


神奈川区地域福祉活動計画
（平成24年度～平成27年度）

１人の100歩より

１００人の1歩
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第2章  計画の推進の柱と具体的取組
1.今回の神奈川区地域福祉活動計画の取組の体系図

2.２１地区ごとの地域の取組状況

3.神奈川区で行われている地域福祉活動のしくみ
　（高齢者支援、障害児・者支援、子育て支援・青少年育成）

4.区社会福祉協議会の支援策

※文中、次のように組織名などを略した表現をしている場合がありますが、
　正式な組織名は以下の通りですので、ご了承ください。

区社協：区社会福祉協議会　　地区社協：地区社会福祉協議会
市社協：市社会福祉協議会



はじめに

誰もが地域の中で、安心して自立した生活をしていくためには、自助と公助が基本です。

「福祉」というと、児童、障害、高齢等の分野別に提供される専門的なサービスとして、捉えられ
がちですが、これだけではなく、各世帯間の見守りや声かけ、ちょっとしたことの助けあい、地域ぐる
みで取り組む防災や防犯、運動会や盆踊りなど世代間の交流行事など身近で行われていることも「地
域の福祉」として広く捉え、これらを充実していくことが大事であると思います。

神奈川区では、地域のつながりが希薄になる中で、孤立することがない地域社会づくりを進めるた
め、区役所が「地域福祉保健計画」を、区社会福祉協議会が「地域福祉活動計画」を策定し計
画的に取り組んできました。　　

これらは、地域の皆様と区役所、区社会福祉協議会、地域ケアプラザ・地域包括支援センター
などの公的機関がいっしょになって、地域の中でお互いに支えあえる、助けあえる関係をつくることを
目指す計画です。

この度、この両計画を平成２８年度からは一体的に策定することとし、その前段として区役所が策
定した計画で取り組んできた地区別の取組を掲載するとともに、今後、区内の活動団体と区社会福
祉協議会が協力して取り組みたい内容を「地域福祉活動計画（平成２４年度～平成２７年度）」とし
てまとめました。

今後とも、自助、公助、共助を組み合わせて、住みよい支えあいの地域社会づくりを目指してまいります。

自助・公助・共助と地域福祉

地域で暮らす人々の生活課題の解決

自 助 公 助 共 助

「自分や家族で
 　できることは自分で」

「個人・家族や地域で
　できないことを
　　　　公的制度で」

「地域でできる
　　　ことは地域で」

家族介護、育児、
病気予防など

医療、介護保険、保育所、
障害福祉サービス、年金など

高齢者世帯の見守りや交流、
世代間交流、地域防災・防犯、
まちづくりなど



神奈川区の地域の現状
単身世帯の増加、高齢化の進展などの中で地域のつながりが希薄になり、地域で
孤立化している人が増えていきます。

そうした中で既存の制度だけでは解決できない様々な生活上の問題が発生して
います。

平成２４年度　神奈川区 区民意識調査報告書からの抜粋の紹介
神奈川区役所では、２０歳以上の区民３０００人の皆さんを対象に、郵送による無記名
調査を実施し、地域の活動について、「特に重要だと思う活動」と、防災について、
「災害発生時に希望する手助け・できる手助け」について伺いました。その結果を
紹介します。（平成２４年１０月）

神奈川区地域福祉活動計画の
策定にあたって

計画の背景（地域で対応が求められている問題）

なぜ、計画が必要なのでしょうか
これからは、行政や区社会福祉協議会、地域ケアプラザ・地域包括支援センターが、地
域の皆様といっしょになって力をあわせ、高齢者、障害児・者、こどもを見守り、地域の中
でお互いに支えあい、助け合える関係をつくっていく必要があると考えています。

身近な地域ごとに、地域の皆様と協力して、住民同士のつながりや支えあいの活動
（＝共助）をつくっていくため、計画の策定に取組んでいきます。

1

地域の支えあいの課題

１. 孤立世帯の増加
孤独死、子育て家庭の孤立、児童・高齢者虐待の増加、老障介護、老老介護

２. 災害時等の生活不安
消費者被害、災害時の避難、ちょっとした手伝いを頼めない

３. 担い手の不足
民生委員児童委員、ボランティアなど担い手の不足

※老障介護
高齢となった親などが障害
のある子や孫などの介護を
している家庭など

※



地域の活動では、特に重要だと思う活動は、「災害に備えた高齢者・障害者など避難に
手助けが必要な人の把握、支えあいの仕組づくり」が３６．０％で最も高くなっています。
防災について、災害発生時に希望する手助けで最も割合の高い「安否の確認」（６４．１％）
は、災害発生時にできる手助けでは４３．４％で２０．７ポイントの差があります。

第1章　神奈川区地域福祉活動計画の策定にあたって

災害に備えた高齢者・障害者など避難に手助けが
必要な人の把握、支えあいの仕組みづくり

交通安全や防犯などの地域の安全活動

災害に備えた地域での防災訓練などへの参加

資源回収やごみの分別、リサイクル・エコ活動

高齢者、障害者支援等のボランティア活動

地域の子育て支援や青少年支援の活動

自治会、町内会の役員活動

身近な道路や公園などの清掃・美化活動

お祭りや盆踊りなどの地域の催し企画や運営への参加

文化・芸術・スポーツ活動への参加

PTA活動

老人クラブの役員活動

外国人との交流や支援などの活動

その他

特にない

無回答

「災害に備えた高齢者・障害者など避難に手
助けが必要な人の把握、支えあいの仕組み
づくり」が36.0％で最も高く、「交通安全や
防犯などの地域の安全活動」27.8％、「災
害に備えた地域での防災訓練等への参加」
27.3％、「資源回収やごみの分別、リサイ
クル・エコ活動」21.8％となっている。

