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平成３０年度 事業報告



平成３０年度 横浜市神奈川区社会福祉協議会 事業報告 

事業のトピックス 

    少子高齢化、家族のあり方や私たちを取り巻く社会の状況は刻々と変化し、多様化複

雑化を深めています。そして地域の中では様々な課題が現れつつあります。ひとりで

は、家族では解決できない課題を抱え援助を求められず｢孤立｣された方々、また本人は

課題であると考えていない方が増えています。 

神奈川区社協は、近隣による見守りにより、困っている人に気づき、課題を発見し、

制度やサービスを活用するとともに、地域で支える仕組みづくりを進めました。 

   

1 ｢住民支え合いマップづくり｣ ～地域の見守りや支援の活動が広がっています～ 

   平成２５年度から実施している｢住民支え合いマップづくり｣に取り組む自治会町内

会が、延べ６３か所に、また、民生委員も延べ１２１名に達しました。ご近所エリア

での見守り活動が進み、個別課題や地域課題への取り組みが進みました。（Ｐ２） 

   また、各地区で実施している「ふれあい(見守り)活動」も研修会や情報交換会が活

発に行われました。（Ｐ４） 

 

 ２ 身近な地域での居場所づくり ～広がっています高齢者や子どもの居場所～ 

「誰もが気軽に立ち寄れる場」「つながりのきっかけの場」として様々な形のサロン

やカフェが１０４カ所と増えました。また、子どもの居場所として「放課後をすごす

場」「食堂」や「学習支援の場」も各地域に生まれました。（Ｐ２、Ｐ１８） 

 

３ 身近なボランティアセンター ～ちょっとした困りごとを解決～ 

住民のちょっとした困りごとを解決するため、住民が自ら支援する身近な地域のボ

ランティアセンターが増えています。区域での連絡会を開催し、横のつながりや情報交

換による活動の工夫を学び合いました。（Ｐ１０） 

また、区ボランティアセンターでは、ボランティアの裾野を広げるため、様々な講座

を開催しました。（Ｐ９） 

 

 ４ 子ども支援のひろがり ～こどもに寄り添って～ 

潜在化しがちな子どもの貧困や社会から孤立している子どもを支援するために、食

事や学習、居場所づくり等の活動を関係機関・団体と連携して取り組みました。 

    支援の輪を区や地域で広げるために、区域の研修会や地域ケアプラザでの講座を 

開催しました。（Ｐ１８） 

 

 ５ 困りごとへの取り組み ～食事や移動の支援を通じて～ 

     食事に困りごとを抱える方々へ支援機関と連携して支援を行ないました。 

またひとりでの移動、公共交通機関の利用に困りごとを抱える方や、障がいのある方

の移動について、相談・情報提供・サービスの実施を通じて支援を行いました。 

（Ｐ１４、Ｐ１９） 

 

 ６ “地域とともに” ～地域と施設の協働の実現～ 

    社会福祉法人の地域貢献活動を進めるため施設と地域の連携事例発表会の開催や区

内の福祉施設による自主防犯組織が行う｢青色防犯パトロール｣への活動支援を行いま

した。また防災力を高めるための、地域と施設の合同防災研修会を開催しました。 
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重点項目１ 身近な地域での住民のつながり・支えあい活動の推進  

（１）生活支援体制整備事業の推進                                

                          【支え合いプラン基本目標 柱1-1-②】 

① 「生活支援コーディネーター」を中心にした地域支援づくり 
高齢者が自分らしく住み慣れた地域で暮らし続けるために、多様な主体による高齢者の生活支援・

介護予防・社会参加の体制整備を進めています。 
具体的には、区社会福祉協議会（以下「区社協」）と各地域包括支援センターに配置された“生 

活支援コーディネーター”が、日常生活圏域のインフォーマルサービス状況の把握、一人ひとり困

りごとの把握、地域課題の分析等について協働で取り組み、体制の構築を推進しました。 
 
② 生活支援コーディネーター連絡会の開催     (決算額：200千円 ／財源：市社協受託金) 

区内８か所の地域包括支援センターの生活支援コーディネーターの情報交換、各コーディネー 

ターのスキルアップを目的とし、毎月1回の連絡会を開催しました。 

 

（２）身近な地域のつながり・支えあい活動推進の仕組づくり                    

【支え愛プラン基本目標 柱１-１-②、柱 3－3-①、柱 4－4－②】 

① 「住民支え合いマップづくり」をきっかけにした小地域における要援護者の把握、見守り、 

支え合い推進事業               (決算額：240千円／財源：市社協補助金) 

平成２５年度から『住民支え合いマップづくり』をきっかけにした見守り、支え合いの輪を広げ

ていく活動を始め、これまでに６０以上の自治会町内会で民生委員児童委員を中心に１００名以上

の皆さんがマップづくりに参加しました。平成３０年度も住民支え合いマップづくり講座の開催を

通して、地域でつくる見守り・支え合いの仕組みを推進しました。 

 

≪住民支え合いマップ講座の開催≫ 

 日 程（連続３回講座） 

第1回 平成３０年７月１３日(金)  

     第２回       ８月２１日(火)  

第３回       ９月１９日(水) 

 講 師 木原 孝久氏（住民流福祉総合研究所） 

 場 所 はーと友神奈川 多目的研修室 他 

 参加者 ４４名(うち地域３５名、支援機関等９名 ※延べ人数)      講座の様子 

対 象 自治会町内会、民生委員児童委員、地区社会福祉協議会 

 
② サロン活動の支援 
自治会や民生委員が主体となり、地域のご近所の方が気楽に集まる場所を作り、つながりをもっ

と活発にさせたいと、区内各地で１０４箇所のサロンが活動しています。 

それらの活動の継続支援として、連絡会の開催や新たな出会い・交流の場づくりを行いました。 



2 
 

≪サロン・食事会・ミニデイ連絡会の開催≫ 
日 時 平成３１年１月１５日（火）１４:００～１５:３０ 

場 所 かなっくホール 

内 容 〇講演『気になる人を真ん中に』講師：すずの会 鈴木 恵子氏 

〇研修『食品衛生について」講師：区生活衛生課食品衛生係長 今関 修一氏 

参加者 ９０名 

 

≪地域の身近なサロン・居場所×街の先生交流会・体験会の開催≫※区民活動支援センターと共催 

日 時 平成３１年２月２３日(土)１０：００～１５：００ 

場 所 横浜市うらしま荘 

内 容 〇特別講演「おひとり様の会  
～地域で楽しく暮らし続けるために～」  

講 師 おひとり様の会 向井氏、三浦氏 東永谷地域ケアプラザ佐藤 真由美氏 
〇交流会・体験会 
サロン等の活動団体と特技を活かした取組みをしている個人・団体との交流を図り、 
地域住民の持つ力を地域活動の場でより発揮できるよう機会づくりを行いました。 

参加者 特別講演 ３８名 
 
③ 「地域活動交流コーディネーター」を中心にした地域づくり 

(決算額：90千円 ／財源：市社協受託金他) 

区社協と地域ケアプラザの地域活動交流コーディネーターが協働し、福祉学習や各啓発講座の開

催などを通して、地域住民が地域に関心を持ち、魅力と課題に気付き自分ごととして捉える気持ち

を引き出す働きかけを行いました。 

≪地域活動交流コーディネーター連絡会の開催≫ 

区内7か所の地域ケアプラザの地域活動交流コーディネーターの情報交換、各コーディネータ

ーのスキルアップを目的とし、毎月1回の連絡会を開催しました。 

 

④ 地域が行う災害時要援護者支援活動への支援（区役所と協働） 

（決算額 1,200千円／財源：区役所負担金、善意銀行配分金） 

神奈川区役所と要援護者支援の協定を結んだ自治会町内会へ、助成金制度の説明を締結時や年次

更新時に行い助成金を交付しました。またこれまでの地域の取組みをまとめ事例集を作成しました。 

〇区と協定締結自治会町内会  ９２件 

〇申請のあった自治会町内会   ９件 

〇助成金総額    ３１２，２７２円 

  

⑤ 各地区ふれあい活動への支援（区役所と協働） 

各地区社協が「ふれあい活動」を円滑に進められるよう、見守りの方法や担い手の育成などにつ

いて、相談や研修会の開催など支援しました。 

 

≪新子安地区≫ 全１回 

  民生委員児童委員とふれあい活動員の合同研修会で、見守りが必要になった時に使える社会資

源（認知症デイサービス等の施設）についての勉強会を実施しました。 
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≪子安通１丁目地区≫ 全１回 

ふれあい活動員と友愛活動推進員との合同研修会を開催しました。ヨガ体験 

≪松見地区≫ 全１回 

ふれあい活動員間の情報交換会を行いました。 

≪大口七島地区≫ 全２回 

  ふれあい活動員まとめ役会議を開催し、ふれあい活動についての情報交換を実施しました。 

≪白幡地区≫ 全２回 

  第１回、災害が高齢者に及ぼす影響と日赤救急法を学び、第２回、消費者トラブルとその見守りのポ

イントについて学びました。 

≪神奈川地区≫ 全３回 

  ふれあい活動員連絡会に参加し、地区内のふれあい事業の状況を共有し、今後の取り組みにつ

いて話し合いました。 

≪幸ヶ谷地区≫ 全１回 

地区社協で組織した『み守りたい』活動員を対象に勉強会を開催し、認知症の理解や高齢者の

疑似体験を行いました。 

≪神西地区≫ 全３回 

  ふれあい活動員向けの講習会や、自治会町内会が行っているふれあい活動の取組みについて、

情報交換を実施しました。 

≪神北地区≫ 全２回 

  改めてふれあい活動を振り返り、子どもや障がい児者も見守り対象であることを意識した情報

交換を実施。ふれあい活動に留まらず地域の課題についても話し合いました。また、年２回自治

会単位で情報交換会も開催しました。 

≪青木第一地区≫ 全２回 

  第１回、消費者被害についての研修と町会別に分かれて見守り対象者を地図にマッピングしま

した。第２回、車いす体験・高齢者疑似体験・視覚障がい者誘導法について学びました。 

≪青木第二地区≫ 全２回 

  地区全体で防災訓練とあわせて見守り世帯の安否確認訓練を行い、自治会単位で支え合いマッ

プの更新を行いました。 

≪神大寺地区≫全1回 

  ふれあい活動を地域住民に周知するための資料作りをサポートしました。 

  新たな活動員と一緒に、自治会単位で支え合いマップの更新作業を行い、最新情報の共有をしま

した。 

≪片倉地区≫ 全２回 

  第１回、地域で育てる子ども達と題し子どもの居場所について学び、第２回は高齢者の交通安

全とヒップホップ体操で介護予防を学びました。 

≪菅田地区≫ 全１回 

ふれあい活動研修会にて、「元気で生きるために」という内容で健康について学びました。 

≪羽沢地区≫ 全１回 

事例報告と羽沢プロジェクト、地域包括ケアについて学びました。 
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（３）地区社協活動の推進                                       

【支え愛プラン基本目標 柱4-4-①、3-3-②】 
① 地区社協分科会と事務担当者会議の合同会議の開催 

地区社協の運営支援と組織強化を目的に、役員等の参加を得て、定例会議や研修会を実施しまし

た。年６回（４月、６月、８月、１０月、１２月、２月）開催。 

 

② 地区社協役員等研修会の開催 

日 時 平成３１年２月２５日（月）１４:００～１６:４０ 

場 所 ウィリング横浜501～503研修室 

内 容 〇講演  

講 師：金沢東部地区社会福祉協議会 宮野会長、大泊事務局長 

テーマ：情報発信、仲間づくり、活動内容の決め方について 

    〇グループワーク 

   『金沢東部地区社協の話を聴いて大切だと思ったこと』『地区社協でこんなことが出 

来たら良いなと思うこと』『理想を実現するためにはどんな取り組み・工夫をすれば 

良いか』について地区混合グループにて話し合いを行いました。 

参加者 地区社協：４４名／ゲスト：金沢東部地区社協７名 

 

③ 地区社協相談支援事業 

職員が日常的に地区社協の理事会、事務局会議や事業等へ参加し運営や活動支援を行いました  

(９地区)。また個別に勉強会や研修会を企画するなど地区社協のニーズに応じて支援しました。 

 

④ 地区社協活動の広報支援 

地区社協の活動が幅広い世代の住民に周知されるよう、区社協ホームページや区社協だよりに 

て紹介し、地区社協の広報活動を支援しました。 

また、区社会福祉大会にて区社協ホームページにて紹介した２１地区の取り組みをパネル化し 

広く周知する機会を新たに設けました。 

  

⑤ 地区社協への活動助成 

（決算額 9,840 千円／財源：市補助金、共同募金一般・年末、区社協会費） 

地区社協活動を支援するため、助成金を交付しました。 

≪地区社協助成金の種類≫ 

･地区社協活動費 １地区５万円を助成。 

･地区社協支援費 区社協会費『第４種自治会町内会費』収入の一部を助成。 

･地区社協育成費 共同募金の地区募金実績の１割、年末たすけあい募金実績の４割を助成。 

 

