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【 取組状況 】（計画項目別） 

 
Ⅰ 要援護者への支援                          

１ 地域福祉活動の推進  

取組・活動の名称 平成 25 年度の取組状況 

（１）小地域の福祉活動の推進・支援 

 ア 小地域の福祉活動支援 
地域の活動拠点となっている地域ケアプ
ラザとの連携を一層強化し、援護を要す
る人の見守りや、住民相互の支えあい活
動の充実を目指し、市全域で実施を予定
している「身近な地域のつながり・支え
あい活動推進事業」にかかる取組を展開
していきます。 

○地区推進連絡会への参加(中間期・期末期) 
○地域支援チーム打合せ(随時) 
○事業に関する個別相談・支援(通年) 
○地域の障害児支援活動発表スライド制作(３月) 
（釜利谷地区・ホイール若菜） 

○既存のボランティアセンターへの活動支援 
① 地区、自治会町内会等の検討会に参加(随時) 
② 自治会町内会におけるボランティア相談対応(随時) 
③「金沢区地域の団体交流会」区役所との共催(2/8) 

○「身近な地域のつながり･支えあい活動推進事業」の取組 
 【新規】 
①「食事サービスボランティア講座」の実施 
 〔泥亀地域ケアプラザと共催〕 
（2/21～3/28 計４日間）参加者：延べ 76人 

 ②市社協支援チームのヒアリング・進捗状況打合せ 
(随時) 

イ 地区別計画推進の支援 
区役所、地域ケアプラザと地域支援チー
ムを組み、各地区の計画推進に関わる取
組を支援します。 

ウ 新たな地域福祉活動への支援 
地域ケアプラザと連携し、自治会町内会
単位の支えあい活動立ち上げ等、新たな
取組を支援します。 

（２）地区社協への支援 

 ア 地区社協活動の支援 
地区社協活動が着実に推進できるよう、
活動支援を行うとともに活動費助成を拡
大します。 

○活動運営費の交付（７月） 
総 額：650,000円(@50,000×13地区) 

○地区社協活動費・事業費の助成（６月） 
総 額：1,975,000円(13地区) 

○地区別計画推進支援費の助成（６月）【新規】 
 総 額：1,555,000円(13地区：地区ごと 10-15万円) 

イ 地区社協事務局長会議の定例開
催、役員研修会の開催 
事務局長会議を月１回開催し、役員研修
会を年１回以上開催します。 

○地区社協事務局長会議の開催（年 11回） 
開催日：毎月第三金曜（８月は休会） 
参加者：区内地区社協事務局長、区役所ほか 

○市社協主催「地区社協研修会」への参加（12/16） 
参加者：金沢区からは地区社協役員･区役所 計 38人 

○事務処理・ＰＣ操作等相談対応(随時) 
○磯子区社協主催「地区社協研修会」講師(11/27) 
金沢シーサイドタウン地区社協事務局長と広報紙作
成の実践報告 

 

２ 障害児者の社会参加の促進   

取組・活動の名称 平成 25 年度の取組状況 

（１）障害児者余暇活動支援事業の実施 
障害児者の余暇が充実できるよう、地域ケア
プラザ及び関係機関・団体と協力して事業を
実施します。課題となっている高等部の生徒
向けプログラムに取組み、また、余暇活動を
実施しようとするボランティアグル―プを支
援します。 

○学齢期障害児余暇活動支援事業「サマーフレンド」の実施
(７～８月：延べ 20日間・小中学生 18日/高等部 2日)  
会場：区内地域ケアプラザ／リネツ金沢 
参加者：延べ 91人  ボランティア：延べ 90人 
内容：室内プログラム(創作･遊び等)／プール遊び 
高等部生徒向けプログラム(2箇所)も実施【新規】 

○「ベイスターズの野球観戦」の実施（8/30） 
参加者：15人(当事者 9人／ボランティア 6人) 

○地域ケアプラザ余暇活動支援事業への協力(通年) 

（２）ふれあい交流事業の実施 
障害のある人を中心に区民交流を図る「ふれあ
い運動会」を関係団体の協力を得て開催します。 

○「第 33 回ふれあい運動会」の実施（障害者と地域住
民との交流）（9/29） 
会場：八景小学校校庭 
参加者：約 330人（運営協力：スポーツ推進委員、ボランティア） 

＊ アンダーラインは第２期金沢区地域福祉保健計画

に掲載している事業です。 
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（３）金沢区障がい福祉保健“いきいき

ネット”の充実 
当事者、関係団体や支援機関等、会員相互の
日常的な情報交換を活性化し、情報共有を進
展させます。また、広報紙を年２回発行し、
12 月の障害者週間に啓発事業を実施する等、
課題に応じた取組を行います。 

○金沢区障がい福祉保健“いきいきネット”の運営 
総会：１回開催 役員会：３回開催 
会員数(平成 26 年 3 月末現在) 団体：34件,個人：31人 

○インターネット(メーリングリスト)による情報交換：延べ 89件 
メーリングリスト登録件数：61件 

○情報紙「ザ・いきいきネット」の発行 
第 9号(7月：2,500部)、第 10号(3月：2,000部) 

○勉強会「『障害者総合支援法』と障がい者施策の動向」 
 (6/10) 参加者：30人 
○金沢区障がい福祉フォーラムの開催(12/7) 
来場者：194人 
①区内障がい支援機関紹介スライドショーの上映 
②アフリカ太鼓「ジェンベ」演奏(かもめパーカッション)、
合唱、ダンス披露(金沢養護学校高等部 3 年生)、ダンス披露
(D-dance.Kanazawa) 

③山本譲司氏（福祉活動家･元衆議院議員）の講演 
 テーマ「獄窓記～塀の中の障がい者たち～」 

○区内事業所製品の販売促進支援 
 ①金沢区障がい福祉フォーラムでの販売代行(12月) 
 ②金沢区福祉保健のつどいでの販売(3月) 

