
共同募金事業助成
単発事業助成 年間活動助成

年間活動助成 施設配分助成

単発事業助成

区社協助成金 団体助成

地区社協配分

年末たすけあい配分助成

地域福祉団体
ボランティア・
当事者団体
４月～翌３月事業
規模に応じて
２月申請
３月決定

団体の立上げ助成
周年記念事業助成
区福祉関係団体
　　　連絡会助成

地区社会福祉協議会
の年間活動に対する
助成

共同募金、
年末たすけあい募金、
区社協会費からの配分、
市社協助成金

共同募金の配分金

２１地区社協へ事業委託補助金

親子のたまり場の
立上げ助成

地域課題解決のための
自主活動への支援

民生委員、
ボランティアの活動

補助金・広報の支援など

善意銀行寄付金
　　　　　ほか

市、市社協からの
助成金

食事・デイサービス
等の活動
地域福祉推進活動

ボランティア・
　　当事者団体

●神奈川区社会福祉協議会の活動助成金制度

●上記に関連して神奈川区役所が設けている地域活動を支援する制度

（24年10月現在）

・高齢者食事、
　　  デイサービス
・子育て支援
・障害者の当事者活動
　　　　　　　など

２月申請
３月決定

8月申請
9月決定

障害者施設対象
8月申請　9月決定

年末たすけあい
募金の配分金

地域団体・ボラン
ティア団体が実施す
る高齢者・障害者、
児童のための活動

地区ボランティアセ
ンター設置モデル
助成金

わくわく！ステップ
助成金（地域福祉活
動計画支援助成金）

活動団体への助成金制度の充実
神奈川区社会福祉協議会では、地域の皆様が行う活動を支援する制度として次
のようなものがあります。これらの制度が維持、継続できるよう共同募金や善意銀
行への寄付など財源の確保に努力するとともに活用されるようＰＲしていきます。

制度の維持、継続
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すくすくかめっ子 ふれあい訪問事業かながわ区民力
発揮プロジエクト
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区社会福祉協議会の支援策①

助
成
金
の
種
類

財　
　

源

【参考】



助成金制度の維持、充実に向けた見直し（平成２５年度から実施します）
現在の神奈川区社会福祉協議会の助成金制度は、多岐にわたっています。これを

統合整理し、分かりやすくするとともに、今回の計画に掲げた地域の支えあいの課
題に対応する活動を推進するために制度の見直しを２５年度から実施します。

地域の福祉活動は皆様からの
共同募金や善意銀行寄付金で支えられています。
引き続きのご協力をお願いいたします。

共同募金のしくみ　２３年度募金実績　32,800,475円
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見直しの概要

地域住民の運営による簡易な援助活動（ボランティア活動）のコーディネート及びボランティアの
確保･育成に伴う活動に対する助成（地区ボランティアセンター設置モデル助成の発展形）

地域の福祉保健課題を解決するための活動への助成
（従来の「わくわく！ステップ助成金」の一部見直しと維持）

地域の防災組織が行う要援護者の支援活動への助成（内容は２５年度中に区役所と協議して決定）

子育て支援活動（すくすく子がめ隊）を行っている団体の「備品等設備の更新」を目的とした助成

募金方法（戸別募金、街頭募金、法人募金など）、実績のほとんどは、各自治会町内会に協力を
いただき集まった戸別募金です。

① 現在の制度を分かりやすく統合、整理します。

② 地域の支えあいの課題に対応する活動を推進するための新たな助成金制度の新設

共同募金事業助成

区社協助成金 区社協助成金

団体助成

（24年度まで） （25年度から）

募金運動の実施
１０月１日～
　　 １２月３１日

募金の集約、送金
共同募金会神奈川区支会
（事務局：区社会福祉協議会）

神奈川県共同募金会
へ送金

翌年度、県共同募金会から区内の民間
福祉施設などへ施設の維持費などに
配分されます

区社会福祉協議会の事業費として配
分されます。その多くは、地域の活動
団体への助成金として配分されます。
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地区社会福祉協議会の組織と活動の充実
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みなさんのまちの地区社会福祉協議会（地区連合町内会の区域と同じ地域で活動しています）

組織と財源

地区社会福祉協議会が中心に行っている活動例 区社会福祉協議会、区役所、
地域ケアプラザとの連携や支援

地区社協の財源の多くは、地域の
皆様からの共同募金からの配分に
よって成り立っています。その他、区
社会福祉協議会の活動に賛同して
納めていただいた会費や市社会福
祉協議会からの補助金等がありま
す。