（４）第３期区地域福祉保健計画「かながわ支え愛プラン」の策定推進（区との協働）           

【支え愛プラン基本目標 柱4-4-①、3-3-②】 
○ 地区別計画の推進に向けての取り組み支援 
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平成28年度４月よりスタートした「第３期区地域福祉保健計画」について、地域住民や活動団体

へのヒアリングを実施し、中間期の振返りをまとめました。 

また地区別計画推進の中心である２１地区の連合町内会をはじめとする地域の皆さんと連携し、

地区別計画の推進支援を行うとともに、地区別計画と地区社協の活動とを連動した具体的な取組み

に向けた支援を行いました。 

 

（５）地区社協、福祉団体への活動助成・配分                             

【支え愛プラン基本目標 柱4-4-②】 
① 神奈川区社協ふれあい助成金の配分  

（財源：市社協補助金、区社協善意銀行配分金、共同募金配分金） 

区内で行われるボランティア活動、地域活動や障がい者団体等の立ち上げを含めた活動への助成

金を配分しました。                         詳細はＰ36-Ｐ43参照 
○ 受配団体         ２０２団体 
○ 助成総額  １３，７６９，１８２円   

内訳：要援護者支援区分                １３８件  １１，２２４，０４９円 
       障がい児者支援区分                 １８件     ９９５，１３３円 

        福祉のまちづくり区分               ２６件     ８９０，０００円 
        健康増進区分                    ３件      ３０，０００円 
        新規立ち上げ助成区分               １７件     ６３０，０００円 
 
 善意銀行預託金を財源とし、市民活動団体の育成等に助成を行いました。                

○ 受配団体         １１３団体 
○ 助成総額   １，２００，０００円 

内訳：活動奨励金区分 
子育て支援団体への備品等更新助成      ２件         ９０，０００円 
特別記念事業への助成       助成申込はありませんでした。 

        会員団体助成            １１１件   １，１１０，０００円 

 

② 年末たすけあい募金の配分金による助成・配分 

年末たすけあい募金を原資とし、区内の地域福祉団体、福祉施設、地区社協に配分を行いました。  

   年末たすけあい募金実績額（平成30年度実績）     １５，５２５，８３２円 

 年末たすけあい募金配分 （平成30年度募金実績からの配分） 

〇年末たすけあい募金配分金助成受配団体：１６０団体       詳細はＰ44-Ｐ48参照 

 助成総額   １４，８４１，０００円（決定額）  

内訳：事業配分・地域             ８４件    ６，１７７，０００円 

       事業配分・団体             ４４件    １，６８１，０００円 

区域配分(障がい者施設等配分)     ７件        ５７１，０００円 

地区社協育成助成金(平成31年度活動費の財源) 

                        ２１件    ６，２１２，０００円 

地域ケアプラザ連携地域福祉推進事業助成金    

４件        ２００，０００円 

菅田地域ケアプラザ「菅田・羽沢地区社会福祉施設連絡会」 

地域包括支援センター若竹苑「地域のつながりづくりに向けた食事会の開催」 

六角橋地域ケアプラザ「まち×学生プロジェクト」「地域カフェ連絡会」 
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（６）関係機関や地域と連携した支援のネットワークづくり                      

【支え愛プラン基本目標 柱4-4-①】 
① 民生委員、住民や地域包括支援センターなどの間での困った問題を抱える要援護者情報の共有

化と解決に向けた取組 

制度では解決できない困りごとや生活課題を抱える人の情報を民生委員・児童委員や地区社協、

地域ケアプラザ・地域包括支援センターと共有し、1 人ひとりの困りごとを地域の課題として捉え

てもらい解決に向けての対応を検討する場を持てるよう地域ケアプラザと連携しながら地域への働

きかけを行いました。 

〇『住民支え合いマップ』作成支援（講座の開催）、更新作業支援 <再掲> 

〇ふれあい活動員研修会の支援（研修会講師、研修会の企画検討）<再掲> 

 

② 専門機関相互の情報の共有化と解決に向けた取組（専門機関職員の情報交換の場への参加） 

 地域包括支援センターや区役所などの専門機関の職員の定期的な情報交換の場である毎月の定例

カンファレンス（事例検討会）に参加。様々な生活課題を抱える人に対して、情報を共有し対応策

を検討しました。 

特に制度では解決できない狭間の課題や制度で対応していても充足されないニーズを見つけ出し、

地域の取り組みと連携させながら、個別の支援の充実につながる働きかけを行いました。 

 また、生活困窮者自立支援制度の自立支援相談事業（区役所生活支援課）と連携し、生活課題を

抱える方をつなぎ、生活福祉資金貸付制度の運用を図りました。 

 

③ 地域包括支援センターが主催する地域ケア会議への参加 

 民生委員・児童委員などの地域関係者と医療・保健・福祉の専門機関が集まり、個別の課題解決

のために協議する地域ケア会議に(地域包括支援センターが呼びかけ)参加し、狭間の課題への対応

について地域で何が出来るかという視点で意見を述べました。またその会議で得た気づきを地域に

伝え共有していく役割を担いました。 

 

（７）社会福祉法人・企業の地域貢献活動の充実                              

【支え愛プラン基本目標 柱3-3-②】 
① 社会福祉法人・施設の地域貢献活動支援 

社会福祉法改正にともない、社会福祉法人の地域における公益的な 

取組が求められています。社会福祉法人・施設が、身近な地域のニーズ 

を踏まえた具体的な取組が行えるよう、地区社協をはじめとした地域 

関係団体と社会福祉法人・施設との協働を進めるための働きかけを 

行いました。 

 

≪“地域でともに”福祉施設と地域の連携事例発表会の開催≫ 

 日 時 平成３０年１１月２８日（水）１３:３０～１５:００ 

場 所 横浜市神奈川公会堂 講堂 
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内 容 〇基調報告 

      社会福祉法人・施設と地区社協アンケート結果をふまえて 

      報告者 横浜市社会福祉協議会 社会福祉部長 仲丸 等 氏 

    〇事例発表 

      コーディネーター 静岡福祉大学社会福祉学部健康福祉学科教授 西尾 敦史 氏  

     事例１：保育園で行う地域のサロンいちご畑 ～地域とともに～ 

                    社福)あおぞら あおぞら第２保育園 主任保育士 片岡 亜希 氏 

             六角橋北町第一七星会              会長 平本 嘉明 氏 

事例２：高齢者施設が地域とともにつくるサロン 

                    SONPO ｹｱ(株)そんぽの家横浜神大寺    

ホーム長 山口 太一 氏・副ホーム長 平川 真澄 氏 

                   神大寺地区社会福祉協議会       副会長 髙木 千代子 氏 

                   神大寺地区民生委員児童委員協議会   会長 佐々木 智枝 氏 

 

事例３：施設職員が地域活動にデビュー 

                    社福)七葉会 特別養護老人ホーム 菅田心愛の里 生活相談員 千艘 舞来 氏 

              菅田地区社会福祉協議会                      副会長 倉石 芳枝 氏 

              社福)恩賜財団神奈川県済生会 横浜市菅田ケアプラザ 所長 松野 勝巳 氏 

〇参加者 １２２名 

 地区社協などの地域関係者、区内社会福祉法人等が運営する施設関係者 

 

② 企業の地域貢献活動支援 

 地域貢献活動を検討している企業に対し、具体的な活動内容を企画・提案し実施に向けての調整

等の支援を行いました。  
企  業  名 取  組  内  容 

コンチネンタル・オート

モーティブ株式会社 

『地域とつながる社会貢献』 
① 地域の盆踊りに企業の社員も参加していこうと企業内で周知。盆踊

りを盛り上げたいということで地区連合名・地区社協名・企業名入

りのうちわを企業が作成し、当日配布しました。 
② 子育て支援拠点のクリスマスイベントに社員２名が参加し、サンタ

クロースになり子どもたちへプレゼント配布を行いました。 

神奈川 
ロータリークラブ 

『子ども支援を通した社会貢献』 
① 区内の子ども食堂、学習支援、居場所活動１２事業への寄付。 

（１事業３万円） 
② 年末年始の間で開催された子どもの居場所（全１２箇所）にて、 

ロータリークラブ会員の皆さんがボランティア活動を行いました。 
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重点項目2 幅広い福祉保健人材の育成 

（１）ボランティアセンター機能の強化によるボランティア活動の推進               

【支え愛プラン基本目標 柱3-3-①】  

① ボランティアセンターの運営           （決算額 490千円） 財源：市受託金   

ボランティア依頼に対しては、ボランティアセンター登録者だけでなく、送迎サービスや移動情 

報センターのボランティアにも依頼をする等、活動者のすそ野を広げる取り組みも行いました。 

また、区ボランティアセンターで受けきれない依頼については、地区担当と共有し、他機関や地 

区ボランティアセンターにつなげるなど、ワンストップサービスに努めました。  

〇ボランティア相談窓口の開設時間   月曜～土曜 ９時～１７時 

〇コーディネート実績 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

〇ボランティア新規登録者数 

個人登録  ３８名     （累計２９０名）  

団体登録    ６団体   （累計  ７０団体） 

 

② 新規ボランティアの発掘と育成・登録ボランティアへのフォローアップ 

≪ボランティア入門講座≫ 

  開催回数  年間６回（奇数月） 

会  場  はーと友神奈川 

参 加 者  延べ１２名 

 

≪第一学院高等学校横浜キャンパス ボランティア部入門講座≫ 

  開催回数  ２回 

  会  場  はーと友神奈川 

  参 加 者  延べ１２名 

 

≪横浜シニア大学にてボランティア講座≫ 

  日  時  平成３０年７月３日(火) 

会  場  老人福祉センター 横浜市うらしま荘 

参 加 者  １６名 

 

≪その他のボランティア講座≫ 

区  分 依頼件数 紹介件数 

児   童 １６ １４ 

障がい児・者 ３１ ２８ 

高 齢 者 １７４ １６９ 

外 国 人 ２ ２ 

限 定 せ ず ４ ４ 

そ の 他 １６９ ０ 

合   計 ２２８ ２１７ 
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  〇楽しく学べる！回想法サポーター講座 

    区内デイサービスや老人福祉施設で回想法を行っているボランティアグループ「想い出お

しゃべり隊」と共催で回想法についての講座を開催しました。 全２回／参加者延べ２９名 

  〇上手な聴き方を学ぶ 聴きあいコミュニケーション講座 

    ボランティア活動に一歩踏み出せるよう、ボランティア活動につながるきっかけ作りとし

て傾聴を学ぶ講座を開催しました。 全１回／参加者１８名 

  ○菅田ボランティアデビュー講座 

   菅田地域ケアプラザと共催で、ボランティアとしての心構えを学ぶ講座を開催しました。 

全１回／参加者１５名 

 

≪ボランティア交流会≫ 

  登録ボランティアが日頃感じている悩みや思いを共有することを目的として開催しました。 

 また、「菅田リハビリ教室」「ひものがかり」の方々に日頃の活動を発表していただきました。 

  日 時  平成３０年１１月７日(水) 

会 場  はーと友神奈川 多目的研修室 

参加者  ３４名 

  

③ 区ボランティアセンター広報啓発の充実 

≪ボランティアセンター広報誌「はばたき」の発行≫ 

  ボランティア募集やボランティア活動者や依頼グループの紹介記事を掲載しました。 

また、昨年度に引き続き、編集ボランティアに協力いただき発行しました。 

年３回 ／ 発行部数 各６００部 

 

≪広報よこはま神奈川区版／タウンニュースへの記事掲載≫ 

ボランティア募集記事や、ボランティア入門講座の案内を年２回掲載しました。 

 

≪区社協ホームページの活用≫ 

ボランティアセンター情報をホームページに随時掲載しました。 

 

④ 地区ボランティアセンターの運営及び設置の取組支援 

 各地域に設置された地区ボランティアセンターの運営支援と今後立ち上げる地区へ支援を行いま 

した。 

［24年度設置地区］大口･七島地区、菅田地区 

［28年度設置地区］神奈川地区、松見地区、三ツ沢地区（三ツ沢南町町内会） 

［29年度設置地区］三ツ沢地区（三ツ沢下町自治会）・松見オレンジ（松見４丁目町会） 

［30年度設置地区］ワンコイン見守り隊（西菅田団地自治会） 

 

 ≪地区ボランティアセンター連絡会≫  

  地区ボランティアセンターの横のつながり作りとヒヤリハットの共有を目的として、連絡会を 

開催しました。 

日 時  平成３０年１２月１１日(火)  １４:００～１５:３０ 

会 場  はーと友神奈川 
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内 容   ・各地区ボランティアセンターの紹介 