（４）障害福祉施設連絡会等への参加

及び支援 
各施設運営委員会，区地域自立支援協議会、
施設間の連絡会等へ参加し、連携を図るとと
もに、支援を行います。 

＜各種会議への参加＞ 
○障害者地域活動ホーム、地域活動支援センター、グル
ープホーム等運営協議会への参加（通年） 

○金沢区地域自立支援協議会への参加（通年） 
○金沢区中途障害者連絡会への参加（通年） 

（５）金沢区移動情報センターの運営 
【新規】 

障害当事者・家族、関係者等からの移動に関
する相談を受け、外出の目的や行先など、ニ
ーズに沿った情報の提供を行います。 
【10 月に横浜市から受託し、相談窓口を開設】 

○情報収集 訪問、電話によるヒアリング：居宅介護事
業所 11件、養護学校 1件、障害児福祉施設 1件 

○推進会議の開催(年３回:11/14,12/12,1/29) 
○情報発信  ・事業開始用ちらしの配布(4,000部) 

・広報よこはま金沢区版記事掲載（1月号） 
・タウンニュースへ広告掲載（3/13） 
・本会ホームページへ掲載 

○相談窓口(1/14から開始) 
 ①相談件数 43件 
 ②対象者の障害種別  

身体 13件/知的 20件/複数障害 2件/その他 8件 
 ③相談内容  

通院 8件/余暇 10件/通学 14件/通所 4件/制度説明
4件/その他 3件  

 

３ 地域の災害時における要援護者支援  

取組・活動の名称 平成 25 年度の取組状況 
（１）災害時対応の充実 

東日本大震災の被災地支援を継続するととも
に、復興活動の実践から学ぶ機会を設け、災
害時及び緊急時における要援護者支援の検討
に活かします。 

○金沢区発ボランティアバス〔宮城県〕 
 日程：9/20(金)～22(日)〔3日間〕 
参加者：37人(他職員 3人) 

 内容：仮設住宅でのお茶飲みサロン実施、菊の出荷作
業の手伝い/南三陸町社会福祉協議会に訪問 

（２）災害ボランティアネットワークの

推進 
災害ボランティアの活動が充実できるよう、
定例会、研修会、災害対応訓練等の実施につ
いて支援します。 

○定例会(毎月第一金曜)への参画 
○各種研修の実施・協力 
①出張講演会(7回) 
内容：災害ボランティアの活動について 

・CO-OP ユーコープ(4/9,9/10） ・CO-OP パルシステム(9/6） 
・夏山東ふれあいネットワーク(7/14) 
・富岡地域ケアプラザ(7/27) 
・金沢区地域自立支援協議会(9/11) 
・富岡東地域ケアプラザ(2/20） 
②災害ボランティア入門講座（1/18） 
災害時高齢者生活支援講習会、クロスロード 

③災害対応シミュレーション（2/2）参加者 64人 

＊ アンダーラインは第２期金沢区地域福祉保健計画

に掲載している事業です。 
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○各種防災訓練の参加・協力 
 ①防災訓練(市営谷津坂住宅 7/28, 能見台南小学校 11/9) 
 ②市災ボラ図上訓練(8/18) 
○市・各区災害ボランティアネットワークへの協力 
○東日本大震災被災地の特産品販売による復興支援 
①能見台地域ケアプラザ「合同祭」(10/12) 
②六浦地域ケアプラザ「ふれあいバザー」（12/1） 
③富岡東地域ケアプラザ「東風祭」(3/2) 

○金沢区災害ボランティアセンター関係検討会(通年) 
〇金沢区災害ボランティアセンター設置・運営に関する
協定の締結(2/28) 

 
４ 福祉サービスの提供  

取組・活動の名称 平成 25 年度の取組状況 

（１）送迎サービス事業 
公共交通機関が利用困難な人を対象に、ボラ
ンティアによる送迎サービスを実施します。 

○横浜市外出支援サービス〔市委託事業〕、送迎サービス
〔独自事業〕の実施 
①活動件数（延べ）：645件 ②実利用人数：85人 
③利用登録会員数：426人 ④総走行距離数：5,638㌔ 

○運転ボランティア向け研修の実施（年２回） 
 ①安全運転講習会(7/5)   参加者：18人 
 ②救命救急訓練講習会(9/13) 参加者：14人 

（２）生活福祉資金貸付事業 
低所得世帯や障害者世帯、失業により生活困
難になった世帯などへ資金を貸し付け、自立
を支援する事業を実施します。 

○貸付相談件数・貸付件数 

種  別 相談件数 
貸付件
数 

①総合支援資金 

ア 生活支援費 延べ 216件 3件 

イ 住宅入居費 延べ  13件 0件 

ウ 一時生活再建費 延べ  29件 1件 

②臨時特例つなぎ資金 延べ  23件 0件 

③生活福祉資金貸付 延べ 1,094件 19件 

④不動産担保型生活資金 延べ  41件 0件 

⑤要保護世帯向け不動産担保型生活資金 延べ  0件 0件 
 

（３）たすけあい福祉資金配分事業 
火災、風水害などの災害を受けた罹災世帯を
対象に、基準に沿って見舞金を支出します。 

○たすけあい福祉資金の交付 
 交付件数：4件(全焼 3件、半焼 1件) 
 交付総額：35,000円 

（４）交通遺児援護事業 
かながわ交通遺児援護基金の身近な窓口とし
て、交通遺児の福祉向上のために給付金交付
等を実施します。 

○交通遺児給付金の交付（3月） 
 交付件数：2件（中学校・高等学校卒業） 
 交付総額：100,000円 

（５）子育て支援事業 
平成 24 年 10 月に事務移管した「横浜子育て
サポートシステム」のフォローや、「金沢区健
やか子育て連絡会」等への参加等、子育て支
援に関する課題共有の場に参画します。 

○横浜子育てサポートシステムミーティング(1/15) 
 内容：活動報告、26年度事業内容について 
○健やか子育て連絡会への参加（通年） 
○金沢区健やか子育て支援連絡会/金沢区児童虐待防止
連絡会への参加（通年） 