地域の活動について、特に重要だと思う活動

安否の確認

備蓄品などの供給

倒壊家屋からの救出

災害状況や避難情報などの伝達

介助や応急手当

家族や親族・知人への連絡

医療機関までの搬送

避難所までの誘導
※1避難場所での活動

（物資搬入、炊き出し、情報伝達など）

その他

※3特に希望する事はない

手助けできる事はない

無回答

災害発生時に希望する手助
けで最も割合の高い「安否の
確認」（64.1％）は、災害発生
時に出 来る手 助 けでは
43.4％で20.7ポイントの差
がある。次いで割合の高い
「 備 蓄 品 な ど の 供 給 」
（62.8％）は、できる手助け
は22.1％で40.7ポイントの
大きな差となっている。一方、
災害発生時にできる手助け
の方の割合が高いのは、「避
難所までの誘導」39.5％で
必要とする手助けより6ポイ
ント高くなっている。

防災について、災害発生時に希望する手助け・できる手助け

2



第1章　神奈川区地域福祉活動計画の策定にあたって

区地域福祉保健計画と区地域福祉活動計画

Q 地域福祉保健計画とか
地域福祉活動計画って
何ですか？

A 地域の中でお互いに支えあえる、
助けあえる関係をつくることを
目指す計画です

Q 誰が中心になって
どんなことに取組むの
でしょうか？

A 現在、地域の中で安心、安全なまちづく
りのために支えあい活動に取組んでい
る皆様と区役所、地域ケアプラザ、区社
会福祉協議会などの公的機関が中心と
なって、地域の課題解決に取組み、活動
をさらに充実していこうとするものです

Q 今回の計画には
どんなことが
書いてありますか？

A ２１地区ごとの地域の取り組み状況を
掲載しています
平成２２年度からスタートした区地域福祉保健
計画に掲載した２１地区ごとの重点課題と今
後の取り組みについて、その後の２年間の取
り組み状況を掲載しました。

区社会福祉協議会が関係機関と連携
して、地域の皆様と進めていきたい活
動の支援策を掲載しています

1 2 3孤立世帯の増加 災害時の不安 担い手の不足

地域支えあいの主な課題

地域で孤立している世帯が
増えていく中で、一人暮ら
し高齢者の孤独死、児童虐
待、老障介護などの問題が
発生しています

東日本大震災を契機に、災害
時に対する住民、とりわけ
要援護者世帯から、不安が
高まっています

要援護者に対する見守りや
相談、援助を行う民生委員
やボランティアは、担い手
の高齢化などの中で不足し
ています

1

（高齢者支援、障害児・者支援、子育て支援・
青少年育成）

神奈川区で行われている地域福祉活
動のしくみを掲載しています

2

3

3



第1章　神奈川区地域福祉活動計画の策定にあたって

区地域福祉保健計画と区地域福祉活動計画の一体的な策定について
両方の計画を平成２８年度からは期間を統一して一体的に策定していきます

地域福祉保健計画（神奈川区）と地域福祉活動計画（神奈川区社会福祉協議会）とのこれまでの関係

今回の計画は、区役所の計画と一体的に展開することを目指した
地域福祉活動計画（平成２４年度～平成２７年度）として、策定しました

平成２８年度からは、区の計画と期間を統一して一体的に策定します

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31（年度）

区役所が
策定した計画

区社協が
策定した計画

第２期 神奈川区
　　　　地域福祉保健計画（６年間）

第２期 神奈川区
　　　　地域福祉活動計画

今回、策定する地域
福祉活動計画（４年間）

２８年度からは、
期間を統一して
一体的に策定します

現在の地域福祉保健計画
（神奈川区）

これまでの地域福祉活動計画
（神奈川区社会福祉協議会）

平成２２年度～平成２７年度（６年間） 平成１９年度～平成２３年度（５年間）

位置づけ

共通する視点

第２期の主な内容

社会福祉法に基づき策定する行政計画
（平成１７年度からスタート。現在、第２期目
進行中）

・区全体計画　
地域福祉保健推進にあたっての基盤整備
（人材、情報、制度、財源、拠点）

・地域別計画
21地区ごとの地域と行政・地域ケアプ
ラザ・地域包括支援センターの取組

・活動団体が次の一歩をふみ出すのに役
立つ課題解決のヒントを掲載（人材、情
報、団体と機関の連携）
・地区社協版の活動計画の作成（３地区）

位置づけ

第２期の主な内容

地域福祉は住民主体が大事であることか
ら、住民中心の立場から活動団体の自発的
な行動計画を区社協がまとめてきた民間
計画　　　　　（平成８年度からスタート）

☆地域福祉の考え方･基本理念、推進の柱、共通目標の設定
☆地域の実態･課題の明確化、取組の共有化、支援機関の連携強化

4



第1章　神奈川区地域福祉活動計画の策定にあたって

第２期　神奈川区地域福祉活動計画の振返り（１９年度～２３年度）

計画で目指したもの

地域活動の推進役となる団体や個人を対象とし、活動者自らが活動計画をつ
くり、発展させていただけることを目指しました。
振り返り

地区（子安通１丁目地区、大口・七島地区、青木第二地区）で地区社協版の計画
づくりの取組がありました。今後も、地域の活動者が発展していくために役立つ
計画という視点は継承していきます。