        ・地区ボランティアセンターのヒヤリハット事例の共有 

       ・小グループに分かれての情報交換 

参加者  ７団体２３名 

≪地域のちょっとした困りごとは地域で解決！地域の助け合いの仕組み作り講座 ≫ 

 新たに身近な地域での支え合いの仕組みを増やしていくことを目的として、活動している地区 

ボランティアセンターの取り組み事例報告を通して活動の意義や仕組み作りを学ぶ講座を開催

しました。 

日 時 平成３１年３月６日(水)１０:００～１２:００ 

会 場 はーと友神奈川 多目的研修室 

参加者 ３７名 

活動発表団体 神奈川地区支え合いチーム 

松見地区ボランティアセンター 

三ツ沢南町お助け隊 

松見オレンジ 

                             仕組みづくり講座の様子 
⑤ 福祉保健活動拠点の運営（指定管理者 市委託事業） 

（決算額 19,269千円／財源：市受託金、印刷機使用料）  
地域福祉保健活動とボランティア活動の有効な場として、適正な管理・運営を図りました。  

指定管理期間  平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日 

開 館 時 間  ９:００～２１:００（日・祝日は、１７:００まで） 

業 務 内 容  部屋・印刷機等・ロッカー・メールボックスの貸出し、ボランティア相談・ 

活動紹介・支援 

拠点利用調整会議を年１回開催し、会議室利用のための調整・連絡や各団体の活動の広がりを 

目的とした利用団体同士の情報交換の機会をつくりました。また、利便性向上のため新たに区社 

協のホームページから会議室の予約状況を確認できるようにしました。 

 
⑥ 福祉教育の推進            （決算額105千円／財源：市社協補助金、区社協財源） 

学校や地域が行う福祉学習の相談、授業・講座の企画、講師のコーディネート、福祉機材の貸出 

しを行いました。 

また、福祉教育推進の一環として、認知症啓発ボランティアの育成にあたり区役所、地域ケア  

プラザと連携し、連絡会や研修会を開催しました。 

 

≪福祉機材の貸出≫ 

 

 

 

 

 

 

機 材 名 貸出件数 機 材 名 貸出件数 

車 い す  ６３ 高齢者疑似体験セット  ９４  

車いす体験用スロープ   １ 認知症理解DVD   ８ 

白  杖  ２９ 視覚障がい者支援日常品ｾｯﾄ   １ 

アイマスク １３０ 妊婦疑似体験セット   ５ 

点 字 器 ３８   
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≪福祉教育の相談対応≫  対応件数１６件 

実施月 学校名 学年 内 容 

５月 
栗田谷 

中学校 
1年 

バリアフリーを考える、他者との違いを認め合うことを目的とした

４講座（視覚障がい・聴覚障がい・認知症理解講座、車いす体験） 

６月 
幸ヶ谷 

小学校 
1年 

高齢者理解のための交流授業を行う。 

認知症啓発ミニ講座、昔遊び・交流 

９～３ 

月 
池上小学校 ４年 

総合学習の授業時間を使い、地域ケアプラ見学、高齢者施設見学、

地域のボランティア活動見学、地域サロンでの交流会、デイサービス

のお風呂掃除ボランティア体験等をとおして、主体的に学ぶこと、自

分に出来ることでの手助け体験をする。 

９月 
第一学院 

高等学校 

１～

３年 

視覚障がい理解・誘導講座…目以外からの情報、視覚障がいをサポ

ートするもの、誘導体験 

１０月 神橋小学校 ４年 
高齢者疑似体験・高齢者クイズ 

ここで学んだことを後日、学習発表会で報告。 

１０月 

１１月 

幸ヶ谷 

小学校 
４年 

1日目の授業：障がいって何？…授業の後、子どもたちは近所のスーパ

ーを見学し、ユニバーサルデザインを探す学習を行う。 

２日目の授業：スーパーで探したユニバーサルデザインの報告会 

１０月 

１１月 

斎藤分 

小学校 
４年 

バリアフリー探検 

高齢者サロンでの交流会 

１１月 
県立横浜翠嵐

高等学校 

定時制 

クラス 
視覚障がい誘導体験、車いす介助体験 

１１月 
幸ヶ谷 

小学校 
６年 

１日目の授業：高齢者疑似体験を体験する 

２日目の授業：疑似体験振返り、高齢になると出てくる特徴を学ぶ 

１１月 市民後見人 
コミュニケーション学習（聴覚障がい・視覚障がい体験）、高齢者疑似

体験、車いす介助体験、福祉機器センターの見学 

１２月 羽沢小学校 
３～ 

４年 
視覚障がい理解を通した人権学習。 

１２月 松本中学校 全校 
地区別懇談会のなかで中学生と地域の人が町会別になり福祉につい

て話し合う。 (参考資料を提供) 

１２月 
神奈川 

小学校 
４年 認知症理解講座 

１２～ 

１月 

東京IT専門

学校 横浜校 

１～

２年 

障がい理解講座…療育おやこネットワークgiftのワークショップを

通して障がいを体験しながら理解する。 

１月 子安小学校 ３年 
障がい理解講座…療育おやこネットワークgiftのワークショップを

通して障がいを体験しながら理解する。 

２月 
浦島丘 

中学校 
３年 

高齢者疑似体験、視覚障がい誘導体験、車いす介助体験、妊婦疑似

体験を通して自分達に出来ることを考える。 

 

⑦ ボランティア団体、活動者への支援 

 区社協助成金制度により既存活動を助成するほか、新たな活動の立上げ助成を行いました。 
<再掲：区社協助成金Ｐ６> 
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 （２）地域ケアプラザと連携した事業の推進                         

【支え愛プラン基本目標 柱3-3-②】 
① 小地域におけるボランティアコーディネート体制の確立に向けた取組 

（地区ボランティアセンターの推進） 

 地域ケアプラザと地区社協・区社協が連携した、ボランティア活動推進の仕組づくりとして、５

地区：大口･七島地区、菅田地区(安心ボランティア、ワンコイン見守り隊)、神奈川地区、松見地区

（松見ボランティアセンター、松見オレンジ）、三ツ沢地区(三ツ沢南町自治会・三ツ沢下町自治会）

での地区ボランティアセンターの運営費を助成するとともに、運営の支援を行いました。 
<再掲：地区ボランティアセンターの運営及び設置取組み支援 Ｐ10> 

 
② 地域ケアプラザが実施する担い手育成事業への支援 

担い手育成のための事業に助成するともに、地域の活動者のすそ野を広げ、地域活動に定着でき

るよう地域ケアプラザと協力して、プログラムの企画や地域の活動の受け皿づくりなどを行いまし

た。また、包括エリアで開催されたボランティアグループ連絡会・サロン連絡会の開催支援を行い

ました。 

 

③ 地域ケアプラザ地域活動交流コーディネーター連絡会及び生活支援コーディネーター連絡会の開催 

 コーディネーターの情報交換やスキルアップを目的とした連絡会の事務局を担っています。 

 今年度、『地域おこし』をより一層推進していくために生活支援 Co と地域活動交流 Co とそれぞ

れの視点や地域の中でのつながりを活かした協働を進めていく取組みとして両 Co の協働部会を隔

月で計６回開催しました。 

 

重点項目３ 地域における権利擁護の推進,高齢者,障がい者,子育て中の親などへの生活支援  

（１）神奈川区社協あんしんセンターの運営                              

 【 支え愛プラン基本目標 柱1-1-② 】 
① 契約に基づく定期訪問、金銭管理サービス （決算額 739千円／財源：市社協受託金、利用料） 

誰もが地域で安心して暮らすことができるように、高齢者や障がい者の権利擁護に関する相談を

受け、定期訪問を通して福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理サービス等を実施しました。 

〇初回相談件数        ：６１件 

〇定期訪問・金銭管理契約件数 ：６４件 

※新規契約件数       ：１８件（前年比±０件） 

終了件数         ： ８件（前年比－５件） 

〇財産関係書類等預かりサービス： ６件 

※新規契約者数       ： １件（前年比±０件） 

   終了件数         ： ３件（前年比＋１件） 

 

② 制度の広報、啓発 

出張講座を行い、あんしんセンターや成年後見制度について、支援が必要な方に関わる関係者や

地域の団体などの会議等に参加し、理解促進を進めました。 
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『新任・就労予定ケアマージャー支援研修』 

平成３０年６月２１日（木）１６:００～１７:３５ 反町地域ケアプラザについて 

『成年後見制度の利用促進 ～要支援者の介護を担っている場合～』 

平成３０年１２月７日（金）１３:００～１４:３０ 沢渡三ッ沢地域ケアプラザにて 

『権利擁護事業勉強会』 

平成３１年２月１４日（木）１１:００～１２:００ 神奈川区基幹相談支援センターにて 

 
③ 関連機関との連携 

 地域包括支援センター連絡会社会福祉士分科会 年６回出席 

 

④ 市民後見人の活動支援 

 サポートネット全体会 年３回 

 サポートネット分科会 年１回 （分科会の企画運営を担った。） 

 

（２）外出支援サービス事業（市委託事業）、区社協送迎サービス事業               

【支え愛プラン基本目標 柱1-1-②】 
① 送迎サービス            （決算額 3,203千円／財源：市社協受託金、利用料） 

福祉有償運送登録事業として神奈川区在住の一人で移動や公共交通機関の利用が困難な要介護高

齢者・障がいのある方を対象にリフト付ワゴン車を使用し運転ボランティアによる送迎サービスを

行いました。 

○利用総件数 ６８９回  ○利用車両  リフト付ワゴン車２台、スロープ付き車１台 

○利用登録者 １１４名  ○ボランティア  １０名 

 

（３）障がい児・者のための移動情報センターの運営（市委託事業）                  

【支え愛プラン基本目標 柱1-1-②】 

① 相談窓口での相談調整・ニーズの発掘と分析 （決算額 7,552千円／財源：市社協受託金） 

区内障がい児者を対象とした地域の移動情報の収集、相談・調整を行う「移動情報センター」を

運営し、当事者やそのご家族から相談を受け付け、個々の状況に応じて適切な支援機関を紹介・コ

ーディネートを行いました。 
相談件数：２３５件 （調整活動件数：２，４０６件） 

内 訳 知的障がい児者９３、身体障がい児者９６、精神障がい児者１５、 
複数障がい児者１８、その他１３ 

 
② ガイドボランティア事務取り扱い団体事業    （決算額 2,087千円／財源：市補助金） 

 ガイドボランティア事務取り扱い団体として、ガイドボランティアのコーディネートや育成、ガ

イドボランティアへの奨励金の支払い等の事務を行いました。 
コーディネート実績         １，８８５件 
ガイドボランティア利用登録者数      ７３名 
ガイドボランティア登録者数        ５６名 
ガイドボランティア養成講座の開催      ２講座(全５回) ＊詳細は次項参照 
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③ 障がい児･者のためのボランティアの発掘と育成、ネットワークづくり 

障がい種別毎に、ガイドボランティア養成講座を行うことで、移動情報センターおでかけサポー 
ター・ガイドボランティア登録者の増加につながりました。あわせて、継続的な活動のために必要

なガイドボランティアのフォローアップにも力を入れました。 
≪養成講座＊知的障がい・発達障がい編（全２回）≫ 

  日 時  平成３０年７月２１日（土）１０:００～１２:００ほか 

  参加者  ２２名 
  講 師  療育おやこネットワークｇｉｆｔ(ギフト) 
  内 容  ①障がい理解のパネルディスカッションと体験ワーク 

②７月２２日以降、区内地域ケアプラザで開催の学齢障がい児余暇支援事業にて 
実習 

 
≪養成講座＊視覚障がい編（全３回）≫ 

  日 時  ①平成３１年２月１６日 ②３月２日 ③３月９日 （全て土曜日） 
  参加者  延べ３６名 
  講 師  視覚障害者支援センターピアプレース 神崎 好喜 氏 
  内 容   ①座学と実技「目が見えないってどういうこと？基本の誘導を学ぶ」 

②座学と実技「屋外や段差での誘導」 
③神奈川区視覚障害者福祉協会の方々と日本点字図書館(新宿区高田馬場)へ同行の

実習 
≪ガイドボランティアフォローアップ講座≫ 

「バスや地下鉄に乗って移動の見守り介助スキルアップ講座」  

横浜市交通局浅間町営業所の協力を得て、バスや鉄道での車いす利用者や視覚障がい者への

乗降介助を、市営バスや地下鉄を乗車して実習しました。 

日 時 平成３１年３月１４日（木）１３:３０～１５:３０ 
  講 師 NPO法人横浜移動サービス協議会／株式会社１９ 

  内 容 回送の市営バスに乗車し営業中のバス停での乗降や地下鉄乗降時の介助技術の訓練 

参加者 １０名 

 