 

５ 権利擁護事業の推進  

取組・活動の名称 平成 25 年度の取組状況 

（１）金沢区社協あんしんセンターの運営 
金銭管理に不安がある高齢者や障害者を対象
に、定期訪問、金銭管理サービス等を提供し、
安心して生活できるよう支援します。 

○初回相談：37件    
○継続相談：延べ 2,622件 
○契約者数(平成 26年 3月末現在) 
①定期訪問・金銭管理サービス：38人 
②財産等預かりサービス：15人 

○権利擁護に関する啓発活動 
①企画協力･講演：晴嵐かなざわ主催「大広間健康生活座談会」（7 月･12 月） 
②講演：釜利谷地区・阿王ヶ台ふれあい活動会食会(7 月) 
③講演：シニアクラブ連合会主催「横浜シニア大学」(9 月） 
④講演：地域包括支援センター連絡会主催「新任ケアマネジャー研修」(11 月） 
⑤講演：金沢福祉保健センター保護課内部研修 

「権利擁護事業(あんしんセンター)について」（2/28） 

＊ アンダーラインは第２期金沢区地域福祉保健計画

に掲載している事業です。 
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（２）金沢区成年後見サポートネットへ

の参加 
区役所、地域包括支援センターや成年後見を
担う専門職との連携を目的に、事例検討や情
報交換等の取組に参加します。 

○金沢区成年後見サポートネット事業事例検討会・連絡
会への参加(年４回：5,7,11,3月) 

○地域包括支援センター連絡会主催「新任ケアマネジャ
ー研修」への協力〔権利擁護事業の紹介〕(11月) 

○あんしんセンター利用者への対応にかかる関係者・専
門職との連携、協力要請（随時） 

 
 

Ⅱ 関係情報の発信・共有の推進                     

１ 最新で役立つ福祉情報の提供  

取組・活動の名称 平成 25 年度の取組状況 

（１）ホームページを活用した情報提供 
区社協ホームページを適宜更新し、区内の福祉
情報を積極的に提供する等、充実を図ります。 

○アクセス件数：56,498件（昨年度：33,459件） 
○主な掲載・更新内容（計 27回） 
各種講座、イベント募集情報記事の掲載（随時） 

 

２ 情報紙の充実  

取組・活動の名称 平成 25 年度の取組状況 

（１）「福祉かなざわ」の発行 
区社協広報紙「福祉かなざわ」について、区民
参加の編集委員会を開催し、年３回発行します。 

○「福祉かなざわ」の発行(年 3回) 
年間特集テーマを「こころのバリアフリー」として発行 
①93号（ 8,200部発行・町内回覧等） 
～はじめの一歩は「相手を知ること」～ 

②94号（ 8,200部発行・町内回覧等） 
～つぎの一歩は「自分にできることを考える」～ 

③95号（75,000部発行・各戸配布等） 
～そして「困っている人に声をかけてみる」～ 

 
 

Ⅲ 関係団体・機関との連携強化                     

１ 区内の商店や企業との協働事業の検討  

取組・活動の名称 平成 25 年度の取組状況 
区内の商店や企業の地域貢献活動に関する意向
を把握し、協働できる事業を実施します。 

○企業のボランティア活動に関する意向に応えて活動
の場を提供 

 ①金沢文庫すずらん通り商店街との事業(10月) 
「昭和レトロ写真展」(いきいきセンターロビー) 

 ②企業スタッフ対象・認知症サポーター養成講座 
  ・横浜金沢郵便局(8月) 

・横浜銀行金沢シーサイド支店(11月) 
・朝日生命金沢支店(1月) 

○地域貢献活動を希望する企業への相談対応（随時） 
 

２ 福祉啓発事業等の実施  

取組・活動の名称 平成 25 年度の取組状況 

（１）「福祉保健のつどい」の開催 
社会福祉功労者表彰及び地域福祉活動の啓発
を主な内容として開催します。 

○「金沢区福祉保健のつどい」(3/1) 来場者:291人 
①社会福祉功労者表彰及び感謝式典の開催 
ア 社会福祉功労者表彰：個人 30人、6団体 
イ 社会福祉功労者感謝（5年以上寄付者）：個人 2人、8団体 

②島田亜紀子氏によるフルート演奏 
③第２期金沢区地域福祉保健計画 啓発シンポジウム 
「ともに生き、支えあう  

こころのバリアフリーを目指して」 
 ア 障害児者を取り巻く実情 
  佐々木画生 氏(金沢地域活動ホームりんごの森･施設長) 

＊ アンダーラインは第２期金沢区地域福祉保健計画

に掲載している事業です。 
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３ 地域ケアプラザとの連携強化  

取組・活動の名称 平成 25 年度の取組状況 
（１）地域活動・交流コーディネーター

連絡会の開催 
地域ケアプラザの支援、連携強化を目的とし
て、区内９か所の地域ケアプラザ地域活動・
交流コーディネーターが参加する連絡会を月
１回開催し、サブコーディネーターも含めた
研修会を年２回開催します。 

○地域活動・交流コーディネーター連絡会の開催（毎月） 
○新任コーディネーター研修会の開催(4/25) 
○コーディネーター・サブコーディネーター研修会の開催 

①第１回(6/13)  参加者：28人 
「地域でかかわる 障害児余暇支援について」 
(講師:金沢養護学校 糠信教諭,和知教諭) 

②第２回(3/5)  参加者：25人 
「私たちはなぜ『さくら茶屋』をオープンさせたのか」 
(「さくら茶屋にししば」の訪問見学) 

（２）地域ケアプラザ関係会議への参加 
各地域ケアプラザ運営協議会、地域ケアプラ
ザ所長会、地域包括支援センター職員連絡会
などに参加し、一層の連携を図ります。 

○各地域ケアプラザ運営協議会への参加（9施設） 
○地域ケアプラザ所長会議への参加（月１回） 
○地域包括支援センター職員連絡会への参加 

 