年末たすけあい募金・赤い羽根共同募金・区社協会費の流れ

区社協

その他の福祉団体
助
成
金

地域の
みなさん

自治会
町内会

地区社協
助成金

見守り・声かけー民生委員児童委員、主任児童委員や
ふれあい訪問員などが孤立している人を発見し、地域
ケアプラザなどの公的機関へ連絡する活動
簡単な援助活動（ちょっと困ったことのお手伝い、送迎
や預かり、余暇活動など）―地域の住民同士の助けあい
災害時の安否確認、避難付き添いなどー自治会・町内会

見守りネットワーク会議を開き、
困った課題を出し合い、地域で支え
ることが難しい人を支えます

地域の中から人材を発掘して支え
合える仕組をつくります

地域で行われている活動の資金を
援助します

個別援助活動

すくすくかめっ子（子育てサロン）、ひとり暮らし高齢者
会食会、ミニデイサービス、世代間交流

集団援助活動

お楽しみのつどい、スポーツ大会、納涼祭など
年間行事、イベント

広報紙発行、地区内団体への助成、福祉研修講座など
その他

区社会福祉協議会の支援策②



66

自治会・町内会と社会福祉協議会は密接な関係をもって福祉活動を展開しています

区社協の支援策
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身近な近隣での
民生委員やふれあ
い訪問員による見
守り活動

災害時に備えた避
難訓練や火災予防
活動

防犯パトロールや
交通安全運動

子ども会、すくすく
かめっ子の活動

敬老行事、ひとり
暮らし高齢者食
事会や老人クラブ
の活動

地区連合エリア
での福祉交流
行事や活動

地区の各種団体
への助成

日常の暮らしの防災、防犯、
環境活動、福祉の募金活動な
どを総合的に推進する単位自
治会町内会の連合体としての
活動

簡易な援助活動
を行うボランティ
アの紹介や派遣

地区連合単位
でのふれあい訪
問事業の区役
所からの受託

単位自治会町内会の中で行われている福祉活動、防災･防犯活動など
日頃からの見守りや交流は、身近な顔の見える関係ができる単位自治会町内会の中で行われる
のが望ましく、こうした活動がこれからは非常に大事な活動になります。

地区社会福祉協議会は、身近な単位自治会・町内会
が実施する福祉活動が活発になるよう支援するとと
もに、地区連合単位での行事や活動を展開します

地区連合町内会は、安心安全
なまちづくりを総合的に推進
する最も基礎的な連合体です

連 

携
連 

携

連 携

連 携

連 携

地区社会福祉協議会との連携･支援策

地区社会福祉協議会

単位自治会町内会

地区連合町内会

単位自治会町内会の福祉活動との連携支援策

区域での連携･支援策

1 ふれあい訪問活動の研修会の
実施など

4 地区の活動資金を助成

2 地区ボランティアセンターの
立ち上げを支援します

1 身近な近隣での見守り活動の
進め方などを支援

2 簡易な援助活動の担い手づく
りを支援

3 地区役員との福祉勉強会また希
望地区は、地区社協版地域福祉
活動計画の策定を支援します。 1 各地区の情報交流を深めるた

め地区社協分科会を開催。ま
た役員の他都市視察研修など
を実施
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区社会福祉協議会の支援策③
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区社会福祉協議会の支援策④
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区社会福祉協議会の支援策⑤
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地域ケアプラザ・地域包括支援センターと連携して事業を推進します
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区社会福祉協議会の支援策⑥

民生委員児童委員、主任児童委員、ふれあい訪問員等と公的機関が連携して、
要援護者が抱える困った問題を発見して、その問題について協議し、解決に向けて連携していきます。