≪ガイドボランティア･障がい当事者家族･ガイドヘルパー合同企画「立場を超えて語り合おう！

みんながつながる支援の輪」の開催≫ 

  立場の違う三者が集まり、すごろくの目にあるテーマを話し合う｢すごろくトーク｣を通じて、

新たなつながり作りや課題解決に向けての第一歩を目的とした情報交換会を行いました。 

  日 時 平成３０年７月１１日（水）１０:００～１２:００ 

参加者 ２０名 （ガイドヘルパー等１０名/ガイドボランティア７名/当事者家族３名）  

 

≪ぴあ友カフェ合同勉強会≫ 

「障がいのある人の発達に応じた支援や配慮についての勉強会＆個別相談会」 

   当事者家族だけではなくガイドボランティアや障がい関係の事業所にも幅広く呼びかけ、発  
  達に応じた支援や性についての勉強会と個別相談会を開催しました。 
  日 時 平成３０年７月３０日（金）１３:３０～１８:００ 
  講 師 日本障害児性教育研究会 山本 良典 氏     参加者 ２６名 



 

④ サービス事業所意見交換会の開催 

≪神奈川・港北・都筑・鶴見 合同の広域ヘルパー事業所懇談会 ≫ 

  ４区の移動情報センター合同で各事業所に呼びかけ、テーマ別事例検討と情報交換を行いました。 

  日 時 平成３０年６月２１日（木）１８:３０～２０:４５ 

  場 所 港北区社会福祉協議会(港北区福祉保健活動拠点) 

  参加者 ４４名（事業所３１社） 

 

≪見つけよう 笑顔につなげる支援のヒント・事例検討会 ≫ 

   神奈川区地域自立支援協議会相談部会で用いている「野中式事例検討」手法により移動支援 

の事例検討を行いました。 

  日 時 平成３１年３月１２日（火）１３:３０～１５:００ 

  講 師 神奈川区地域自立支援協議会 相談部会員 

  参加者 １４名 

 

① 情報の発信 

≪事業紹介チラシと『出かけＹｏ！通信』の配付≫ 

区社協の実施する相談事業をはじめ、移動に関する情報を、区内の障がい児者関係団体、公共  

施設、小中学校、訓練会や自立支援協議会、市内養護学校・特別支援学校などへ提供しました。 

広報紙：第１２号１，５００部８月発行。 

 

≪UDタクシー見学会＆区民まつりを楽しもう！≫ 

   区民まつりにあわせ、UD(ユニバーサルデザイン)タクシー｢トヨタジャパンタクシー｣の展

示・乗車体験会を開催しました。 

日 時 平成３０年１０月７日（日）１０:００～１５:００ 

  協 力 神奈川トヨタ株式会社２名、ボランティア４３名 

  参加者 １０２名 

 

② 推進会議  (四半期ごと年４回開催) 

移動情報センターの各業務の推進について意見をいただく会議を開催。毎回、個別ケースから課

題を抽出して事例検討を行ないました。 

事例 第１回6/14「自身で車を運転する車いす利用者のサポートについて」 

   第２回9/6 「地域とのトラブルが生じているケースに対して、互いの理解をすすめてゆく 

ためには」 

第３回12/12「グループ討議 神奈川区移動情報センターの来年度の計画に向けて」 

   第４回3/7 「支援先が見つかっていないケース分析から、ガイドヘルパーに関する課題を 

考える」 

 

 

 

 

（４）障がい児・者のための支援                                   

【支え愛プラン基本目標 柱1-1-②】 
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① 余暇プログラムの実施            （決算額：27千円／財源：共同募金配分金） 

夏休み等の長期休暇期間に、地域ケアプラザと共催し、余暇プログラムを実施しました。 

実施地域ケアプラザ 日 程 内 容 参加者数 

1 新子安地域ケアプラザ 8月17日（金） 先輩と一緒に和菓子作り ４名/ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 10名 

2 菅田地域ケアプラザ 8月25日（土） ﾌﾟｰﾙ遊び＆流しそうめん ６名/ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ３名 

3 沢渡三ツ沢地域ケアプラザ 8月26日（日） 楽しいピザづくり ５名/ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 18名 

4 六角橋地域ケアプラザ 1月19日（土） みんなde ｶﾚｰを作ろう！ 13名/ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ７名 

5 反町地域ケアプラザ 3月23日（土） みんなの居場所 ４名/ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ７名 

 

 

 
  

 
  

 
      余暇プログラムの様子①         余暇支援プログラムの様子② 
 

② 神奈川区地域障害者自立支援協議会への参画 

区内の障がい者支援の課題に取り組むことを目的として、区自立支援協議会の事務局として各部

会（相談部会、地域づくり部会、子ども連絡会、啓発分科会、重症心身障害児者連絡会）に参加し

活動しました。 
参加部会：相談部会（４回）・地域づくり部会（３回）・子ども連絡会（２回） 
共催事業：｢知ってほしい！障がい者の思いと暮らし 障がい×防災｣ ＊詳細は次項の通り 

 

③ 障がい啓発の取り組み 

区内の機関と連携し、地域向けの障がい啓発講座を開催しました。 
≪東京 IT専門学校横浜校での障がい理解講座（公務員コース１・２年生）≫ 
 日 時 １年生：平成３０年１２月７日(金)/２年生：平成３１年１月９日(水) 
 場 所 東京 IT専門学校横浜校 
 講 師 療育おやこネットワークgift 
 内 容 障がい疑似体験ワークとグループワーク 
参加者 延べ１６５名 

 
≪知ってほしい！障がい者の想いと暮らし 障がい×防災の開催≫ 
 障がいについてや種別毎の災害時のサポートについて学び、障がい当事者や家族より想いをお話

しいただきました。 
 日  時 平成３１年３月１９日（火）１０:００～１２:００ 
 場  所 神之木地域ケアプラザ 
共 催  神之木地域ケアプラザ/神奈川区障害者地域作業所連絡会/神奈川区地域自立支援協議会/ 

ナザレ工房   
参加者 １３名 
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≪療育おやこネットワークgift(ギフト)への参加≫ 
障がい当事者家族、子育て支援拠点「かなーちえ」や地域ケアプラザ等と共に「人っていろいろ

ちがうっておもしろい♪自分らしさで暮らせる世の中へ」をビジョンに掲げ、区内での障がい啓発

活動やスキルアップ研修を共催しました。 
 
④ 神奈川区障害者地域作業所連絡会との連携 

  毎月の定例会や同会が参画する｢反町駅前ふれあいサロン｣の合同運営委員会に毎回参加し、 

情報交換や意見交換を行いました。 

 

（５）子育て・子ども支援                                          

【支え愛プラン基本目標 柱1-1-②】 
① 関係機関・団体と連携した子どもの居場所づくりの推進 

（決算額 28 千円／財源：共同募金配分金） 

潜在化しがちな子どもの貧困をはじめ、社会から孤立している子どもを対象にした、食事支援や

学習支援などの子どもの居場所づくり活動の展開を区民生委員児童委員協議会をはじめとする関係

機関団体と連携して支援しました。 

≪情報交換会の開催≫ 

 毎月1回、主任児童委員を中心に区内の居場所づくり活動に関する情報交換を行いました。 

 

≪神奈川区子ども支援ネットワーク会議の開催≫ 

区内の子どもの居場所（食事支援、学習支援、居場所支援）活動の状況報告や課題（活動の周知

について）を子ども関係機関・団体であるネットワークメンバーで共有し、活動を支えるための体

制を強化させました。 

日 時 平成３１年３月２７日(水) １０:００～１２:００ はーと友にて 参加者 １４名 

 

≪視察研修の実施≫ 

他区の子どもの居場所について、主任児童委員や地域ケアプラザの地域活動交流コーディネータ

ーを対象に視察研修（７か所）を実施しました。 

 

≪啓発講座≫ 

地域啓発の取組みとして５箇所の地域ケアプラザを会場に『子どもの居場所づくり講座』を開催

しました。 

講 演 『子どもに寄り添う地域の役割』 

講 師  横浜市教育委員会事務局東部学校教育事務所指導主事室 

神奈川区担当ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ 遠藤 建人氏  

                                

≪活動者・支援者向け研修会≫ 

子どもの居場所づくりにかかわる活動者・支援者を対象に研修会を開催しました。 

講 演 『子どもたちと育ちあえるまちづくり』 

講 師  特定非営利活動法人山科醍醐こどものひろば  

理事長 村井 琢哉 氏 
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日 時 平成３１年３月５日（火）１４:００～１６:００          

会 場 はーと友神奈川２階 多目的研修室 

参加者 ４６名 

 

② 支援事例の発表 

第４回よこはま地域福祉フォーラムにて子ども支援の事例発表を行いました。 

日時・場所 平成３０年１２月６日(木)関内ホール･横浜市健康福祉総合センター 

     分科会１ 一人ひとりの暮らしに届く縁 

内  容  スクールソーシャルワーカーと地域が寄り添って支える学校生活 

 

③ 神奈川区子育て情報ホームページ「はぐはぐ神奈川」の運営 

（決算額 558 千円／財源：共同募金配分金） 

地域情報や子育てに関する情報を発信する「はぐはぐ神奈川ホームページ」について、子育てマ

マが中心のとなり運営している団体“はぐはぐ神奈川編集隊”に運営を委託し、必要な情報の更新

を行いました。また、“はぐはぐ神奈川編集隊”の企画した子育て中の親子で参加できる各種イベ

ントについて必要なサポートを行いました。 

 

（６）低所得者、被災者への生活支援                                

【支え愛プラン基本目標 柱1-1-②】 
① 生活福祉資金貸付事業（県社会福祉協議会委託事業） 

 （決算額 3,438千円／財源：県社協受託金） 

低所得者及び障がい者世帯などの要援護者世帯に自立更生のための資金貸付・償還指導を民生委

員の協力のもとに行いました。 

相談件数             １，４２８件 

貸付件数                ２３件 

（内訳）総合支援資金     １件  福祉費、緊急小口資金     ４件 

教育支援資金    １７件  不動産担保型生活支援資金   １件 

臨時特例つなぎ資金  ０件 

 

② 生活困窮者自立支援制度と連携した要援護者に対する相談支援 

≪生活困窮者自立支援制度への対応≫ 

神奈川区生活支援課が主催する本制度の定例支援調整会議に参画（年４回出席）し、事例検討や 

関連する区社協事業の紹介等を行いました。 

 

≪神奈川県社協ライフサポート事業との連携≫ 

事業対象となる相談があった場合に、神奈川県社協へ相談連絡し適切につなぎました。 

 

≪食糧の提供を通した支援≫ 

相談の中で必要と判断した人へ、『NPO法人セカンドハーベスト・ジャパン』の食糧支援を活用  

しました。 

年間３１世帯：５２名（昨年度２２世帯：４９人） 
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③ 小災害見舞金 

火災、風水害等の災害により住家に被害を受けた羅災世帯に関係団体と連携して見舞金をお渡 

ししました。 

交付件数  １４件 内訳:全焼･全壊 ７件、半焼･半壊 ７件 

総   額         １９０，０００円 

内訳 区社協見舞金 ７５，０００円 県共同募金会見舞金１１５，０００円 

 

④ 緊急援護事業 

行路病人(困窮者)に対し緊急入院・入所に要する肌着や食費・交通費を支給しました。 

総  額  ３２，５６０円（３９件） 

     内訳 交通費 ３５件   ２０，６２０円 

        食費   １件    ３，３００円 

        その他  ３件    ８，６４０円 

 

⑤ 交通遺児見舞金 

神奈川県社会福祉協議会との連携事業として、交通事故により保護者を失った遺児に対して見舞

金を支給しました。 

総   額  ５０，０００円    内訳 中学卒業 １件  ５０，０００円 

 

重点項目４ 社協の発展に向けた運営基盤の強化 

（１）各種 部会・分科会                                     

【支えあいプラン基本目標 柱3-3-②】 
① 施設関係部会・分科会 

区社協会員の枠を超えて区内の福祉施設を対象とし、「菅田・羽沢地区福祉施設等連絡会」と共催

で開催し、地域との連携事業や福祉保健従事者の育成につながる取組を行いました。 

○幹事会 

研修会や事業の企画について検討するため、全９回開催しました。 

 

○施設への福祉保健従事者の確保・育成の取組 

≪施設の新人職員の交流会≫ 

各施設で採用が少ない新人職員の孤立感等による離職などの解決や、同期の存在を意識するこ 

とを目的に開催しました。 

日 時  平成３０年６月１４日（月）１８:３０～２０:００ 

会 場  菅田地域ケアプラザ 

参加者  ２２名 

内 容  研修:接遇のポイント・コミュニケーションゲーム 

 

≪施設と地域の研修会≫ 

みんなで高めよう！地域防災力～災害時の要援護者支援を自助･共助･公助ですすめよう～を 

テーマに、参加を広く呼びかけ開催しました。 
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日 時  平成３０年１１月２９日（月）１８:３０～２０:００ 