 

Ⅳ 活動の機会等の促進                         

１ いきいき金沢助成金による活動支援  

取組・活動の名称 平成 25 年度の取組状況 
区内のボランティア活動、非営利な地域福
祉・障害福祉を推進する「事業」の支援を目
的として、活動費を助成します。 

○いきいき金沢助成金〔詳細は【いきいき金沢助成金】参照〕 
・平成 25年度助成金配分件数 
申請：121件 助成決定：120件 最終配分：117件 

・配分総額 11,836,000円 
○平成 26年度助成金説明会（計４回：2/18,19,21,27） 
○平成 26年度助成金配分件数 

申請：124件  助成決定：124件 
 

２ 各種助成金情報の提供  

取組・活動の名称 平成 25 年度の取組状況 
活用できる助成金について、情報提供を行います。 ○民間団体実施の助成金の情報ファイルを窓口に設置 

○区と「金沢区内市民活動に関する補助金制度一覧」を
作成し地域へ周知 

 

 

Ⅴ 人材の発掘・育成                              

１ 区ボランティアセンターの機能充実  

取組・活動の名称 平成 25 年度の取組状況 
（１）ボランティアに関する相談・コー

ディネート・情報提供等の充実 
ボランティアに関する相談を受け、手助けし

○ボランティア依頼件数 196件 
 （単発依頼：165件、継続依頼：31件） 
○ボランティア紹介件数：165件 
○ボランティア登録 

 イ 障害児者の家族が語る 様々な想い 
若栗恭子 氏(横浜市健康福祉局･ピア相談員) 

 ウ 障害児者に対する支援活動 
  渡邊正英 氏(釜利谷地区社協･副会長) 
  高橋弘子 氏(主任児童委員/ホイール若菜事務局) 

（２）「いきいきセンターまつり」の開催 
区民交流を図る機会として、晴嵐かなざわ、
泥亀地域ケアプラザなど館内の施設と協力
し、関係するボランティア団体の参加を得て
１０月に開催します。 

○第 15回いきいきセンターまつりの開催(10/26) 
 （台風 27号接近に伴い中止） 

＊ アンダーラインは第２期金沢区地域福祉保健計画

に掲載している事業です。 
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て欲しい人とボランティアを適切につなげ、
必要な情報提供が行えるよう相談援助の向
上に努めます。 

 ・新規 個人：46人、グループ：1団体 
 ・累計 個人：429人、グループ：54団体 
○アドバイザーミーティングの開催（月１回） 
＊ボランティア(アドバイザー委嘱者)によるコーディネートは

平成 26 年 3 月末で終了 

（２）ボランティア活動の活性化 
ボランティア情報を積極的に提供し、ボラン
ティア養成講座を開催する等、活動への参加
者を拡充します。また、登録ボランティアの
交流会を開催し、活動の活性化を支援します。 

○ボランティア団体交流会(7/3) 
区民活動センターとの共催【新規】 参加 41団体 

○ボランティア交流会（1/25）参加者：21人 
○ボランティア入門講座 参加者：延べ 19人 
（5/10,7/10,9/10,11/11,1/10,3/10） 
○院内介助ボランティア養成講座（5/17）参加者：2人 
○地域活動デビュー講座(6/27～7/25計３日間) 
参加者：延べ 32人 

○金沢区精神保健福祉ボランティア講座 
（1/29～3/6 計５日間）参加者：延べ 64人   

 

２ 地域のボランティアセンターへの支援  

取組・活動の名称 平成 25 年度の取組状況 
（１）新規開設及び運営への支援 

支えあい活動を実践しようとする地域のボラ
ンティアセンターについて、開設に向けた支援
や安定した運営が行えるよう支援を行います。 

○六浦ボランティアネットワーク定例会議へ参加 
（毎月：第一金曜等） 
・個別支援に関する情報共有や事例検討 
・情報交換（各団体の情報） 

（２）地域のボランティアセンター
交流会の開催 

地域のボランティアセンターの日常活動に
活かせるよう、センター相互の交流会を開催
します。 

○金沢区地域の団体交流会(2/8) 参加者：58人(19団体) 
・「つながりステーション」活動報告 
・地区事例発表 
・各グループの課題・情報交換 

 

３ ボランティア団体の活動充実への支援  

取組・活動の名称 平成 25 年度の取組状況 
（１）各種ボランティア講座の開催・

組織化支援 
各種ボランティアの育成のため、学習できる機会
を提供します。また、地域ケアプラザ等と連携し
てボランティア講座の開催について支援します。 

再掲〔５ページ Ｖ－１（２）参照〕 

 

 ４ 福祉教育の充実  

取組・活動の名称 平成 25 年度の取組状況 
（１）福祉教育の実施 

福祉教育に関する相談に応じ、生徒を対象と
した講座開催の支援を行うとともに教職員
向けの講座を開催します。また、対象者の拡
大等事業のあり方を検討します。 

○学校からの相談対応：12件 33コマ 
○能見台・富岡 CPにおける学校と福祉施設の連絡会 
（5/30） 参加者：24人 

○並木・富岡東 CPにおける学校と福祉施設との連絡会 
（３回：7/17,10/29,2/18） 参加者：延べ 52人 

○先生のための福祉講座開催（7/31,8/1）参加者：98人 

（２）福祉教育支援事業助成金による
学校支援 

福祉教育に取り組む小学校、中学校を対象に
事業費の助成を行います。 

○福祉教育支援事業助成金の交付（計 8件,104,500円） 
小学校： 6校  84,500円 
中学校： 2校  20,000円 

 

 