1

地域別に取組んだ事例

3地区での地区社協版の計画づくりの取組のほか、23年度に各地区社会福祉
協議会ごとに活動を紹介したパンフレットを作成していただき、住民の皆さんへ
ＰＲしました。
振り返り

２２年度から区地域福祉保健計画で２１の地区連合町内会を窓口として、地域
の皆さんと区役所、地域ケアプラザ、区社会福祉協議会がいっしょになって地域
の重点課題を解決していく取組が始まっています。今後、区社会福祉協議会はこ
の取組と平行して２１の地区社会福祉協議会や身近な自治会・町内会、民生委員
担当地区での見守りや要援護者からの相談、援助、ボランティア活動の推進など
の支えあいについて、地域と協働して取組んでいきます。

2

5

大口・七島地区地域福祉活動計画発表会のようす 大口・七島地区
　　地域福祉活動計画 冊子



第1章　神奈川区地域福祉活動計画の策定にあたって

テーマ別に取組んだ事例「担い手づくり」

活動団体に役立てていただくため「振返りシートの作成と検証」を委員会を設
置し行いました。また、活動計画推進委員会でボランティア活動に関するアン
ケート調査を実施し、ボランティアの確保について考える集会を開催しました。
振り返り

２３年度から、区役所、地域ケアプラザによる「地域づくりデビュー」講座が開催
されています。また区社会福祉協議会ではこれと連動して２４年度から地区社会
福祉協議会で身近な地域での簡易な援助活動を行う「地区ボランティアセン
ター　モデル地区事業」（菅田地区、大口・七島地区）が始まっています。
今後はこうした取組を地域の皆様と協働して取組んでいきます。

3

6

ふり返りシートの実践（おはなしのとびら）

ふり返りシート作成委員会
報告書



第1章　神奈川区地域福祉活動計画の策定にあたって

7

テーマ別に取組んだ事例「情報」

活動計画推進委員会では、食事サービスなど活動別のボランティアグループ
の全体交流会を行ったほか、２３年度から毎年、地域ケアプラザを会場にして地
域別にボランティアグループの情報交流会を開催しています。
振り返り

ボランティアグループの交流会は、毎年区域で活動別に、また地域ケアプラ
ザを会場に地域別に開催しています。

２3年度より、区役所から民生委員児童委員へ、在宅で75歳以上のひとり暮ら
し高齢者の情報を提供して進める『ひとり暮らし高齢者「地域で見守り」推進
事業』がスタートしています。また、東日本大震災を契機に要援護者の情報を
地域の防災組織に提供し役立てていただくことも検討されています。神奈川
区ではふれあい訪問活動が盛んですが、今後は地域活動の関係者と公的機
関が連携して、身近な地域ごとの支えあい活動を充実していくことに取組ん
でいきます。

２４年１月から、区社会福祉協議会では障害児・者の外出支援に関するサービ
ス情報の相談窓口「でかけよう！神奈川（移動情報センター）」を開設していま
す。今後もこうした情報支援を行っていきます。

１９年２月に立ち上げた子育て情報ホームページ「はぐはぐ神奈川」は多くの子
育て家庭の情報源として喜ばれています。区地域子育て支援拠点「かなーち
え」とも連携し、情報支援を行っていきます。

4

地域をつなぐ交流会（反町ケアプラザ）

地域をつなぐ交流会（新子安ケアプラザ）



第1章　神奈川区地域福祉活動計画の策定にあたって

地域の福祉課題解決のための取組を支援する「わくわく！ステップ」（地域福祉活動計画助成金）の創設

第２期の地域福祉活動計画を推進し、「これからも住み続けたい神奈川区」を
目指すため、創設しました。活動計画に載っている項目の実践の際に利用できる
もので次のようなことに助成しました。

認知症高齢者支援マップの作成、地域情報を発信する電子掲示板
の設置、障害者のための防災スカーフ普及運動など

5

8

【活用事例】

振り返り

地域で継続して実施されている行事やボランティア活動とは違い、地域の福
祉・保健課題を解決するための活動に助成する制度で、いくつかの新たな取組
が生まれました。こうした新たな取組に対する助成制度は今後も継続していきま
す。（助成額などは別途、検討します。）

神奈川区地域福祉活動計画　推進委員会　　活動年表

神奈川区社会福祉協議会　地域福祉活動計画推進委員会　委員（平成25年1月31日現在）

※地域福祉活動計画推進委員会
　計画の進捗を把握し、掲げた活動を推進するために区社協が設置した内部組織

※

活動計画の広報活動
活動計画の実践に向けて

活動計画推進委員会の活動について
活動計画助成金「わくわく！ステップ」の検討と策定

「わくわく！ステップ」の見直し
地域活動団体に対するアンケートの実施

次期活動計画の策定に向けて
地域福祉保健計画との一体的な策定について

ボランティアグループリーダー研修の実施
新規ボランティア発掘講座の開催
活動計画の評価について

平成１９年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

年　度 内　容



基本理念 ＝ 誰もが住み慣れた地域で、安心して、心豊かに、いきいきと暮らすために

計画の推進の柱と具体的取組

今回の神奈川区地域福祉活動計画の取組の体系図

9

区役所、区社会福祉協議会は民生委員児童委員、主任児童委員や
ふれあい訪問活動などを通して、地域の暮らしでの困りごとを見過
ごさず、発見し、関係機関などにつなげていける仕組をつくります。
区社会福祉協議会、地域ケアプラザは日頃から地域で活動する人
と要援護者にサービスを提供している専門機関との間で情報を密
にして、ネットワークでサービス提供につなげる仕組を充実します。
地域の防災組織と区役所、区社会福祉協議会が協力して平常時か
ら災害時の要援護者支援体制づくりに取り組みます。
区社会福祉協議会は、障害のある人への外出や移動サービス情報
の提供を充実します。（移動情報センター）
また、子育て支援情報ホームページを継続します。