会 場  けやき荘 けやきドーム 

参加者  施設７０名 地域２６名 

内 容  「災害に備える支え合いのチカラ～ご近所と福祉で防災を～」 

       講師 福祉防災ｺﾐｭﾆﾃｨ協会代表理事 鍵屋 一 氏 

       「福祉避難場所について」 

講師 区高齢・障害支援課相談支援係長 鈴木 毅史 氏 

 

≪相談員連絡会の開催≫ 

 各施設の相談員の横の連携、情報共有、資質向上のために５回開催しました。 

 

○施設の地域貢献 

≪青色防犯パトロール事業の推進≫ 

区内の福祉施設による自主防災組織「神奈川区福祉施設等防犯連絡協議会 防犯パトロール隊」  

が行う活動『青色パトロール』（施設の送迎車輌等に青色回転灯を装備しパトロールを実施）の事務局 

を務めました。 

参加施設等    １１法人・１５施設・２９台 

乗務員講習会   平成３０年８月２０日(金)  １５:００～１６:００ 

             太陽の家横浜羽沢にて  参加者３０名 

連絡協議会総会  平成３０年９月２０日(木)  １５:００～１５:５０ 

羽沢の家にて      参加者１３名 

年末年始特別警戒出発式への参加 

平成３０年１２月５日(水)  １４:３０～１５:１５ 

反町公園にて 

 

≪「“地域とともに”福祉施設と地域の連携事例発表会」≫          再掲：重点１-(７)-① 

 

② 障がい者施設分科会(第１種会員) 

日 時 平成３０年５月２４日（木）１５:００～１５:３０ 

内 容 評議員候補者の推薦、平成３０年度区社協重点事業について、情報交換 

参加者 ３名 

 

③ 地区社協分科会 

地区社協の運営支援と組織強化を目的に役員等の参加を得て定例会議や研修会を実施しました。 

年６回開催（４月、６月、８月、１０月、１２月、２月）       再掲:重点１-(３)-① 

 

④ 民生委員、自治会町内会分科会 

毎月開催される定例会議にて議題審議や研修会に出席し、情報提供や事業の提案・依頼をしまし

た。                                詳細はＰ30-Ｐ31参照 

 

⑤ 障がい者福祉関係分科会 

区障害児者団体連絡会の会議にて、各団体が抱える課題検討や解決に向けた取組、情報交換を行
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いました。 

 

⑥ 障がい者施設分科会(第５種会員) 

毎月開催の区障害者作業所連絡会の会議にて、情報交換･提供や各種の依頼をしました。 

 

⑦ ボランティア分科会 

日 時 平成３１年２月２２日（金）１０:００～１１:３０ 

内 容 理事候補者の推薦、福祉ボランティア市民活動部会の報告、情報交換 

参加者 １７名 

 

⑦ 福祉関係団体部会 

日 時 平成３０年５月８日（火）９:５８～１０ 

内 容 理事候補者の推薦、平成３０年度区社協重点事業について、情報交換 

参加者 ５名 

 

（２）会員の状況                                     

会員の入退会について理事会で承認いただきました。 

新規入会   ８件 (第１種６施設、第５種１施設、第６種１団体)  

退 会        ５件 (第５種１団体、第４種４団体) 

平成３１年３月３１日現在の会員数   ２２３団体・個人３０８人 

(前年度222団体・個人304人) 

 

（３）福祉への理解啓発、広報                                    

【支えあいプラン基本目標 柱1-1-①】 
① 区社協だより」の発行 

区社協事業等の周知、ＰＲを目的に、タウンニュースの一面を｢区社協だより｣として掲載し、区

内全世帯に配布しました。世帯配布により、ボランティア活動希望や事業へのお問い合わせの電話

を多くいただきました。  

発行回数：年２回 （89号、90号） 

発行・配布エリア：神奈川区内全域  

配布先：区内全世帯  

発行部数：４３，１００部／回 

 内  容  

【８９号】（８月発行）「地区ボラセン活動中！」 
【９０号】（３月発行）「福祉保健活動拠点「拠点」をご存じですか？」  

 
 
 
 



 

② タウンニュース、広報よこはま神奈川区版に事業情報の掲載 

地区社協、区社協事業やボランティアセンターをより多くの方に知っていただくためタウンニュ

ースや「広報よこはま神奈川区版」に事業紹介、助成金情報等の記事を掲載し、区内全世帯に発信

しました。（年１２回） 

 

③ みんながつながるまちのつどい～第３４回神奈川区社会福祉大会～の開催 

 （決算額 １６５千円／ 財源：会費） 

日 時 平成３１年２月５日（火）１３:３０～１６:００ 

場 所 かなっくホール 

参加者 各地区連合町内会・地区社協・民児協､シニアクラブ､福祉保健活動団体､福祉施設､約300人 

主 催 横浜市神奈川区社会福祉協議会 神奈川区役所 

第１部 式 典・社会福祉功労者感謝状贈呈 

第２部 「かながわ支え愛プラン」の中間振り返り 

      ・「かながわ支え愛プラン」第３期区計画の中間振り返り 

      ・「地域の皆さまからのメッセージ」 

地域の中での相互理解・つながりが、つながりをつくる・子どもを見守り育てる地 

域をつくる・地域活動を通じた生きがい・地域活動への参加・住民力の発掘、多様 

な資源がつながる仕組み・地域と企業の連携 

 

④ 福祉活動功労者への感謝状の贈呈 

長年の福祉活動への功労に感謝するため、社会福祉大会の席上にて感謝状を贈呈しました。 

民生委員・児童委員、主任児童委員（活動５年以上） ５１名 

福祉活動に功労があった個人･団体           ３名  ５団体 

金品寄付功労団体                  ４団体 

 

⑤ 区社協ホームページの運営         (決算額 183千円)財源：共同募金配分金 

地域の活動状況、福祉情報や区社協の法人運営について定期的に更新し情報を提供しました。 

 年間アクセス数 ７０，５０１件 

 

⑥ 神奈川区民まつりへの参加 

反町公園で行われた神奈川区民まつりに企画・調整・運営・出展で協力しました。 

日 時 平成３０年１０月７日 １０:００～１５:３０ 

会 場 反町公園 

内 容 実行委員会への参画。当日の共同募金・日赤に関する啓発のパネル展示、着ぐるみ 

「クロクマ」による日赤活動のＰＲ･義援金募金活動、赤い羽根共同募金活動など 

 

（４）善意銀行の運営                                       

① 善意銀行寄付金受入れの推進 

善意銀行寄託金品受入を推進するため、制度のＰＲに努めました。 

 

② 寄付金品の受入                         詳細はＰ32-Ｐ35参照 

 



 

 ○預託金           ２，１３７，９５６円 (個人１４件、団体５３件) 

○預託物品                 ３８件 (個人１０件、団体２８件) 

 

③ 寄付金品の配分 

区社協ふれあい助成金     ２，５４５，０５８円 (２５８団体) <再掲> 

災害時要援護者事業助成      １５６，１３６円     (９団体) <再掲> 

子ども支援事業へ         ３６０，０００円    (１２事業) <再掲> 

寄付物品の配分先         ２施設 ３５団体        詳細はＰ34-Ｐ35参照 

 

（５）災害ボランティアセンターの整備                             

【支えあいプラン基本目標 柱1-1-①】 

① 災害ボランティアセンターの運営体制の整備 

神奈川区と締結した「神奈川区災害ボランティアセンター設置・運営に関する協定書」にもとづ

き、災害ボランティアセンター設置、運営体制や災害ボランティアネットワークの仕組みなどにつ

いて、災害ボランティアセンター連絡会・区役所とともに検討しました。また、日赤神奈川地区委

員会と連携して防災力向上のために備品の整備を行いました。 

○連絡会 

 日 時    平成３１年１月２５日(金)１０:００～１１:３０ 

出席者    １０名（地域防災拠点関係者、ボランティア活動者、区役所、区社協） 

○整備した備品 簡易無線機一式・可搬型発電機 

 

（６）理事会、評議員会、正副会長会、監事会、委員会                         

【支えあいプラン基本目標 柱1-1-①】  

詳細はＰ26-Ｐ29参照       

① 理事会、評議員会、正副会長会 

 定期的に開催し、重要な事業の進め方について審議をしました。 

また、正副会長会を原則として、毎月開催し、事業の進め方や方針を審議しました。 

 

② 監事による監査 

適正な組織運営を図るため、理事会等へ出席いただくとともに監事監査会を開催しました。 

 

③ 各種委員会 

次の各種委員会を開催しました。 

助成金総合審査委員会   年２回開催 

評議員選任解任委員会   年１回開催 
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（６）苦情解決等の状況                                 

【支えあいプラン基本目標 柱1-1-①】 
① 苦情・ご意見 

下記の通り、苦情・ご意見を受付け、対応しました。 

○苦情     ４件 主な内容：共同募金事業、権利擁護事業に関する苦情 

○ご意見箱受付 ０件 

 

② 窓口満足度調査  

調査を１１/１～３０の間に実施し、全２０７件の回答をいただきました。意見等の回答は、館

内の掲示・利用調整会議にて行いました。 

 

 （７）地域福祉関係者団体への協力                                  

以下の地域福祉関係団体の事業運営に協力しました。 

・神奈川県共同募金会横浜市神奈川区支会 

・日本赤十字社神奈川県支部横浜市地区本部神奈川区地区委員会  
・神奈川保護司会 

・神奈川区更生保護女性会 



１　理事会
月　　日 人 数

５月29日
理事
7

1 平成29年度事業報告並びに収支決算
（案）について

1 原案のとおり承認された

（火）
監事
3

2 平成29年度神奈川区福祉保健活動拠点
事業報告及び収支決算(案)について

2 原案のとおり承認された

10時～11時10分 3 平成30年度補正予算（案）について 3 原案のとおり承認された

4 顧問の委嘱について 4 原案のとおり承認された

5 評議員候補者について 5 原案のとおり承認された

6 評議員選任・解任委員会の招集について 6 原案のとおり承認された

7 評議員会の招集について 7 原案のとおり承認された

8 会員の入会について 8 原案のとおり承認された

６月21日
理事
10

1 副会長の選任について 1 理事の互選により選ばれ
た

（木）
監事
3

2 平成30年度年末たすけあい募金配分事
業予算（案）について

2 原案のとおり承認された

14時～14時45分 3 平成30年度活動奨励金　会員団体助成
（案）について

3 原案のとおり承認された

11月19日
理事
10

1 みんながつながるまちのつどい～第34回神
奈川区社会福祉大会～（案）について

1 原案のとおり承認された

（月）
14時～15時00分

監事
3

2 第34回神奈川区社会福祉大会「感謝状
贈呈対象者」の決定について

2 原案のとおり承認された

3 子ども支援事業への寄付金の配分につ
いて

3 原案のとおり承認された

4 会員の入退会について 4 原案のとおり承認された

３月13日
理事
9

1 平成31年度事業計画及び予算(案)につ
いて

1 原案のとおり承認された

（水）
監事
3

2 平成31年度神奈川区福祉保健活動拠点
事業計画及び予算(案)について

2 原案のとおり承認された

10時～11時30分 3 平成30年度補正予算（案）について 3 原案のとおり承認された

4 評議員会の招集について 4 原案のとおり承認された

5 会員の入退会について 6 原案のとおり承認された
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理事会･監事会･評議員会･正副会長会･委員会･分科会の開催 別表1