Ⅵ 福祉保健活動拠点の運営                                           

１ 区ボランティアセンターの機能充実（再掲） 
 

＊ アンダーラインは第２期金沢区地域福祉保健計画

に掲載している事業です。 
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２ 施設の適正な運営  

取組・活動の名称 平成 25 年度の取組状況 
利用調整会議などを活用して、利用者の声を

反映した拠点の運営を行います。 

○利用調整会議（２回：8/1,2/3） 
 利用に関する連絡に加え、「おとなの福祉教育」をねら
いとして、福祉課題にかかる各種講座も実施。 
・第１回(8/1)「知って安心 介護保険の利用について」 
・第２回(2/3)「認知症サポーター養成講座」 
○ロッカー・メールボックス抽選会(6/3) 
○指定管理者第三者評価の受審(3月) 
○利用登録団体 126団体（平成 26年 3月末現在） 
利用件数 延べ 2,153件 

 

 

Ⅶ 区社会福祉協議会の機能強化                                       

１ 会員の拡充 

取組・活動の名称 平成 25 年度の取組状況 

様々な機会を捉えて、会員の拡充に努めます。 ○会員数の推移 
 

 

２ 部会・分科会の活性化 

取組・活動の名称 平成 25 年度の取組状況 
様々な福祉課題を検討する場として充実し

ます。 

○ボランティア・市民活動団体分科会（７回） 
①第１回（5/9） 出席：14団体 
内容：平成 25年度の取組について 等 

②第２回（7/3） 出席：41団体（会員：7団体） 
内容：区民活動センターとの共催で交流会 

③第３回（9/12） 出席：19団体 
 内容：施設見学について 等 
④第４回（1/9） 出席：12団体 
内容：わたしたちが日本でできること 

⑤第５回（3/13） 出席：12団体 
内容：平成 26年度の取組について 等 

＜ 研修会 ＞（２回） 
①第１回(9/12)  参加：14団体 
内容：海外でのボランティア活動について 
講師：ＪＩＣＡ横浜 政金氏･広井氏 

②第２回(11/14) 参加：9団体 
内容：施設見学(横須賀基督教社会館) 

○地区社協分科会（１回） 
①理事・評議員の推薦〔書面審議〕（５月） 

○福祉団体等分科会（１回） 

 
会員種別

平成25年
3月末
会員数

平成25年度中
の増

平成25年度中
の減

平成26年
3月末
会員数

合計 429 6 20 415

(内訳)

  ①施　　　設 35 1 0 36

  ②民生委員 269 3 17 255

  ③地区社協 14 0 0 14

  ④自治会町内会 14 0 0 14

  ⑤当事者団体 34 1 0 35

  ⑥ボランティア 39 0 1 38

  ⑦福祉団体等 21 0 0 21

  ⑧行　　　政 3 1 2 2
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①第１回（1/22） 出席：6団体 
 内容：事業の進捗状況と予定、各団体の情報交換 等 

○Ｂ区分(当事者団体)部会（３回） 
①第１回(5/24) 出席：17人 
 内容：区総合庁舎整備に関する意見の反映について 

今年度の取組について  等 
②「逃げ遅れる人々～東日本大震災と障害者」上映及び 
出演者による講演会(3/19) 来場者：62人 
講師：神奈川県障害者自立生活支援センター(KILC) 
   小野和佳 氏 

③第２回(3/19) 出席：16人 
内容：映画と講演会を受けて昼食懇談会として実施 

○Ｃ区分(専門機関)部会（１回） 
①「逃げ遅れる人々～東日本大震災と障害者」上映及び 
出演者による講演会〔再掲・Ｂ区分部会との共催〕 

３ 会員研修会の開催 

取組・活動の名称 平成 25 年度の取組状況 

時宜に適した内容で、会員向け研修会を開催し

ます。 

○「金沢区福祉保健のつどい」の開催（3/1） 
再掲〔Ⅲ－２(1)参照〕 

 ４ 事務局体制の強化 

取組・活動の名称 平成 25 年度の取組状況 

職員の能力向上が図れるよう、各種研修の実

施及び研修機会を充実します。 

○新人育成リーダーの配置による新任職員教育（通年） 
○職員人事考課定期面談等による計画的ＯＪＴ（年２回） 
○職員研修の実施 
①地区支援の現状(情報･意見交換：年 5回･10月～) 
②いきいきセンター金沢職員研修 

「認知症サポーター養成講座」(2/3,28) 
○市社協、ウィリング横浜、県社協等研修への派遣（随時） 
○社会福祉士実習指導者講習会への派遣(12月･1人) 

 

 

Ⅷ 第２期金沢区地域福祉保健計画の推進                   

１ 区役所、地域ケアプラザ等と連携した計画推進  

取組・活動の名称 平成 25 年度の取組状況 

（１）区域計画の推進 
区域計画について、区役所、地域ケアプラザ

等と連携し、着実な推進を図ります。 

区域計画である区社協事業計画について、関係機関・団
体と連携し、ほぼ予定通り進捗 
○区地域福祉保健計画推進プロジェクト(5/27) 
○区地域福祉保健推進委員会(6/6)      にて報告 
○地域福祉保健計画・区域研修への参加・協力(5/8,10,13) 

（２）地区別計画推進の支援（再掲） 再掲〔Ⅰ－１（１）ア参照〕 

 

 

Ⅸ 関係団体事務局の効率的運営                        
 

１ 神奈川県共同募金会金沢区支会       

２ 金沢保護司会 

３ 金沢区更生保護協会            

４ 金沢区遺族会 

５ 日本赤十字社金沢区地区委員会 
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【 法人運営 】 
 

１ 理事会の開催 
日 程 ・ 会 場 内  容 

第

１

回 

平成 25年 4月 6日(土) 

いきいきセンター金沢 2 階 会議室 

出席者数 理事 8名〔総数 10名〕 

監事 2名 

〔 議  案 〕         
１ 会長並びに副会長の選任について 
２ 顧問の選任について 
〔 報告事項 〕         
１ 平成 25年度各種委員会委員について 
２ 平成 25年度の理事会・評議員会日程について 

３ その他 

第

２

回 

平成 25年 5月 27日(月) 

