
平成26年度　事業計画　概要

『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】 

地区社協活動の支援 

地域福祉活動の推進 

地域福祉の推進 

ボランティア活動 

の推進・支援 

地域ケアプラザ 

連携推進 

重  点  目  標 

平成２６年度 

基本方針 

  
 ●「あおばボランティアセンター福祉１１０番」の実施  

 ●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 

 
 ●理事会・評議員会、部会・分科会の実施  

 ●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 

 ●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 

 ●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 

 ●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 

 ●新たな財源の確保 

 ●事務の効率化並びに改善の推進 

  
 ●広報紙の充実 

 ●ホームページの運営  

  
 ●福祉保健活動拠点「ふれあい青葉」の利用率の向上 

 ●“情報と人”が出会える場 

 

  
 ●地域福祉活動の推進と充実  

 ●身近な地域のつながり・支えあい活動推進事業の実施   

 ●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 

 ●部会・分科会活動の充実     
 ●権利擁護事業の推進   

 ●区域団体の活動支援  

 ●送迎サービス事業の実施   

 ●当事者・家族への支援事業の実施        

 ●新たな福祉活動の検討・実施 

  
 ●福祉教育の推進  

 ●横浜子育てサポートシステムの実施 

   
 ●健康づくり活動への活動支援 

 ●１００歳以上の方への敬老祝い品の贈呈  

 
 ●青葉区災害ボランティア連絡会  

 ●被災地・被災者支援活動の継続実施  

 
 ●高齢者・障がい児者・子育て支援事業を実施する団体との協働事業を推進 

 
 ●各福祉団体の事務局 

 ●福祉関連事業の事務局機能 

事 業 計 画 

＊福祉ボランティア講演会（仮）《９月６日（土）》 

＊手話講座《９～１０月、全８回・昼/夜間コース》 
＊食事サービスボランティア検便費用の助成 

＊あおば社協だより（年４回） 

  ※「音声訳版」を定期発行 

＊ボラセンだより（年２回） 

＊会員団体ページの更新 

＊ケアプラザ活動支援 

 （地域支援スキルアップ） 

＊地区社協活動支援 

 （複数地区担当制の導入） ＊あんしんセンターの運営 

 （ＰＲ強化及び契約者増） 

＊障がい者社会参加活動支援 

 （当事者の区域活動を支援） 
＊公立小・中学校 

 福祉教育助成金 

＊館内事務機器の更新による利用満足度向上 

＊活動団体へ助成金交付 

＊高校生による『復興応援プロジェクト』実施 

 （「知る～伝える～伝わる～つながる」を推進） 

＊新たな福祉課題に向けた協働事業活動を選定 
＊日本赤十字社（青葉区地区） 

＊共同募金会（青葉区支部） 

＊保護司会 

＊更生保護女性会 

＊薬物乱用防止指導員協議会 

＊更生保護協会 

＊戦没者遺族会 

＊第２０回青葉区社会福祉大会 

＊区社協ＰＲの強化・推進 

＊資産の有効活用 



◎各事業の収支状況（資金収支計算書総括表より）

【収入／支出】 H25当初予算 前年度比

法人運営 11,938 11,357 105%

ボランティアセンター事業 1,502 960 156%

地区社協活動支援事業 3,030 2,990 101%

福祉保健活動拠点運営 13,891 15,231 91%

共同募金配分事業 29,286 29,071 101%

善意銀行運営 3,000 2,000 150%

送迎サービス事業 7,553 5,201 145%

子育て支援事業 1,138 1,994 57%

権利擁護事業 382 383 100%

地域福祉推進事業 5,218 5,333 98%

福祉基金 270 200 135%

合計 77,208 74,720 103%
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◎収支状況の内訳（資金収支計算書より）

【収入】 H25当初予算 前年度比

会費収入 5,780 5,495 105%

寄付金収入 3,000 2,000 150%

補助金収入 11,548 11,014 105%

受託金収入 17,536 18,816 93%

事業収入 3,065 2,850 108%

共同募金配分金収入 29,286 28,971 101%

負担金収入 1,486 1,374 108%

受取利息 270 200 135%

経理区分間繰入金収入 5,237 4,000 131%

合計 77,208 74,720 103%

【支出】
H25当初予算 前年度比

人件費支出 14,845 14,749 101%

事務費支出 4,790 4,207 114%

事業費支出 20,759 18,832 110%

共同募金配分金事業 5,072 6,500 78%

分担金支出 119 119 100%

助成金支出 28,886 27,716 104%

経理区分間繰入金支出 2,737 2,597 105%

合計 77,208 74,720 103%

《単位：千円》

《単位：千円》

経常支出

平成26年度　一般会計収入支出予算　概要

経常収入/経常支出

経常収入

：子育てサポートシステム

：あんしんセンター

：ふれあい助成金②、障害者の日キャンペーン、障がい児者活動支援

：福祉基金

：理事会・評議員会、各部会・分科会、会員研修、人件費（非常勤職員給与など）、事務用備品購入

：運営委員会、福祉体験講座、復興応援プロジェクト

：地区社協助成金①、地区社協支援活動、地域福祉計画

：福祉保健活動拠点「ふれあい青葉」、ボランティア講座、福祉110番①

：地区社協助成金②、ふれあい助成金①、福祉110番②、年末たすけあい配分、広報紙、福祉教育助成金、社会福祉大会

：善意銀行配分

：送迎サービス（横浜市外出支援サービス事業含む）　※新車購入の検討

《単位：千円》
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