【１】理事会・監事会・評議員会の開催

議　　　　　　題 結　　　　　果

いずれも「はーと友神奈川」２階 神奈川区福祉保健活動拠点多目的研修室にて開催



２　監事会
月　　　日 人 数

５月10日
（木）

10時～11時20分

「はーと友神奈川」２階  神奈川区福祉保健活動拠点　対面朗読室にて開催

３　評議員会
月　　日 人 数

６月23日

評議員
18

1 平成29年度事業報告並びに収支決算
（案）について

1 原案のとおり承認された

（金）
監事
3

2 平成29年度神奈川区福祉保健活動拠点
事業報告及び収支決算(案)について

2 原案のとおり承認された

10時～11時 3 平成30年度補正予算（案）について 3 原案のとおり承認された

4 理事の選任について 4 原案のとおり選任された

３月28日

評議員
19

1 平成31年度事業計画及び予算(案)
について

1 原案のとおり承認された

（木）
会長
１

2 平成31年度神奈川区福祉保健活動拠点
事業計画及び予算(案)について

2 原案のとおり承認された

14時～14時47分 監事
1

3 平成30年度補正予算（案）について 3 原案のとおり承認された

26

いずれも「はーと友神奈川」２階 神奈川区福祉保健活動拠点多目的研修室にて開催

議　　　　　　題 結　　　　　果

議　　　　　　題

監事
3

　経理書類ならびに事業
執行が適正に行われてい
る旨、確認された

結　　　　　果

　平成29年度事業報告及び収支決算に
　伴う決算監査



月　日 人 数

4月20日 会長1 1 会長・副会長他の日程確認 1 日程の確認を行った

（金）
13時30分～14時

副会長1
2 区社協ふれあい助成金(立ち上げ助成)の
審査について

2 内容の説明し承認された

5月18日 会長1 1 会長・副会長他の日程確認 1 日程の確認を行った

（金） 副会長1 2 5/29理事会予定議題について 2 内容の説明と確認を行った

10時53分～11時20分
3 区社協ふれあい助成金(立ち上げ助成)の
審査について

3 内容を説明し承認された

6月18日 会長1 1 会長・副会長他の日程確認 1 日程の確認を行った

（月） 副会長1 2 6/21理事会予定議題について 2 内容の説明と確認を行った

11時～11時30分
3 区社協ふれあい助成金(立ち上げ助成)の
審査について

3 内容を説明し承認された

4 地域ケアプラザ連携地域福祉推進事業助
成金の審査について

4 内容を説明し承認された

6月21日 会長1 1 会長・副会長他の日程確認 1 日程の確認を行った

（木） 副会長2 2 地区社協の顕彰について 2 内容を説明し承認された

14時35分～14時50分
3 平成30年度神奈川区社会福祉大会の日程
について

3 内容を説明し承認された

9月14日 会長1 1 会長・副会長他の日程確認 1 日程の確認を行った

（金） 副会長2 2 11/19理事会予定議題について 2 内容の説明と確認を行った

14時40分～15時00分
3 区社協ふれあい助成金(立ち上げ助成)の
審査について

3 内容を説明し承認された

10月18日 会長1 1 会長・副会長他の日程確認 1 日程の確認を行った

（木） 副会長2 2 11/19理事会予定議題について 2 内容の説明と確認を行った

11時～11時30分
3 地域でともに“福祉施設と地域の連携事
例発表会”の開催について

3 内容を説明し承認された

4 区社協ふれあい助成金(立ち上げ助成)の
審査について

4 内容を説明し承認された

11月16日 会長1 1 会長・副会長他の日程確認 1 日程の確認を行った

（金） 副会長2 2 11/19理事会予定議題について 2 内容の説明と確認を行った

10時53分～11時30分
3 “地域でともに”福祉施設と地域の連携
事例発表会の開催について

3 内容を説明し承認された

4 区社協ふれあい助成金(立ち上げ助成)の
審査について

4 内容を説明し承認された

5 地域ケアプラザ連携地域福祉推進事業助
成金の審査について

5 内容を説明し承認された

1月18日 会長1 1 会長・副会長他の日程確認 日程の確認を行った

（金） 副会長2
2 みんながつながるまちのつどい～第34回
神奈川区社会福祉大会について

内容の説明し承認された

13時30分～14時00分
3 地域ケアプラザ連携地域福祉推進事業助
成金の審査について

3 内容を説明し承認された

3月7日 会長1 1 会長・副会長他の日程確認 1 日程の確認を行った

（木） 副会長2 2 平成31年度区社協事業計画（案）について2 内容の説明と確認を行った

12時30分～13時00分 3 第4回理事会予定議題について 3 内容の説明と確認を行った

4
福祉救援活動資金援助制度への拠金につ
いて

4 内容の説明し承認された

いずれも「はーと友神奈川」２階 神奈川区福祉保健活動拠点会議室にて開催
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結　　　　　果議　　　　　　題

【２】正副会長会の開催



【３】委員会の開催

月　日 人数 議　　　　　　題 結　　果

９月14日
１年末たすけあい募金（事業配分）の審査について

１原案のとおり配分が
　決定した

（金）
２年末たすけあい募金（施設配分）の審査について

２原案のとおり配分が
　決定した

14時00分～
14時30分 ３年末たすけあい募金配分金と募金実績の割合について

３原案のとおり承認さ
  れた

３月13日
（水）

11時15分～
　11時45分

9 １平成３１年度区社協ふれあい助成金配分について

１原案のとおり配分が
　決定した

月　日 人数 議　　　　　　題 結　　果

６月４日
（月）

９時55分～
10時00分
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9

１助成金総合審査委員会

いずれも「はーと友神奈川」２階 神奈川区福祉保健活動拠点多目的研修室にて開催

２評議員選任・解任委員会

4 　評議員の選任

「はーと友神奈川」２階 神奈川区福祉保健活動拠点対面朗読室にて開催

原案のとおり評議員が
選任された



【４】分科会の開催

１民生委員児童委員分科会

月　日 人数 議　　　　　　題 結　　果

４月20日
（金）

19 １ 平成３０年度第１回共同募金会区支会委員会の開催について １事務局より依頼した

５月21日
（月）

19 １ ｢住民支え合いマップ｣研修会について １事務局より案内した

６月20日
(水)

19
１ 生活福祉資金関係について
２ 第６８回「社会を明るくする運動」について

１事務局より依頼・
　説明した
２事務局より依頼・
　案内した

７月20日
(金)

19

１ 平成３０年度赤い羽根共同募金街頭募金運動について
２ 生活福祉資金関係について

３ 平成３０年度年末たすけあい募金事業配分助成について

１事務局より依頼した
２事務局より依頼・
　説明した
３事務局より案内した

９月21日
（金）

19

１ 平成３０年度赤い羽根共同募金街頭募金運動の実施について

２ 生活福祉資金関係について

３ 第４回よこはま地域福祉フォーラムの開催について

１事務局より説明・
　依頼した
２事務局より依頼・
　説明した
３事務局より案内した

10月22日
（月）

19
１ “地域でともに”福祉施設と地域の連携事例発表会の開催
    について
２ 生活福祉資金関係について

１事務局より依頼した

２事務局より依頼・
　説明した

11月21日
（水）

19
１ みんながつながるまちのつどい
　 ～第３４回神奈川区社会福祉大会～の開催について

１事務局より説明した

12月20日
（木）

19
１ 第３４回神奈川区社会福祉大会の開催について
２ 生活福祉資金関係について
３ 平成３１年度神奈川区社協ふれあい助成金について

１事務局より依頼した
２事務局より依頼した
３事務局より案内した

２月20日
(水)

19

１ 神奈川区子ども支援事業・研修会『子どもたちと育ち
　 あえるまちづくり』の開催について
２ 地域のちょっとした困りごとは地域で解決！地域の助け合
   いの仕組み作り講座の開催について
３ 平成３０年度第２回共同募金会区支会委員会について

１事務局より案内した

２事務局より案内した

３事務局より依頼した

３月20日
(水)

19 １ 生活福祉資金関係について １事務局より依頼した

　いずれも神奈川区役所会議室にて開催　開催時間13時30分～15時30分
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２自治会・町内会分科会

月　日 人数 議　　　　　　題 結　　果

４月18日
(水)

21 １ 平成３０年度日本赤十字社会費募集のお願いについて
１事務局よりお礼
 を申し上げ依頼した

５月18日
（金）

21 １ ｢住民支え合いマップ｣研修会について １事務局より案内した

６月18日
（月）

21 １ 第６８回「社会を明るくする運動」について １事務局より依頼した

７月18日
（水）

21

１ 共同募金｢神奈川区だより｣の配付について
２ 平成３０年度区社協会費の納入について
３ 共同募金・日赤会費募集用資材数の確認について
４ 年末たすけあい募金の事業配分助成について

１･２事務局よりお礼
 を申し上げ依頼した
３事務局より依頼した
４事務局より案内した

９月18日
（火）

21
１ 平成３０年度共同募金運動の実施および実施要項等の配送
 　について
２ 平成３０年度日赤会費中間受入状況報告について

１事務局よりお願い・
　説明した
２事務局よりお礼を
　申し上げ、報告した

10月18日
（木）

21 　提出議題なし

11月16日
（金）

21
１ みんながつながるまちのつどい
　 ～第３４回神奈川区社会福祉大会～の開催について １事務局より説明した

１月18日
（金）

21

１ 共同募金、年末たすけあい募金及び日赤会費の受入状況に
ついて

２ 区社協会費受入状況について

１事務局よりお礼を
　申し上げ、報告した
２事務局よりお礼を
　申し上げ、報告した

２月18日
（月）

21
１ 平成３１年度各種募金及び区社協会費について

２ 広報誌｢更生保護かながわ第１９号｣の班回覧について

１事務局よりお礼を
　申し上げ、説明した
２事務局より依頼した

３月18日
（月）

21 １ 平成３１年度日本赤十字社講習会のご案内 １事務局より案内した

　いずれも神奈川区役所会議室にて開催　開催時間13時30分～15時
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平成30年度　善意銀行　預託者一覧　（金銭）
(敬称略)

Ｎｏ 受付日 種別 氏名・団体名 金  額(円)