いきいきセンター金沢 2 階 会議室 

出席者数 理事 7名〔総数 9名〕 

監事 2名 

〔 議  案 〕 
１ 会員の承認について 
２ 評議員の選任について 
３ 平成24年度事業報告並びに一般会計収入支出決算について 
４ 平成 25年度一般会計収入支出予算の補正について 

〔 報告事項 〕         
１ その他 

第

３

回 

平成 25年 9月 25日(水) 

いきいきセンター金沢 2 階 会議室 

出席者数 理事 10名〔総数 11名〕 

監事 2名 

〔 議  案 〕         
１ 会員の承認について 
２ 平成 25年度一般会計収入支出予算の補正について 

〔 報告事項 〕         
１ 本会事業の進捗状況について 
２ その他 

第

４

回 

平成 26年 1月 27日(月) 

いきいきセンター金沢 2 階 会議室 

出席者数 理事 8名〔総数 10名〕 

監事 2名 

〔 議  案 〕         
１ 評議員の選任について 

〔 報告事項 〕         
１ 主な事業の進捗状況について 
２ 移動情報センター運営等事業の開設状況について 
３ 「金沢区障がい福祉フォーラム」の開催結果について 
４ 「平成25年度 金沢区福祉保健のつどい」の開催について 
５ 平成 26年度事業計画の策定に向けて 
６ 災害ボランティアセンター設置・運営に関する協定等

について 
７ その他 

第

５

回 

平成 26年 3月 25日(火) 

いきいきセンター金沢 2 階 会議室 

出席者数 理事 9名〔総数 10名〕 

監事 2名 

〔 議  案 〕         
１ 会員の承認について 
２ 平成 25年度一般会計収入支出予算の補正について 
３ 職員就業関係規則の制定並びに職員就業規程の一部改正

について 

  〔制  定〕 ・嘱託職員就業規則 
         ・非常勤職員就業規則 
  〔一部改正〕 ・職員就業規程 
４ 経理規程の一部改正について 
５ 平成26年度事業計画並びに一般会計収入支出予算について 
〔 報告事項 〕         
１ 金沢区災害ボランティアセンター設置・運営に関する

協定書・検討協議報告書について 
２ 横浜市社会福祉協議会・包括外部監査に関する新聞記事

について 
３ 平成 26年度の理事会・評議員会開催日程について 
４ その他 
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２ 監事会の開催 
日 程 ・ 会 場 内  容 

平成 25年 5月 17日(金) 

いきいきセンター金沢 2 階 会議室 

出席者数 監事 3名〔総数 3名〕 

１ 平成 24 年度の事業報告並びに一般会計収入支出決算
に関する監査 

(1) 業務執行状況 

(2) 経理状況・財産状況 

 

 

３ 評議員会の開催 
日 程 ・ 会 場 内  容 

第

１

回 

平成 25年 5月 28日(火) 

いきいきセンター金沢 2 階 会議室 

出席者数 評議員 15名 

〔総数 23名〕 

監事 1名 

〔 議  案 〕         
１ 平成24年度事業報告並びに一般会計収入支出決算について 
２ 平成 25年度一般会計収入支出予算の補正について 
３ 理事の選任について 
〔 報告事項 〕         
１ 会員の入退会について 

２ 平成 25年度各種委員会委員について 
３ 平成 25年度の理事会・評議員会日程について 
４ その他 

第

２

回 

平成 25年 9月 26日(木) 

いきいきセンター金沢 2 階 会議室 

出席者数 評議員 17名 

〔総数 22名〕 

〔 議  案 〕         
１ 平成 25年度一般会計収入支出予算の補正について 
〔 報告事項 〕         
１ 会員の新規入会について 
２ 本会事業の進捗状況について 
３ その他 

第

３

回 

平成 26年 3月 26日(火) 

いきいきセンター金沢 2 階 会議室 

出席者数 評議員 19名 

〔総数 23名〕 

〔 議  案 〕         
１ 平成 25年度一般会計収入支出予算の補正について 

２ 平成26年度事業計画並びに一般会計収入支出予算について 
３ 役員の選任について 
〔 報告事項 〕         
１ 会員の新規入会について 
２ 職員就業関係規則の制定並びに職員就業規程の一部改正

について 
  〔制  定〕 ・嘱託職員就業規則 
         ・非常勤職員就業規則 
  〔一部改正〕 ・職員就業規程 
３ 経理規程の一部改正について 
４ 金沢区災害ボランティアセンター設置・運営に関する

協定書・検討協議報告書について 

５ 横浜市社会福祉協議会・包括外部監査に関する新聞記事
について 

６ 平成 26年度の理事会・評議員会開催日程について 
７ その他 
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【 善意銀行 】 
１ 平成 25年度収支一覧 

［収入］ ［支出］ 

前年度からの繰越金 4,773,984 会長専決による配分① 100,000 

本年度善意銀行寄託金 2,066,914 平成 25年度配分決定分② 1,066,000 

利息 914 Ｂ（①＋②） 1,166,000 

   ［差引］ 

Ａ（平成 25 年度善意銀行収入） 6,841,812 次年度繰越額（Ａ－Ｂ） 5,675,812 

２ 平成 25年度預託金配分一覧 

配分種別 配分日 配分施設・団体名 配分希望理由 配分金額 

会長専決 

による配分① 

9月 13日 フレンドリースペース金沢 10周年記念事業 100,000 

計 100,000 

平成 25年度 

配分決定分② 

6月 いきいき金沢助成金 助成金支出 1,066,000 

計 1,166,000 

 