区社会福祉協議会は身近な地域で、ちょっとした困ったことが解決
できるように助けあいの活動の仕組を作り、広げていきます。
（地区ボランティアセンターづくり）
区社会福祉協議会はボランティア活動を始めるきっかけとなる講座
を地域ケアプラザと協力して開催します。また、ボランティアグルー
プ同士の交流の場を設けて、輪を広げていきます。
区社会福祉協議会は、学校や地域ケアプラザと協力して、子どもた
ちに福祉への理解を深める体験学習を行います。

地域の活動団体などが継続して活動していけるように区社会福祉
協議会は地域の皆様とともに共同募金運動を推進し、助成金制度を
維持・充実します。
援護や見守りが必要な高齢者、障害者、子育て家庭などに対して区
役所、区社会福祉協議会、地域ケアプラザは、地域の民生委員児童
委員や専門機関とのネットワークにより、支援していきます。

日頃から地域団体や住民による行事や活動を通して交流を深め、地
域の中で孤立する人を作らないようにしていきます。
２１地区の地区社会福祉協議会と地区連合町内会が車の両輪となっ
て、安心で安全なまちづくりを推進していきます。身近な自治会・町
内会が支え合いの取組を住民の皆さんといっしょになって、推進し
ていきます。 区地域福祉保健計画に基づく

２１地区ごとの重点課題に対し
て区役所、区社会福祉協議会、
地域ケアプラザが連携して支
援しています
　
区役所は地区ごとの支援チーム
を編成し地域といっしょに取組
みます

区社会福祉協議会は、地区社
会福祉協議会、身近な単位自
治会・町内会、民生委員児童委
員、ボランティアグループなど
が行う福祉活動の活動を支援
していきます　

地域ケアプラザは、地域支えあ
い連絡会などの取組をとおし
て、地域団体と事業者などの専
門機関をつなぎネットワークで
地域の課題の解決に向けて取
組みます。

地
域
活
動
を
支
え
る

し
く
み
と
組
織

地
域
の
つ
な
が
り

区計画
の

４つの柱

担
い
手
づ
く
り

情
報
の
共
有
と
発
信

地域の活動団体の皆様とともに区役所、社会福祉協議会、
地域ケアプラザが目指す取組の方向性

２１地区ごとの地域の取組を推進
するための区役所、区社会福祉協
議会、地域ケアプラザの支援策

支援策 1

支援策 2

支援策 7

支援策 8

支援策 3

支援策 4

支援策 5
支援策 6
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区社会福祉協議会の支援策 区役所及び地域ケアプラザの支援策
（左記に対応した主なもの）

活動団体への助成金制度の充実（区役所）
・かながわ区民力発揮プロジエクト
・すくすくかめっ子

自治会・町内会加入促進の取組
各種団体、委嘱委員への支援
・民生委員児童委員活動への支援
・保健活動推進員・食生活等改善推進員（ヘル
スメイト）への活動支援
・青少年指導員・スポーツ推進委員、子ども会
活動支援
・老人クラブへの支援

民生委員児童委員との協働
・ひとり暮らし高齢者「地域で見守り」推進事業
ふれあい訪問事業
成年後見制度の普及
こんにちは赤ちゃん訪問事業
児童虐待・ＤＶ防止のための取組
子育て支援活動者のネットワークづくり
防犯対策の推進

地域づくりデビュー講座
（地域ケアプラザへ事業を委託）
自治会町内会活動支援講座
かながわ助っ人ＢＡＮＫ
区民活動支援センターの運営

災害時要援護者対策支援事業

障害者社会参加促進
「かながわ地域活動ホームほのぼの」の運営支援
区地域自立支援協議会

学校・家庭・地域連携事業
青少年地域活動拠点の運営
地域子育て支援拠点「かなーちえ」の運営
保育園における地域子育て支援事業

地域ケアプラザ・地域包括支援センターの運営
介護予防事業

活動団体への助成金制度の充実支援策 支援策 1支援策 1

地区社会福祉協議会の
組織と活動の充実支援策支援策 2支援策 2

障害児・者支援支援策支援策 7支援策 7

子育て支援、青少年育成支援策支援策 8支援策 8

支援策支援策 3支援策 3
民生委員児童委員など
によるふれあい訪問・
見守り活動と専門機関
とが連携したネット
ワークづくり

支援策支援策 4支援策 4 地区の福祉活動の担い手
（ボランティア）育成の
仕組づくり

支援策支援策 5支援策 5 災害時の要援護者支援の仕組づくり

支援策支援策 6支援策 6 地域ケアプラザ・地域包括支援セン
ターと連携した活動の仕組づくり
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２１地区ごとの地域の取組状況―神奈川区地域福祉保健計画の取組