1 H30.4.3 団体 横浜市菅田地域ケアプラザ 10,000

2 H30.4.3 個人 匿名 2,000

3 H30.4.9 団体 明るい社会づくり運動神奈川区協議会 15,291

4 H30.4.21 団体 かめたろう　おもちゃ病院 1,350

5 H30.4.23 団体 大口七島地区民生委員児童委員協議会 3,000

6 H30.5.9 団体 宮向自治会 8,711

7 H30.5.14 団体 明るい社会づくり運動神奈川区協議会 17,131

8 H30.5.26 団体 かめたろう　おもちゃ病院 171

9 H30.6.4 団体 明るい社会づくり運動神奈川区協議会 10,611

10 H30.6.16 団体 かめたろう　おもちゃ病院 495

11 H30.6.18 個人 綱川　ヨシ 10,000

12 H30.7.9 団体 明るい社会づくり運動神奈川区協議会 15,829

13 H30.7.21 団体 かめたろう　おもちゃ病院 323

14 H30.7.27 個人 匿名 5,000

15 H30.8.6 団体 明るい社会づくり運動神奈川区協議会 9,751

16 H30.8.16 団体 にじの会 5,383

17 H30.8.22 団体 山びこ食事会 3,526

18 H30.8.24 団体 横浜市菅田地域ケアプラザ 10,000

19 H30.9.5 個人 松島　昌子 10,000

20 H30.9.6 団体 宗教法人孝道山本仏殿 66,966

21 H30.9.10 団体 明るい社会づくり運動神奈川区協議会 14,912

22 H30.10.3 団体 アットホームみなかん　手芸の会 2,470

23 H30.10.9 団体 神奈川区生活衛生協議会 26,683

24 H30.10.10 個人 匿名 20,000

25 H30.10.20 団体 かめたろう　おもちゃ病院 580

26 H30.10.25 団体 韓国社会福祉協議会 20,000

27 H30.11.5 団体 明るい社会づくり運動神奈川区協議会 11,175

28 H30.11.5 個人 匿名 8,000

29 H30.11.7 団体 かめたろうおもちゃ病院 949

30 H30.11.8 個人 匿名 5,000

31 H30.11.8 団体 （宗）　孝道山本仏殿 55,365

32 H30.11.10 団体 明るい社会づくり運動神奈川区協議会 2,004
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Ｎｏ 受付日 種別 氏名・団体名 金  額(円)

33 H30.11.21 団体 一般社団法人神奈川青色申告会 80,000

34 H30.11.27 個人 匿名 100,000

35 H30.11.30 団体 神北民生委員児童委員協議会 3,000

36 H30.12.3 団体 明るい社会づくり運動神奈川区協議会 10,187

37 H30.12.3 個人 匿名 24,128

38 H30.12.12 団体 明るい社会づくり運動神奈川区協議会 13,824

39 H30.12.13 団体 スカイハイツトーカイふれあい会 68,959

40 H30.12.14 団体 ホワイト急便白楽店 17,496

41 H30.12.17 団体 横浜労福協東部支部 100,000

42 H30.12.17 団体 かめたろうおもちゃ病院 234

43 H30.12.18 個人 匿名 10,000

44 H30.12.19 団体 公益社団法人神奈川法人会女性部会 80,000

45 H30.12.20 団体 株式会社　八丁幸 20,000

46 H30.12.21 団体 横浜三ツ沢チャリティープロレス実行委員会 200,000

47 H30.12.21 団体 横浜三ツ沢チャリティープロレス実行委員会 33,007

48 H30.12.27 個人 匿名 100,000

49 H30.12.27 団体 JXTGエネルギー労働組合横浜支部 15,000

50 H30.12.27 団体 橫浜冷凍株式会社 25,135

51 H30.12.27 団体 神奈川ロータリークラブ 360,000

52 H31.1.11 団体 松月堂 100

53 H31.1.11 団体 つるや洋品店 1

54 H31.1.21 団体 明るい社会づくり運動神奈川区協議会 18,468

55 H31.1.21 団体 かめたろうおもちゃ病院 291

56 H31.1.25 個人 匿名 100,000

57 H31.2.14 団体 神奈川区シニアクラブ連合会 21,370

58 H31.2.15 団体 明るい社会づくり運動神奈川区協議会 15,257

59 H31.2.16 団体 かめたろうおもちゃ病院 728

60 H31.2.27 個人 匿名 100,000

61 H31.3.5 団体 宗教法人孝道山本仏殿 74,364

62 H31.3.11 団体 あけぼの通商店街 22,300

63 H31.3.16 団体 かめたろうおもちゃ病院 344

64 H31.3.16 団体 明るい社会づくり運動神奈川区協議会 26,647

65 H31.3.18 団体 六角橋西町婦人会 2,974

66 H31.3.19 団体 神奈川区シニアクラブ連合会 21,466

67 H31.3.27 個人 匿名 100,000
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平成30年度　善意銀行預託者一覧　（物品）

Ｎｏ 受付日 種別 氏名・団体名 物        品 配分先

1 H30.4.11 団体 おてらおやつクラブ浄土真宗俱生山なごみ庵 お菓子 学習支援団体

2 H30.4.23 団体 大口七島地区民生委員児童委員協議会 使用済切手 学習支援団体

3 H30.5.9 団体 おてらおやつクラブ明願寺 お菓子 学習支援団体

4 H30.5.9 団体 おてらおやつクラブ浄土真宗俱生山なごみ庵 お菓子 学習支援団体

5 H30.5.7 個人 匿名 使用済切手　37g 国際支援団体

6 H30.6.13 団体 おてらおやつクラブ浄土真宗俱生山なごみ庵 お菓子 学習支援団体

7 H30.6.20 団体 匿名 使用済切手　27g 国際支援団体

8 H30.6.26 個人 福田  茂 尿とりパッド 福祉施設

9 H30.6.25 個人 匿名 米25ｋｇ 子ども支援団体

10 H30.7.5 団体 諏訪　隆三 おむつ 福祉施設

11 H30.7.9 団体 神奈川区内郵便局 東神奈川部会
使用済切手8.38kg、プ
リペイドカード1.86kg

国際支援団体

12 H30.7.10 団体 おてらおやつクラブ　浄土真宗なごみ庵 お菓子 学習支援団体

13 H30.7.24 団体 横浜市反町地域ケアプラザ 使用済切手　67g 国際支援団体

14 H30.8.7 団体 おてらおやつクラブ　浄土真宗なごみ庵 お菓子 学習支援団体

15 H30.8.9 団体 おてらおやつクラブ　天台宗本覚寺 ジュース2箱 学習支援団体

16 H30.9.12 団体 おてらおやつクラブ　浄土真宗なごみ庵 お菓子 学習支援団体

17 H30.9.15 団体 おてらおやつクラブ　天徳院 お菓子 学習支援団体

18 H30.10.3 個人 匿名 米5kg×8袋 子ども支援団体

19 H30.10.9 個人 匿名 使用済切手 国際支援団体

20 H30.10.10 団体 おてらおやつクラブ　浄土真宗なごみ庵 お菓子 学習支援団体

21 H30.10.22 団体 和の会 古切手　93g 国際支援団体

22 H30.11.14 団体 おてらおやつクラブ　浄土真宗なごみ庵 お菓子 学習支援団体

23 H30.12.5 団体 大口七島地区民生委員児童委員協議会 古切手　268g 国際支援団体

24 H30.12.7 団体 横浜市反町地域ケアプラザ 古切手　123g 国際支援団体

25 H30.12.12 団体 おてらおやつクラブ　浄土真宗なごみ庵 お菓子 学習支援団体

26 H30.12.12 個人 匿名
缶詰(10個)調味料(4瓶)
梅干し(950g)レトルトｽｰ
ﾌﾟ(5個)

子ども支援団体

27 H30.12.15 個人 大野　佑 袋物、おもちゃ等　２箱 学習支援団体

28 H30.12.15 団体 社交ダンス　まゆの会 使用済切手　130g 国際支援団体

29 H30.12.21 個人 匿名 ランドセル　２個 子ども支援団体

30 H30.12.27 団体 匿名
カレンダー26個、卓上
カレンダー10個

福祉団体

31 H30.12.28 団体 神奈川ロータリークラブ
子供支援事業周知ﾘｰ
ﾌﾚｯﾄ 2,000部

福祉団体
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Ｎｏ 受付日 種別 氏名・団体名 物        品 配分先

32 H301.1.9 団体 おてらおやつクラブ　浄土真宗なごみ庵 お菓子 学習支援団体

33 H31.1.10 団体 おてらおやつクラブ　明願寺 お菓子 学習支援団体

34 H31.2.13 団体 おてらおやつクラブ　浄土真宗なごみ庵 お菓子 学習支援団体

35 H31.2.22 団体 日産自動車株式会社　横浜工場
冷凍コールドテーブル
１台

福祉施設

36 H31.3.6 団体 ヨコハマポートサイド自治会　ロアの会 切手 115g 国際支援団体

37 H31.3.13 個人 伊藤　道夫 ミニぞうり 30足 福祉団体

38 H31.3.13 団体 おてらおやつクラブ　浄土真宗なごみ庵 お菓子 学習支援団体

38 H31.3.25 個人 匿名 使用済切手 940g 国際支援団体
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平成３０年度神奈川区社協ふれあい助成金　助成一覧

団体名 事業名 助成金額
会員団体
助成

てんこもりのわ サロン 120,000

羽沢南健康麻雀クラブ サロン 120,000

羽沢南はつらつ健康クラブ サロン 90,000

サロンわいわい サロン 80,000

カフェふれ～る 地域カフェ 80,000

ガーデン山カフェ サロン 80,000

下町茶房　柚子 サロン 80,000

サロン　そんぽの家 サロン 80,000

サロン★かたくら サロン 80,000

なごみの会 サロン 80,000

サロン・丘の上 サロン 80,000

いちご会（４丁目サロン） サロン 80,000

カフェ　すみれ　南町 サロン 80,000 10,000

珈琲サロンローズ サロン 80,000

スカイハイツトーカイふれあい会 サロン 80,000

サロン亀ちゃん サロン 80,000

サロン南 サロン 80,000

神大寺地区社会福祉協議会 ふれあいサロン神大寺 80,000

サロン興味津々 サロン 80,000

青空サロン　南町自治会館 サロン 9,600

青空サロン　佐藤造園 サロン 80,000

なごみてい　サロン サロン 80,000

青空サロン　けやき荘 サロン 80,000

すげたいっぷく亭 サロン 80,000

長谷サロン サロン 80,000

地域カフェ　ひふみ 地域カフェ 80,000

反町親睦会 サロン 80,000

片倉地区「かたくら茶房」 サロン 80,000

松ヶ丘自治会サロン サロン 80,000

サロンにくじゃが サロン 75,000

片倉リフレッシュクラブ サロン 60,000

中町　カレーランチ　クラブ ランチサロン 60,000

とんぼの会 サロン 60,000

ハートサロン立町シニア会 サロン 58,000 10,000

わかば会 サロン 50,000

受配団体　202団体　　助成総額13,769,182円

①要援護者支援区分 138件　11,224,049円
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童謡・唱歌をみんなで唄う会
童謡・唱歌を唄い脳の活性化を
図るサロン

50,000

カフェ　すみれ　上町 高齢者等の集いの場 50,000 10,000

カフェ　すみれ　中町 サロン 50,000 10,000

友愛サロン（おしゃべり会） サロン 50,000

いーすと茶房 サロン 50,000 10,000

さくらサロンみやむかい サロン 50,000

ひまわりの会 サロン 50,000

サンＳＵＮカフェ 地域カフェ 50,000

元気会 サロン 50,000

カフェ七島南 サロン 50,000

カフェすみれハイツ サロン 50,000

青空サロン東町会館 サロン 50,000

西ニカフェ サロン 50,000

反町活き粋シニアの会 サロン 50,000 10,000

西富ひだまりの会 サロン 50,000

新子安北部支え合いセンター サロン運営 50,000

松葉台サロン サロン 45,000

ふれあいサロン　ボランティアメイト サロン 45,000

喫茶　七島東町 サロン 40,000

まなびサロン サロン 40,000

サロン　はざわ サロン 40,000

青空サロン　ベルグランデ菅田 サロン 40,000

カフェみなみ町 サロン 40,000

サロン若羽 サロン 40,000

カフェ遊 カフェ 40,000

ほっとサロン＠神大寺 サロン 30,000

おしゃべり散歩の会 サロン 24,000

羽沢南囲碁・将棋の会 サロン 15,000

羽沢南レクリエーションクラブ サロン 10,000

竹の子会 ミニデイサービス 120,000 10,000

ご近所お茶のみ会 ミニデイサービス 90,000 10,000

羽沢南山ゆりボランティアクラブ ミニデイサービス 80,000 10,000

青木なかよし会 ミニデイサービス 80,000

道草の会 ミニデイサービス 70,000 10,000

羽沢北部地区ミニデイコスモス会 ミニデイサービス 50,000 10,000

松見1丁目みどり会 会食会 80,000

和の会 会食会 80,000 10,000

ゆずの会 会食会 80,000

松見西寺尾　すみれ会 会食会 80,000

白幡こぶしの会 会食会 80,000 10,000
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キッチンすみれ 会食会 80,000

二ツ谷昼食会 会食会 80,000 10,000

横浜ｺﾐﾆﾃｨ研究会　たんぽぽ会 会食会 65,449 10,000

山びこ食事サービス 会食会 80,000 10,000

つくし会 ふれあい給食会 80,000 10,000

たちばな会 会食会 80,000 10,000

なべの会 一人暮らし高齢者の食事会 80,000 10,000

白幡向町ふれあい食事会 会食会 80,000

レタスの会 会食会 80,000 10,000

入江地区社会福祉協議会 入江さくら会 60,000

みんなの食場 地域食堂 300,000

つながる＠横浜 若者支援 300,000

いいのいち組 子育て支援事業 300,000

かみのき塾　たんまち塾 学習支援活動 180,000 10,000

片倉うさぎ山公園あそび場管理運営委員会 子育て支援事業 150,000 10,000

ぽっかぽか～神之木西寺尾～ 子どもの居場所 80,000

友ゆうスペース 学習支援 30,000

ＣｏｍｅＣｏｍｅひろば 居場所づくり 40,000

白幡の森すくすく子がめ隊 すくすくかめっ子事業 180,000

白幡宝づくりの会　すくすく子がめ隊 すくすくかめっ子事業 160,000

菅田地区すくすく子がめ隊 すくすくかめっ子事業 120,000

神之木西寺尾すくすく子がめ隊 すくすくかめっ子事業 120,000

すくすく子がめ隊　幸ヶ谷 すくすくかめっ子事業 80,000 10,000

三ツ沢地区すくすく子がめ隊 すくすくかめっ子事業 80,000 10,000

松ヶ丘すくすくかめっ子 すくすくかめっ子事業 80,000

片倉地区すくすく子がめ隊 すくすくかめっ子事業 80,000

松本町すくすく子がめ隊 すくすくかめっ子事業 80,000 10,000

共育ち・ひなた すくすくかめっ子事業 80,000

片倉台団地すくすく子がめ隊 すくすくかめっ子事業 80,000

すくすく子がめ隊　羽沢南 すくすくかめっ子事業 80,000 10,000

西寺尾ラ・クラッセすくすくかめっこ隊 すくすくかめっ子事業 80,000

松見第3すくすく子がめ隊 すくすくかめっ子事業 80,000

神西・浦島丘地区すくすく子がめ隊 すくすくかめっ子事業 70,000

松見第一すくすく子がめ隊 すくすくかめっ子事業 70,000

羽沢長谷すくすく子がめ隊 すくすくかめっ子事業 60,000 10,000

沢渡すくすくかめっ子 すくすくかめっ子事業 60,000 10,000

神北地区すくすくこがめ隊オレンジの会 すくすくかめっ子事業 56,000

六角橋北原・子がめ隊 すくすくかめっ子事業 56,000

片倉うさぎ山すくすく子がめ隊 すくすくかめっ子事業 50,000
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コットンハーバーすくすく子がめ隊 すくすくかめっ子事業 50,000

