葉区心身連、青葉区肢体不自由児者父母の会 

あおば会、青葉区視覚障害者福祉協会、れんげの会 

（指定配分）手話・筆記ボランティア派遣ポレポレ ５００，０００円 

恩田地区社会福祉協議会          ５０，０００円 



◆第１９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２６年１月２９日（水） １３：３０～１６：００ 青葉公会堂 

【参加者数】  ３７８ 名（受章者・主催者・来賓９６名、一般２８２名） 

＜第１部＞…表彰式典（福祉功労者表彰） 

感謝受賞者：８名・１団体、表彰受賞者：７２名・１団体 

復興応援プロジェクト活動報告 

＜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（市ヶ尾・恩田地区） 

         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 

   障害者の理解普及のため、区内駅頭でのキャンペーン活動を実施しました。 

駅頭キャンペーン：あざみ野駅 ６団体２８名参加  

平成２５年１２月３日（火）・９日（月） 

作業所製品の販売、啓発活動：青葉区役所区民ホール ３施設・２７名参加 

１２月３日（火）・６日（金）・９日（月） 

 

◆本会 PR 活動 

   地区社協ユニホーム（ジャンパー）作成・配布しました。 

     各地区社協へ配布（１地区あたり１０着配布） 

 

◆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）推進に伴う活動を支援しました。 

まちなか相談室（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、青葉区と連携し、対応しました。 

 

◆社会福祉協議会会計の順守及び市指導監査指摘 

【横浜市指導監査】 平成２５年１１月１８日（月） 

    要報告事項１件、通知事項６件 

     第６回理事会にて審議し、改善報告を提出しました。 

 

◆苦情受付、苦情解決制度の実施 

  【苦情受付】  ０ 件 

 

◆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しました。 

 