11

これまでの取組の経過

平成２２年３月、神奈川区役所が策定した神奈川区地域福祉保健計画では、
地区連合町内会を基本とした２１地区ごとに「重点課題」と今後の取組につい
て話合い、その内容をまとめました。

平成２２年度から平成２４年度にかけて、地域の皆様とともに、「重点課題」に
対して取組むために、神奈川区役所では区役所、地域ケアプラザ・地域包括支
援センター、区社会福祉協議会の職員からなる「地域別チーム」を編成して、地
域の皆様との話合いの開催や、重点課題の解決に向けて取り組んでいます。

（１）２１地区ごとの重点課題の設定

（２）地域別チームの編成による取組

地域での話合い

（１）最初は、地区連合町内会長を窓口として、事前に打ち合わせし、その
　　後は地域の状況により、参加者を決めていただき、様々な形態で話合
　　いや取組が行われています。

次のような形態で話合いが行われています。

各自治会町内会から選出された推進委員による話合い
従来の「地域支え合い連絡会」のメンバーによる話合い
地区連合町内会、地区社会福祉協議会、地区民生委員児童委員協議会の代表を
中心とした話合い

（２）話合いの形態
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取組まれている主な活動

各団体間の活動の情報交換の中で、重点課題の解決に向けて、今後、各団体
が心がけていくことをまとめるなど、話合いが継続されています。

（１）活動団体間の情報交換

「隣近所で見守り合う関係づくり」、「災害時要援護者支援」、「活動の担い手づ
くり」などが共通の課題となっていますので区役所、区社会福祉協議会、地域ケ
アプラザとしても、これらの解決に向けた具体的な支援策を検討し、地域と協
働していきます。

（１）各地区共通の課題

地区連合町内会、地区社会福祉協議会、地区民生委員児童委員協議
会、単位自治会・町内会、地域のボランティア団体などが、取組の主体と
なって進めていきます。

区役所、区社会福祉協議会、地域ケアプラザ・地域包括支援センター
が連携して取り組んでいきます。

（２）取組の地域的範囲と取組む地域の主体について

これからの重点課題解決に向けた取組について

平成２２年度に区役所が地域に呼びかけ
て始まった「災害時要援護者対策モデル地
区事業」が７つの地区連合町内会で行われ
ています。災害時に支援を必要とする人の
把握や見守り・避難の方法などの支援体制
づくりがそれぞれの地域の状況に応じて、取
組まれています。

（２）災害時要援護者対策支援事業のモデル地区の活動

ア

イ

区社会福祉協議会が平成１７年度から現在にかけて支援している「地
区社協版 地域福祉活動計画モデル地区」となっている３つの地区で
は、地区連合町内会とも連携して「防災活動を通した世代間交流」、
「地区社協 地区ボランティアセンターモデル地区」の活動が進めら
れています。

（3）



２１地区の人口、世帯数、高齢化率など
神奈川区全体
　総 世 帯 数　115,597世帯
　総　人　口　229,500人
　0歳～15歳　28,840人
　65歳 以 上　43,724人
　高 齢 化 率　19.1％

13
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【人口・世帯数・高齢化率】
平成２３年３月末現在登録者数（出典は横浜市統計より）
高齢化率：高齢者人口（６５歳以上）を人口で割ったもの

三枚地区
　総 世 帯 数　2,143世帯
　総　人　口　45,19人
　0歳～15歳　613人
　65歳 以 上　687人
　高 齢 化 率　15.2％

羽沢地区
　総 世 帯 数　6,680世帯
　総　人　口　14,763人
　0歳～15歳　2,247人
　65歳 以 上　2,895人
　高 齢 化 率　19.6％

片倉地区
　総 世 帯 数　5,882世帯
　総　人　口　12,819人
　0歳～15歳　1,889人
　65歳 以 上　2,342人
　高 齢 化 率　18.3％

神大寺地区
　総 世 帯 数　6,503世帯
　総　人　口　13,512人
　0歳～15歳　1,717人
　65歳 以 上　2,630人
　高 齢 化 率　19.5％

三ツ沢地区
　総 世 帯 数　8,103世帯
　総　人　口　16,033人
　0歳～15歳　1,876人
　65歳 以 上　3,429人
　高 齢 化 率　21.4％

菅田地区
　総 世 帯 数　7,629世帯
　総　人　口　16,891人
　0歳～15歳　2,439人
　65歳 以 上　3,878人
　高 齢 化 率　23.0％

※各地区については、町別の登録者数を基に算出したもので、正確なものではありません。
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六角橋地区
　総 世 帯 数　7,249世帯
　総　人　口　13,151人
　0歳～15歳　1,221人
　65歳 以 上　2,918人
　高 齢 化 率　22.2％

白幡地区
　総 世 帯 数　6,308世帯
　総　人　口　12,539人
　0歳～15歳　1,353人
　65歳 以 上　2,881人
　高 齢 化 率　23.0％

神奈川地区
　総 世 帯 数　7,028世帯
　総　人　口　12,976人
　0歳～15歳　1,932人
　65歳 以 上　2,001人
　高 齢 化 率　15.4％

大口・七島地区
　総 世 帯 数　7,487世帯
　総　人　口　14,324人
　0歳～15歳　1,491人
　65歳 以 上　3,147人
　高 齢 化 率　22.0％

松見地区
　総 世 帯 数　5,750世帯
　総　人　口　11,887人
　0歳～15歳　1,681人
　65歳 以 上　2,114人
　高 齢 化 率　17.8％