３ 平成 25年度寄託金寄託者一覧     （平成 25年 4月 1日～平成 26年 3月 31日） 
№ 寄託者名 金額（円） № 寄託者名 金額（円） 

1 金沢民謡舞踊普及会 41,096 24 横浜労福協なぎさ支部 30,000 

2 町屋婦人会 5,000 25 山桜会ゴルフ部 16,585 

3 興栄商事株式会社 30,000 26 金沢民謡舞踊普及会 21,416 

4 横浜ポートヒルライオンズクラブ 金沢茶道会  50,000 27 横浜市管工事協同組合金沢支部 12,753 

5 環境事業推進委員金沢区さわやかママ 40,000 28 
 

横浜市泥亀地域ケアプラザ 糸ぐるま 3,000 

6 （匿名） 2,000 29 環境事業推進委員金沢区さわやかママ 34,911 

7 （匿名） 2,000 30 カトリック金沢教会 10,000 

8 （匿名） 2,000 
 
31 （個人） 15,000 

9 （匿名） 2,000 
 
32 いきいきセンター金沢利用者（１階窓口募金箱） 4,262 

10 金沢スプリングコンサート実行委員会 100,000 33 （個人） 13,297 

11 富岡六地蔵尊奉賛会 30,000 34 （個人） 5,000 

12 （匿名）ヨコハマいきいきポイント事業 27,600 35 Ｎ・Ｔ健康体操 3,000 

13 明るい社会づくり運動金沢区協議会 100,000 36 みなづき 150,000 

14 （個人） 18,000 37 金沢区賀詞交歓会実行委員会 100,000 

15 小野川舞５周年記念チャリティー感謝祭 30,000 38 （個人） 10,000 

16 Ｎ・Ｔ健康体操 3,000 39 平成 26 年金沢区消防出初式実行委員会 3,471 

17 折り紙の会 5,000 40 能見台地区連合町内会 4,200 

18 日本発条労働組合 横浜支部 80,000 41 日本発条労働組合 横浜支部 70,000 

19 泥亀町内会 6,077 42 横浜金沢マリーンライオンズクラブ 50,000 

20 金沢区佛教会 100,000 43 アミーガ（手芸ボランティア） 100,000 

21 金沢区婦人団体連絡会 58,242 44 折り紙の会 8,493 

22 （個人） 8,000 45 山桜会 120,000 

23 金沢区吟剣詩舞道連盟 41,511 46 （個人）  500,000 

計  2,066,914 

 
４ 平成 25年度物品寄託者一覧      （平成 25年 4月 1日～平成 26年 3月 31 日）  

№ 寄託者名 物 品 

1 東油商事(名) フェイスタオル 
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【 いきいき金沢助成金 】 
 

１ よこはま ふれあい助成金（助成総額 3,095,000円） 

〔 助成金の原資 〕よこはま ふれあい助成金:2,028千円/赤い羽根共同募金:67千円/善意銀行:1,000千円 

区 分 
Ａ 地域福祉推進事業 

Ａ－① Ａ－② Ａ－③ 

対象事業 

何らかの支援が必要な人々に対する地域福祉推進

事業 
●会食、配食、デイサービス･サロン、ホームヘルプ・家事援助、送迎、

フリースペース、相談事業 など 

視覚障害者や聴覚障害者への

技術を要する直接支援事業及

びその技能習得のための講座 
●音声訳、点訳、拡大写本、誘導 など 

助成条件 

実施回数が年 36 回以上かつサービ

ス利用者数の月平均が 10 人以上 
実施回数が年 10 回以上

かつサービス利用者数の

月平均が 5 人以上 

利用者数、回数等の条件なし 

配分限度額 20万円 5万円 5万円 

配分件数･総額 9件・1,750,000円 4件・200,000円 1件・50,000円 

助成団体 

いきい木会、NPO 法人のびの会、食
事ボランティア「あじさいの会」、
NPO 法人さくら茶屋にししば、西柴
団地福祉サービス、まごころ会、
六浦東・地域子育て会、ゆうわ会
ふれあ い広 場、移 動サ ービス
W.Co・ららむーぶ金沢 

NPO 法人海の会、湘南八
景「お助けマン」、六浦・
あけぼの、金沢シーサイ
ドタウン地区民生委員児
童委員協議会 

点訳グループ「かなざわ」 

 

区 分 
Ｂ 障害当事者活動 

Ｂ－① Ｂ－② Ｂ－③ 

対象事業 

障害児者及びその家族が行う障害児者の自立支援 

並びに社会参加のための事業 
●訓練会、青年学級、趣味・スポーツ、研修、作業実習、

中途障害者リハビリ教室 など 

障害当事者やその家族などに

よる宿泊、日帰りハイク事業 

助成条件 

実施回数が年 36回以上

かつ 1 回当たりの当事

者参加が 10 人以上 

実施回数が年10回以上かつ1回あた

りの当事者参加が５人以上 

当事者の参加が 5 人以上 

配分限度額 20万円 5万円 5万円 

配分件数･総額 0件・0円 4件・200,000円 5件・250,000円 

助成団体 
（なし） 金沢 SNE の会、金沢区中途障害者

連絡会、とまとの会、ラ・メール
六浦 

金沢ホープの会、かもめの会成人グル
ープ、野島クリスマスキャンプ実行委
員会、パワフル、∞の会 

 
区 分 Ｃ 福祉のまちづくり 

対象事業 

「誰もが安心して暮らしていけるまちづくり」を市民参画型で行う事業 

〔Ａ･Ｂの①、②助成条件に満たない事業〕 
●手話サークル、施設ボランティア、布（木）のおもちゃ・えほん、日本語ボランティア、セルフヘルプグループ、災害ボランテ

ィア、パソコンボランティア、車イスダンス、プレイパーク（公園遊び）、読み聞かせ、など 

●講演会、研修会、福祉まつりなどの単発イベント 
助成条件 1 回あたりの参加者が 5 人以上 

配分限度額 3万円 

配分件数･総額 22件・645,000円 

助成団体 

あおぞら会、あとの会、NPO 法人関東シニアライフアドバイザー協会 SLA 神奈川南横浜グループ、M・
V・金沢、エル・コンブリオ、オリーブの会、金沢区にプレイパークをつくろう会、コアラ学級、高
機能自閉症理解推進グループ『のびのび会』、高齢者 NPO 金沢区シニアガイド、ジョナサン、たす
けあい夏山、男性ボランティア金沢”助さん”、NPO 法人らしく並木、どんぐりころちゃん、縫いぬ
いの会、横浜映画ボランティアクラブ、若草グループ、子育てのわ にじいろ横浜金沢おもちゃ病院、
金沢区舞台総合芸術サークル「潮の音」、フレンドシップ杯ソフトボール大会実行委員会  
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２ 赤い羽根助成金（助成総額 8,675,000円） 