地区社会福祉協議会 区社会福祉協議会 区福祉保健センター地域ケアプラザ・
地域包括支援センター

民生委員、主任児童
委員、ふれあい訪問
員などの見守り

地区社会福祉協議会 地域ケアプラザ（課題例）
区福祉保健
センター

区社会福祉協議会 住民、関係機関

簡易な援助活動を推進 高齢者（認知症など）
障害者支援
子育て支援

ボランティアグループの地域別交流会の開催
小学生等に福祉活動を体験する機会の提供
障害児者への余暇活動の場の提供

事務局長
事務局次長
職　員

課　長
係　長
職　員

所　長
職　員

地域で援護が必要な高齢者、障害者、子育て家庭など

把握された問題を連携して解決把握された問題を連携して解決把握された問題を連携して解決

協働して担い手づくり
参  加

１. 要援護者の困った問題解決に向けた発見、連絡のネットワークの仕組

地域ケアプラザと連携して各種の事業を実施していきます。
４. 交流会、福祉教育、障害児者の余暇支援

事業の情報交換、共同実施の打合せ、研修会
５. 地域交流担当者連絡会の開催

身近な地域での簡易な援助活動の仕組づくり
を支援していきます。

２. 福祉活動の担い手づくり ３. 課題別の検討の場づくり
援護が必要な高齢者、障害者、子育て家庭の
個別の課題解決のために委員会などを設置。

地区ボランティアセンターなど

課題別の支えあい委員会など

区社会福祉協議会
地区担当職員

地域ケアプラザ
ボランティア講座の開催



地域ケアプラザ・地域包括支援センターの職員は、
普段、どんな仕事をしているのでしょうか
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?
地域ケアプラザは身近な生活圏域で高齢者から子ども、障害者まで福
祉に関する相談から活動の場の提供、担い手の育成など地域の福祉
を推進するために横浜市が概ね中学校区に１箇所設置した施設です。
運営は指定管理施設として民間の法人に委託されています。

平成１８年度からは、国の制度である地域包括支援センターの機能をもつ施設とし
て体制が充実され、高齢者の介護予防事業、判断力の低下に不安がある人への相
談支援、ケアマネージャーや民生委員との連携促進などの業務が加えられました。

高齢者から子育て支援などの相談だけでなく、制度では解決できない課題を地域
の活動団体と協働して地域支え合い活動を展開するところでもあり、全地区を対
象に活動する区社会福祉協議会とは密接な連携をとって、事業を実施しています。

地域包括支援センター及び地域交流業務を行っている職員

行っている主な仕事（例示）

所長　　　地域交流コーディネーター　　　社会福祉士
主任ケアマネージャー　　　保健師

地域の第一線の相談場所

福祉保健活動の場を
提供する施設

高齢者、障害者、子育て家庭
へのサロンの場の提供

ボランティアの交流や
情報提供

介護予防

地域ケアプラザで
行っている他の事業

成年後見制度普及等

高齢者から子育て支援までの相談
（介護保険の代行申請、出張相談、制度以外の困った問題の相談など）

活動団体のための場の提供
（多目的研修室、調理室、ボランティアルームなど）

高齢者サロン　　親子広場　　障害者のためのフリースペース

グループ交流、祭り　　広報紙発行　　ボランティアの育成講座

消費者被害防止講座等各種講座の開催、情報提供
ケアマネージャーや民生委員等との情報交換会

体操教室　　ウォーキング教室
認知症サポーター育成講座　　介護予防プラン作成支援

通所介護（デーサービス）
介護保険ケアプラン作成（ケアマネージャー業務）

把握された問題を連携して解決
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沢渡三ツ沢地域

神奈川区の地域ケアプラザ、地域包括支援センター（８カ所）

地域ケアプラザとは…

地域包括支援センターとは…

地域ケアプラザは、皆様が住
みなれた地域でいきいきとその
人らしい生活を過ごせるお手伝
いをする施設です。

福祉保健のご相談、又地域交
流の場として、是非お気軽にご利
用ください。

身近な相談窓口として、保健
師、社会福祉士、介護支援専門員
という専門スタッフがご相談を承
ります。

また要支援の方の介護サービ
スケアプランを作成いたします。
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地域ケアプラザ開館時間

月曜日～土曜日　午前9時～午後9時
日曜日、祝日　　 午前9時～午後5時

年末年始（12月29日～1月3日）
施設点検日（各施設にお問合せください）

反町地域ケアプラザ　反町1-11-2
321－8004（最終日曜 休館）

若竹苑　羽沢町550-1
382－0024

六角橋地域ケアプラザ　六角橋3-3-13
413－3281

沢渡三ツ沢地域ケアプラザ　沢渡56-1
577－8210（第1日曜 休館）

新子安地域ケアプラザ　新子安1-2-4
423－1701（第3土曜 休館）

片倉三枚地域ケアプラザ　三枚町199-4
413－2571（最終日曜 休館）

菅田地域ケアプラザ　菅田町1718-1
471－3101（第4月曜 休館）

神之木地域ケアプラザ　神之木町7-1
435－2906（第4日曜 休館）

※通所介護事業は実施していません

開館時間

休 館 日

連 絡 先
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障害児・者支援　神奈川区における障害児・者支援の取組と区社協の支援
区社会福祉協議会の支援策⑦
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子育て支援・青少年育成　神奈川区における子育て支援・青少年育成の取組と区社協の支援
区社会福祉協議会の支援策⑧
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