神之木西寺尾地区
　総 世 帯 数　6,691世帯
　総　人　口　17,447人
　0歳～15歳　2,598人
　65歳 以 上　3,005人
　高 齢 化 率　17.2％

新子安地区
　総 世 帯 数　6,571世帯
　総　人　口　12,290人
　0歳～15歳　1,657人
　65歳 以 上　1,551人
　高 齢 化 率　12.6％

入江地区
　総 世 帯 数　2,513世帯
　総　人　口　5,097人
　0歳～15歳　677人
　65歳 以 上　934人
　高 齢 化 率　18.3％

浦島丘地区
　総 世 帯 数　648世帯
　総　人　口　1,402人
　0歳～15歳　213人
　65歳 以 上　276人
　高 齢 化 率　19.7％ 子安通一丁目地区

　総 世 帯 数　1,252世帯
　総　人　口　2,228人
　0歳～15歳　193人
　65歳 以 上　558人
　高 齢 化 率　25.0％

神西地区
　総 世 帯 数　3,212世帯
　総　人　口　5,507人
　0歳～15歳　540人
　65歳 以 上　1,009人
　高 齢 化 率　18.3％

幸ケ谷地区
　総 世 帯 数　4,927世帯
　総　人　口　9,175人
　0歳～15歳　1,082人
　65歳 以 上　1,107人
　高 齢 化 率　12.1％

青木第二地区
　総 世 帯 数　3,325世帯
　総　人　口　5,557人
　0歳～15歳　569人
　65歳 以 上　881人
　高 齢 化 率　15.9％

青木第一地区
　総 世 帯 数　8,693世帯
　総　人　口　16,139人
　0歳～15歳　1,840人
　65歳 以 上　3,060人
　高 齢 化 率　19.0％

神北地区
　総 世 帯 数　5,873世帯
　総　人　口　10,588人
　0歳～15歳　1,012人
　65歳 以 上　2,366人
　高 齢 化 率　22.3％
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地域の取り組み状況

21地区ごとの

現在、神奈川区では「自治会町内会」が地域活動の主な担い手となっており、この自治会
町内会が連携した「地区連合町内会」が大きな柱となって活動を進めています。 
 
平成２２年からスタートした第２期神奈川区福祉保健計画では、２１の地区連合町内会ごと
に重点課題と今後の取り組みについて、地域で活動している方々と区役所、地域ケアプ
ラザ等が話し合い、その内容をまとめました。 
 
今回の内容は計画がスタートしてから３年目となった時点で、２１の地区ごとに重点課題
に対する取り組みを振り返り、現在、各地区で取り組まれている活動や新たな取り組みに
加え、区役所や地域ケアプラザ、区社会福祉協議会が地域で活動する方々と一緒に行う
取り組みをまとめました。 

（連）：地区連合町内会　　　　　　　　（社）：地区社会福祉協議会
（民）：地区民生委員児童委員協議会　　（ボラ）：ボランティアグループ
（スポ推）：スポーツ推進委員　　　　　（単）：単位自治会町内会
（青指）：青少年指導員　　　（地域）：地域団体　　　（老）：老人クラブ

地区の主な活動に付けられた略語の正式な主催団体名
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神奈川区で行われている地域福祉活動のしくみ

これから地域の皆様と一緒になって
目指す支えあい活動のしくみづくりとは

小地域圏域での公的機関と連携した
住民相互の支えあいの体制づくり

支援策１
活動団体への助成金制度の充実

支援策２
地区社会福祉協議会の組織と活動の充実

支援策３
民生委員児童委員などによるふれあい訪
問・見守り活動と専門機関とが連携した
ネットワークづくり

支援策４
地区の福祉活動の担い手（ボランティア）
育成の仕組づくり

支援策５
災害時の要援護者支援の仕組づくり

支援策６
地域ケアプラザ・地域包括支援センター
と連携した活動の仕組づくり

支援策７
障害児・者支援

支援策８
子育て支援、青少年育成

自治会・町内会と民生委員児童
委員などの福祉関係活動者とが
情報を共有するなど協力し合っ
て孤立する人を作らないまちづ
くりの仕組をつくります

1

身近な地域での「ちょっとした困っ
たこと」が解決できる簡易な助け
合い活動の仕組をつくります

2 地域で孤立し、自らＳＯＳを出せ
ないでいる人たちを発見し、公
的な相談機関につなげていける
仕組を身近な地域につくります

3

区社会福祉協議会の支援や協働
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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

63

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

65

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
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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

73

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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第2章　計画の推進の柱と具体的取組
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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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第2章　計画の推進の柱と具体的取組



①毎年、偶数月に開催される地
区社協分科会（第３種会員で２
１地区の地区社協会長と事務
局長･会計責任者との合同会
議）で提案し協議し進めます。
②各地区の役員さんと相談・協
議し、個別の取組を展開して
いきます。

（全体）
役員対象の他都市視察研修
会など
地区別ふれあい訪問員研修
会など
各種助成金制度の説明

（個別）
地区ボランティアセンター設
置モデル地区の選定、継続地
区の支援
地区社協版活動計画モデル
地区の支援（災害時要援護者
対策など）
地区の役員の勉強会の開催

計画の推進
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「地区社会福祉協議会の
組織と活動の充実」の進め方