〔 助成金の原資 〕赤い羽根共同募金：950千円/年末たすけあい募金：7,725千円 

区 分 
Ｄ 地域福祉推進事業 

Ｄ－① Ｄ－② 

対象事業 
何らかの支援が必要な人々に対する地域福祉推進事業 
●デイサービス・サロン、ホームヘルプ・家事援助、送迎、フリースペース、相談事業 など 

助成条件 年間のサービス利用者数が 240 人以上 年間のサービス利用者数が 120 人以上 

配分限度額 15万円 10万円 

配分件数･総額 23件・3,150,000円 10件・950,000円 

助成団体 

赤井北部つくしの会、NPO 法人こころの電話金沢、NPO 法人のび
の会、金沢区手話サークル「橋の会」、金沢区民生委員児童
委員協議会、金沢こだまの会、金沢シーサイドタウン地区
社会福祉協議会、金沢東部地区社会福祉協議会、金沢ミュ
ージックサロンひびきあい、釜利谷地区社会福祉協議会、
グループのぞみ、高齢者ＮＰＯわかたけクラブ、サニーア
ベニュー、湘南八景「お助けマン」、瀬ヶ崎西部支えあいふ
れあいネットワーク、でいさろん ひまわり、ど･れ･みの会、
NPO 法人さくら茶屋にししば、ふれあい･さざなみ、六浦･あ
けぼの、六浦東･地域子育て会、六浦フレンドクラブ 

ぎんなんの会、草花と遊ぶ会、ぐるぐ
る工房、たすけあい夏山、富岡第二地
区社会福祉協議会、夏山東ふれあいネ
ットワーク、野ばら、フレンドリース
ペース金沢、六浦ボランティアネット
ワーク、六浦地区社会福祉協議会 

 

区 分 
Ｅ 障害当事者活動 

Ｅ－① Ｅ－② 

対象事業 
障害児者及びその家族が行う障害児者の自立支援並びに社会参加のための事業 
●訓練会、青年学級、趣味・スポーツ、研修、作業実習、中途障害者リハビリ教室 など 

助成条件 年間の当事者参加数が 240 人以上 年間の当事者参加数が 120 人以上 

配分限度額 15万円 10万円 

配分件数･総額 6件・750,000円 9件・870,000円 

助成団体 

NPO 法人海の会、風の会、金沢区中途障害者
連絡会、金沢区聴覚障害者協会、金沢ホー
プの会、ピアズ金沢 

金沢区地域作業所連絡会、かもめの会成人グループ、
サンライズ訓練会、失語症を失語症者が直す、ジャッ
キーさくら、ドレミの会、並木陽さしの会、パワフル、
ポパイ 

 

区 分 Ｆ 地区社協 

対象事業 地区社協事業推進 

助成条件 地区社協事業推進費 

配分限度額 30円×世帯数×地区における区社協世帯会費納入率 

配分件数･総額 13件・1,975,000円 

助成団体 

富岡第一地区社会福祉協議会、富岡第二地区社会福祉協議会、富岡第三地区社会福祉協議会、能見台
地区社会福祉協議会、金沢シーサイドタウン地区社会福祉協議会、金沢東部地区社会福祉協議会、金
沢中部地区社会福祉協議会、金沢南部地区社会福祉協議会、金沢地区社会福祉協議会、六浦東地区社
会福祉協議会、六浦地区社会福祉協議会、六浦西地区社会福祉協議会、釜利谷地区社会福祉協議会 

 

区 分 Ｇ 自主事業 

対象事業 障害者地域活動ホーム・地域作業所・グループホームが行う自主事業 

助成条件 障害者支援にかかる法定外の事業 

配分限度額 10万円 

配分件数･総額 9件・880,000円 

助成団体 
NPO 法人こんちぇると つばさ、NPO 法人こんちぇると 障害者地域活動ホーム金沢福祉センター、NPO
法人こんちぇると 福祉作業所ゆうゆう、NPO 法人咲くらす 大道ホーム、金沢ひだまりの家、ドリ
ームハウス春風、地域活動ホーム シーサイド、なぎさ２１世紀、地域活動支援センターミモザ 
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区 分 
Ｈ 新規事業 

Ｈ－① Ｈ－② Ｈ－③ 

対象事業 
新規グループ・地域ボランティアセンター立ち上げ 
＊10月以降事業を開始する場合は、2/3助成 

助成条件 
サービス利用者が 1 回につき

21人以上 

サービス利用者が 1回につき 20人

以下 

地域ボランティアセンター立ち

上げ 

配分限度額 10万円 ５万円 10万円 

配分件数･総額 0件 

 

区 分 Ｉ その他の事業 

対象事業 オープニングイベントや 10周年等記念事業 

助成条件 記念冊子作成費、講師謝金等（同一団体では、10 年に 1 回程度助成） 

配分限度額 10万円 

配分件数･総額 １件・100,000円 

助成団体 NPO 法人こころの電話金沢 

 

 

３ 善意銀行助成金（助成総額 66,000円） 

〔 助成金の原資 〕善意銀行：66千円 

区 分 Ｊ 備品購入 

対 象 備品購入費 

助成条件 購入費用の３分の２まで（申請時に見積書の提出が必要） 

配分限度額 10万円 

配分件数･総額 2件・66,000円 

助成団体 NPO 法人咲くらすコナン、なぎさ２１世紀 

 

区 分 Ｋ 小破修繕 

対 象 備品の小破修繕 

助成条件 小破修繕費用の３分の２まで（申請時に見積書の提出が必要） 

配分限度額 10万円 

配分件数･総額 0件 

 

 

 