支援策
2
進め方

具体的取組内容

計画に掲げた区社会福祉協議会の支援策の推進に
当たっては、毎年度、次のように進めていきます
1.理事会などで事業計画や具体的な進め方を審議した後、
各種の団体や組織にお諮りし、ご了解をいただきながら、
各地域で実施していきます。

2.事業の実施に当たっては、区役所（福祉保健センターな
ど）や地域ケアプラザなどの支援機関と協議し、調整した
上で、相互に連携しながら事業案を立案します。

定期開催の
　区連合町内会長会議
　　　　　　　(第４種部会)
　地区社協分科会
　　　　　　　（第３種部会）
　区民生委員地区会長会議
　　　　　　　（第２種部会）
などで事業実施の説明

住民の皆様、地区社協、地区
民協、単位自治会町内会など
に呼びかけて実施

区役所の各課との会議、各地域
ケアプラザ所長会議、区社協内
部の各種委員会などで進め方
を検討し原案を作成します

理事会評議員会で審議

年度事業計画、予算、具体案
など

検 

証

年間の事業推進のスケジュール （支援策１「助成金の充実」関連日程を含みます。）

3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 2 （月）

共同募金、
年末たすけあい
募金運動

活動団体への
助成金制度の
充実

理事会、
評議員会による
事業、予算等
の審議

年末たすけあい配分事業助成
申請受付（８月）　９月決定

募金運動実施

毎年度事業計画、予算の審議（３月）

区社協助成金など年間事業
助成の申請受付（２月）　３月決定

前年度事業報告、決算の審議（５月）

※助成金の中には年間を通じて申請を受け付けているものもあります
　　　　　　　　　　　　　　→２月助成金説明会（区広報１月号に日程を掲載）で説明しています



第3章　計画の推進

①区民生委員地区会長会議（第
２種部会）やふれあい訪問調
整役会議で提案、協議します。

②区社協職員が地域ケアプラザ
職員と連携し地域の困った問
題解決に当たります

①地区社協分科会に諮るほか単
位自治会町内会から募集しま
す。
②地域ケアプラザと調整して各
種の取組を企画します

（全体）
地域ケアプラザの「地域づく
りデビュー｣講座との連携

(個別)
モデル地区の募集
地域ケアプラザと連携した障
害者のためのガイドボラン
ティア講座やボランティアグ
ループ交流会、福祉教育・障害
児余暇支援事業などの開催

（全体）
地域の防災組織（単位自治会
町内会など）でこの取組を行
う団体を公募するなどして進
めていきます。

①区役所と区社協で支援策を協
議した上で、地区連合町内会
長会議（第４種分科会）に諮り、
承認を得てから実施します。

①地域ケアプラザ所長会議で提
案、協議します。
また、区地域交流コーディ
ネーター連絡会や地域包括支
援センタ－職員と連携して進
めます。

移動情報センター推進会議で
提案、協議します。
障害者地域作業所連絡会、区
自立支援協議会と連携すると
ともに障害者団体（第５種分科
会）の意見を聞いて進めます。

区内小中高校、施設（第1種部
会）と連携して進めます。
地域ケアプラザ、区役所など
と連携して進めます。
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地域の見守り活動と
公的機関が連携した
困った問題の解決に向けた
ネットワークの仕組づくり

支援策
3

進め方

具体的取組内容

地区の福祉活動の
担い手（ボランティア）
育成の仕組づくり

支援策
4

進め方

具体的取組内容

災害時の要援護者支援
の仕組づくり

支援策
5
進め方

具体的取組内容

地域ケアプラザ等と
連携した活動の仕組づくり

支援策
6
進め方

具体的取組内容

障害児･者支援の
仕組づくり

支援策
7
進め方

具体的取組内容

子育て支援･青少年育成の
仕組づくり

支援策
8
進め方

具体的取組内容

（全体）
ふれあい訪問員全体研修
「ご近所の底力」連続講座

（個別）
地区別ふれあい訪問員研修会
支え合いマップづくりモデル
地区事業
地区別の民生委員と専門職員
との情報交換会議の開催
　　　　　　　　　　　など

地域から相談があった困った
問題を抱える要援護者への対
応を図ります。
地域別のボランティアグルー
プの交流会の共同開催。
　　　　　　　　　　　など

移動情報センターに相談が
あった障害者を抱える家庭の
課題を身近な地域で解決に向
けて対応します。
障害児者のために活動するボ
ランティアの確保について検
討します。

地域ケアプラザと連携して身
近な地域での子育て支援の
課題解決に向けて検討しま
す。
福祉理解を深める体験学習事
業を実施します。



社会福祉協議会、共同募金とは
社会福祉協議会は「福祉のまちづくり」を目指して活動する非営利の民間
組織として社会福祉法第１０９条に法定化された団体で、全国、各都道府
県、市町村に設置されています。また共同募金も社会福祉法に定められ、
民間組織である共同募金会が募金することを認められた募金活動です。
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社会福祉法人　神奈川区社会福祉協議会の組織と活動について

区社会福祉協議会はどういう方によって支えられ、
事業はどのように推進されているのでしょうか?

区内の福祉活動に関連する団体や機関など

事 務 局
事業の実施

神奈川区役所、
地域ケアプラザが
実施する区内の
福祉事業と連携

理事会　１１人
事業の執行機関

評議員会  ２３人
事業の諮問機関

監事　３人
事業等を監査

第１種会員
高齢、障害、児童
の関連施設
４４施設

第５種会員
障害者などの
当事者団体
５３団体

第６種会員
ボランティア団体
４９団体

第７種会員
福祉関係団体
１７団体

第８種会員
行政関係
3人

第９種会員
学識経験者
３人

第２種会員
民生委員児童委員、
主任児童委員
２９3人

第３種会員
地区社協
２１地区

毎年度、事業計画、予算を作成し、計画的に事業･活動を実施しています

民間財源 公的財源

共同募金実績
からの区への
配分金

募金団体からの配分金
（県共同募金会、
 共同募金会神奈川区支会）

会員からの
会費収入

区内個人や
団体からの
寄付（善意銀行）

横浜市からの
事業委託料
横浜市社協
からの補助金

神奈川区からの
事業委託料

県社会福祉
協議会からの
事業委託料

第４種会員
自治会町内会
１８4団体

役
員
候
補
を
選
出

事業を支える主な財源
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神奈川区社会福祉協議会の事務局の職員は、
普段、どんな仕事をしているのでしょうか?
社会福祉協議会は
足元で社会や人のためにできることをする（＝社会貢献したいという）
人たちの声に耳を傾け、その人が取り組めるように支援する組織です

その意味では公益を実現する行政の公務員と同じ立場ですが、行政が税金を使っ
てサービスや制度を提供するのに対し、社会福祉協議会は、現在の制度では解決
できない課題を、住民の力で解決する（＝共助）ため、住民側に属して住民主体を進
める支援組織です。
非営利の仕事を行う見地から、事務局職員の人件費は財源的には行政からの補助
金などで賄われています。
※常勤職員は、横浜市社会福祉協議会で一括採用されており、各区社会福祉協議会などに協定に
より派遣されています。

区社会福祉協議会の職員

行っている主な仕事

事務局長、事務局次長ほか常勤７人、非常勤１３人など

【非常勤職員、ボランティアの内訳】

非常勤 ５人
ボランティア相談員 6人

非常勤 2人 非常勤 2人 非常勤 2人 非常勤 2人
運転ボランティア 11人

福祉保健活動拠点担当 送迎サービス担当 移動情報センター担当 あんしんセンター担当 生活福祉資金貸付担当

地域の福祉活動団体との協働、
支援
２１地区の担当職員が様々な
相談や支援を行っています

その他

各種の福祉サービス

福祉保健活動の場を提供する
施設の運営やボランティア
推進事業

団体への協力
　共同募金会神奈川区支会
　赤十字社神奈川区地区委員会
善意銀行への寄付金受入

車による送迎
障害者のための移動サービスの相談、情報提供
金銭管理に不安のある方への相談、金銭管理のお手伝い
低所得者への資金貸付の相談

はーと友神奈川（神奈川区福祉保健活動拠点）の運営
各種ボランティア講座や交流会
青少年への福祉理解啓発事業

民生委員などからの要援護者に関する相談や支援
地区社協やボランティア団体への助成金、交流・研修など
地区の簡易な援助活動の立ち上げやふれあい訪問活動、
災害時要援護者支援活動の支援
障害者団体、子育て支援団体への活動助成など
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神奈川区社会福祉協議会の役員及び職員の体制

 代表者名
狩野　茂秋
髙木　保夫
小西　一三
伊東　 満
前原　郁子
田中　隆博
井﨑　和夫
加藤　昭和
大野　健司
八名　明彦
加賀　一海
河原　史郎
永野　博之
廣田　一彦

三　役
会　長
副会長
副会長

監　事
監　事
監　事

　　　　所　属
浦島丘地区社会福祉協議会
市車椅子の会神奈川区支部
幸ヶ谷地区民児協
神奈川自治連合会
おしゃべり会
区老人クラブ連合会
（社福）あおぞら
（社福）和枝福祉会
区障害者地域作業所連絡会
神奈川区福祉保健センター
青木第一自治連絡協議会
菅田地区民児協
特別養護老人ホームけやき荘
神奈川区福祉保健課

　氏　名
松島　昌子
嶋津三四子
平山　三郎
山根　 誠
田中　政一
佐藤　 潮
中島　 進
青柳トシ子
藤本　正子
小池　明子
梶村富久子
瀧川　陽子

　　　　所　属
片倉地区民児協
白幡地区民児協
羽沢地区社会福祉協議会
松見地区社会福祉協議会
三ツ沢連合自治町内会連絡協議会
神之木西寺尾連合自治会
さくら会
さつき会
区子ども会育成連絡協議会
区更生保護女性会
区聴力障害者福祉協会
横浜やまびこ会神奈川区支部

　氏　名
永井　富雄
足立美智子
近藤　祐子
高根澤恵子
岡村真由美
菅井　健治
山口　靖之
中村　 等
増田　哲也
東口　全惠
高橋　正雄

山本　一郎（事務局長）　　和泉　秀朗（事務局次長）
梅木　博志　　野上　房子　　塩嶋富美子　　柴田真理子
小川　真美　　田村　敦子　　右馬　彩子

　　　　所　属
老人福祉センターうらしま荘
小鳩保育園
（財）紫雲会　ゆかり荘
横浜市反町地域ケアプラザ
区障害者地域作業所連絡会
区中学校長会
区医師会
神奈川区福祉保健課
神奈川区地域振興課
活動計画推進委員会
神奈川保護司会

川名　 薫 　神奈川区長

※氏名及び役職等は平成25年1月現在で作成しています。
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