大口七島すくすく子がめ隊 すくすくかめっ子事業 50,000

羽沢すくすく子がめ隊 すくすくかめっ子事業 50,000 10,000

宮向すくすく子がめ隊 すくすくかめっ子事業 50,000 10,000

栗中まろんるーむ　すくすく子がめ隊 すくすくかめっ子事業 50,000

新子安地区すくすく子がめ隊 すくすくかめっ子事業 50,000

神奈川こがめ隊 すくすくかめっ子事業 45,000

子安入江すくすくかめっ子 すくすくかめっ子事業 40,000

すぺーすろっかくすくすくこがめ隊 すくすくかめっ子事業 30,000

六角橋すくすく子がめ隊 すくすくかめっ子事業 30,000

神奈川食事サービスW.Coぽてと 配食サービス 400,000 10,000

菅田配食ｻｰﾋﾞｽのぞみ 配食サービス 230,000

配食ボランティア　さくら会 配食サービス 210,000 10,000

神之木西寺尾老人給食会 高齢者給食会 80,000 10,000

ピアサポートよこはま
がん体験者による、がん患者・
家族の相談支援

160,000

菅田安心ボランティア 住民同士の助け合い活動 160,000

大口・七島地区ボランティアセンター 地区ボランティアセンター 80,000

三ツ沢南町　お助け隊 地区ボランティアセンター 80,000

松見地区支え愛プラン推進委員会 地区ボランティアセンター 80,000

松見オレンジ 見守り訪問・緊急時対応 80,000

神奈川地区支え合いチーム 高齢者対象の電球等の交換　等 60,000

ちょいボラ会 地区ボランティアセンター 50,000

らら・むーぶ神奈川 福祉有償運送サービス 200,000

ＮＰＯ法人　つばさ福祉の会 羽沢移送支援プログラム 120,000

音楽クラブ　ドレミ 音楽療法 100,000 10,000

ベルハート 余暇支援事業・青年学級 70,000

料理クラブ　トレイン 障害者当事者余暇活動 60,000

神大寺リハビリ教室 リハビリ教室 60,000 10,000

菅田リハビリ教室 リハビリ教室 60,000 10,000

青木リハビリ教室 リハビリ教室 60,000 10,000

花みずき 拡大写本 50,000

麦の会協力者会 子育て支援 30,000 10,000

かなっぷ 親子交流会 60,000

ひまわりの会 障がい児者余暇活動 60,000

スキップ 障害当事者活動(音楽ダンス) 60,000 10,000

神奈川盲ろう者ゆりの会 障害当事者訓練会 60,000

神奈川区視覚障害者福祉協会 研修会 28,000 10,000

横浜こぐま園 訓練会で企画する日帰り遠足 50,000 10,000
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神奈川区聴力障害者福祉協会 社会見学 37,133 10,000

VOICE 神奈川 視覚障害者に対する音声訳 50,000 10,000

手話サークル　わかば 手話サークル 50,000 10,000

ふれあいサークル 手話サークル 50,000 10,000

団体名 事業名 助成金額
会員団体
助成

ガーデン山サロン サロン 20,000

想い出おしゃべり隊 想い出おしゃべり隊 30,000

三枚町　囲碁・将棋・オセロクラブ サロン 30,000

ふれあって羽沢南部実行委員会 福祉まつり 30,000

子安入江地区民生委員児童委員協議会 地域を清掃してだがしや楽校 30,000

大口七島地区社会福祉協議会 スタンプラリー 30,000

神奈川区民生委員児童委員協議会
子ども虐待防止
オレンジリボン運動の啓発

30,000

神奈川区シニアクラブ連合会 運動会 30,000 10,000

神奈川区子ども会育成連絡協議会 宿泊自然体験 30,000 10,000

神奈川地区社会福祉協議会 グランドゴルフ大会 30,000

神奈川区更生保護女性会 講演会 30,000 10,000

かめたろう　おもちゃ病院 おもちゃ病院 40,000

日本語ボランティアわかば 日本語ボランティア 40,000

親子でワッと遊ぼう実行委員会 子育て支援 40,000 10,000

なでしこ会 なでしこ会（施設活動支援） 40,000 10,000

神奈川公園外遊び運営委員会 子育て支援事業 40,000

傾聴ボランティアうさぎ 傾聴ボランティア 40,000 10,000

にこにこ会 出張折り紙サロン 40,000 10,000

MKK（精神保健を考える会）
心を病む人の理解促進に向けた
コンサート開催と家族ミーティ
ング実施

40,000

パソコンクラブ菅田 パソコンボランティア 40,000 10,000

お話しのふりかけ 読み聞かせ 40,000 10,000

ハンドメイドトイBOX 布おもちゃボランティア 40,000

サイコドラマ諏訪坂
心病む人の家族を対象とした学
習会と講演会

30,000

マイトリ―ヘルプサービス わくわくイキイキセミナー 30,000 10,000

フレンド・ワン
動物ふれあい訪問活動
（アニマルセラピー）

40,000 10,000

神奈川保護司会(犯罪予防活動部会) 社明地域懇談会 30,000 10,000
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団体名 事業名 助成金額
会員団体
助成

松ヶ丘シニアヨガクラブ シニアヨガ 10,000

松ヶ丘健康体操会 健康体操 10,000

南京玉すだれ　乙女会 南京玉すだれ 10,000

⑤新規立ち上げ助成区分　 17件　 630,000円

団体名 事業名 助成金額
会員団体
助成

カフェ三仲 地域カフェ 40,000

あおぞらサロンはら小川宅ガレージ サロン 40,000

じゃがいも食事会 会食会 40,000

カフェ本町ひまわり サロン 40,000

カフェ3110/ サロン 40,000

こもれびカフェCoCo サロン 40,000

七島家 子ども食堂 40,000

サロンやまぶき サロン 40,000

サロン福寿会 サロン 40,000

かみはし・はまっ子の会 学習支援 40,000

栗田谷サロン サロン 40,000

カフェおおぐち大寿会 サロン 40,000

サロン南の丘 地域カフェ 40,000

ハイタウン・カフェ 地域カフェ 40,000

羽沢キャベツの会 サロン 10,000

西菅田団地生活支援「ワンコイン見守り隊」生活支援 20,000

子ども支援つみ木 子ども支援 40,000

団体名 事業名 助成金額
会員団体
助成

神之木西寺尾すくすく子がめ隊 子育て支援団体への備品等更新 50,000

六角橋北原・子がめ隊 子育て支援団体への備品等更新 40,000

1

1

2

⑥活動奨励金区分　子育て支援団体への備品等更新助成　２件  90,000円

2

3

14

15

16

17

9

10

11

12

13

4

5

6

7

8

1

2

3

④健康増進区分  　３件　 30,000円
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（うち 57件 57,000円分はふれあい助成金 助成団体一覧参照）

No. 団　　体　　名 助成額(円)

1 横浜市車椅子の会神奈川区支部 10,000

2 横浜やまびこ会神奈川区支部 10,000

3 神奈川区地域精神保健福祉家族会わかば会 10,000

4 麦の会 10,000

5 グループ・スヌーピー 10,000

6 神奈川区障害者地域作業所連絡会 10,000

7 精神保健福祉を推進する神奈川区の会(青桐茶房) 10,000

8  中途障害者地域活動ｾﾝﾀｰ　ﾘﾜｰｸ神奈川 10,000

9 YSK作業所 10,000

10 社会福祉法人　横浜愛育会おおぐち工房1 10,000

11 社会福祉法人　横浜愛育会 おおぐち工房第2 10,000

12 社会福祉法人　横浜愛育会 ふれあいTOMO 10,000

13 たんまち福祉活動ホーム 10,000

14 地域作業所　ワークスみなと 10,000

15 地域作業所　キッチンみなと 10,000

16 ＮＰＯ法人 もくせい 10,000

17 パティスリーもくせい 10,000

18 アトリエもくせい 10,000

19 ティールームもくせい 10,000

20 ＮＰＯ法人　ドレミファ会 10,000

21 横浜市地域活動支援センター　せせらぎ 10,000

22 浦島共同作業所 10,000

23 NPO法人　もくもく 地域活動支援センター　もくもく第一 10,000

24 NPO法人　もくもく 地域活動支援センター　もくもく第二 10,000

25 社会福祉法人　ぐりーんろーど 10,000

26 社会福祉法人　横浜愛育会  パン工房　ゆうき 10,000

27 生活ホーム　愛美 10,000

平成３０年度神奈川区社協ふれあい助成金　会員団体助成

会員団体助成　 111件　　 1,110,000円　
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No. 団　　体　　名 助成額(円)

28 生活ホーム　愛美Ⅱ 10,000

29 生活ホーム　愛美Ⅲ 10,000

30 第２グループホーム　もくせい 10,000

31 グループホーム　すみれ 10,000

32 グループホーム　かりん 10,000

33 グループホーム　ぽぷら 10,000

34 グループホーム　つくし 10,000

35 グループホーム　たいむ 10,000

36 特定非営利活動法人　ひかりの山 10,000

37 神奈川区障害児者団体連絡会 10,000

38 第２カーサせせらぎ 10,000

39 一般社団法人　ピアプレース 10,000

40 生活ホーム　愛美こころ 10,000

41 ＮＰＯ法人　一の会 10,000

42 グループホーム　あんず 10,000

43 グループ･スヌーピー協力者会 10,000

44 ＮＰＯ法人　くじらぐも 10,000

45 ＮＰＯ法人　神奈川被害者支援センター 10,000

46 ＮＰＯ法人　ＷＥ21ジャパンかながわ 10,000

47 神奈川家事介護Ｗ．Ｃｏ「絆」 10,000

48 白幡の森プレイパーク 10,000

49 はざわクラブ 10,000

50 特定非営利活動法人　あいあい 10,000

51 フラ・サークル　Ｌuana（るあな） 10,000

52 はぐはぐ神奈川編集隊 10,000

53 明るい社会づくり運動神奈川区協議会 10,000

54 神奈川区食生活等改善推進員会 10,000
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配分決定額（円）

1 地域 新子安地区社会福祉協議会 年末お楽しみ会（クリスマス会） 102,000

2 地域 新子安地区社会福祉協議会 新子安地区社協福祉大会 71,000

3 地域 子安通一丁目地区社会福祉協議会 第15回シニア元気になる会 71,000

4 地域 子安通一丁目地区社会福祉協議会 グランドゴルフ大会 35,000

5 地域 子安通一丁目地区社会福祉協議会 グランドゴルフ大会 35,000

6 地域 入江地区社会福祉協議会 クリスマスお楽しみ会 71,000

7 地域 入江地区社会福祉協議会 福祉演芸大会 71,000

8 地域 入江連合町内会 連合ウォーキング大会 21,000

9 地域 入江連合町内会 連合ふれあいスポーツ大会 35,000

10 地域 入江1丁目東部町愛会
新年おめでとう　今年もボランティアでが
んばろう

71,000

11 地域 神之木西寺尾連合自治会 グランドゴルフ大会 71,000

12 地域 神之木町町内会 敬老クリスマス会 35,000

13 地域 神之木西寺尾地区社会福祉協議会 年末おたのしみ会 71,000

14 地域 松見地区社会福祉協議会 第13回松見ふるさとまつり 106,000

15 地域 松見連合町内会
松見地区　福祉・親睦グランドゴルフ大
会

56,000

16 地域 松見地区社会福祉協議会 第27回　松見地区福祉演芸大会 71,000

17 地域 大口七島地区連合町内会 地域交流まつり 113,000

18 地域 大口七島地区民生委員児童委員協議会 年忘れお楽しみ会 102,000

19 地域 大口七島地区社会福祉協議会 グランドゴルフ大会 71,000

20 地域 大口七島地区社会福祉協議会 クリスマス会 113,000

21 地域 大口七島地区社会福祉協議会 連合盆踊り大会 106,000

22 地域 白幡地区社会福祉協議会 高齢者交流食事会 71,000

23 地域 白幡地区自治連合会 高齢者交流食事会 71,000

24 地域 白幡地区自治連合会 オーケストラがやってくる 49,000

25 地域 白幡地区自治連合会 しらはた福祉まつり 106,000

26 地域 神奈川自治連合会 神奈川地区新春の集い 113,000

27 地域 神奈川自治連合会 納涼盆踊り 106,000

28 地域 神奈川自治連合会 第２回神奈川地区フェスタ 106,000

29 地域 神奈川地区社会福祉協議会 高齢者・障がい者支援地域福祉交流会 113,000

30 地域 神奈川地区社会福祉協議会
地域高齢者及び若手リーダー発掘と育
成支援

71,000

No 団体名 事業名区分

平成30年度　年末たすけあい配分（事業配分―地域）　申請団体一覧
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配分決定額（円）No 団体名 事業名区分

31 地域 幸ヶ谷自治・青木町町内会 合同ハイキング・バーベキュー 56,000

32 地域 幸ヶ谷地区連合町内会 三世代合同グランドゴルフ大会 91,000

33 地域 幸ヶ谷地区社会福祉協議会 とん汁会 71,000

34 地域 幸ヶ谷地区社会福祉協議会 幸ヶ谷地域まつり 106,000

35 地域 幸ヶ谷地区社会福祉協議会 高齢者お楽しみ会 56,000

36 地域 神西地区　西富・二ッ谷連合町内会
平成30年度西富町会　・二ツ谷町合同防
災訓練

56,000

37 地域 神西地区連合会 第１３回神西地区ふれあいスポーツ大会 74,000

38 地域 神西地区連合会 連合バス旅行 56,000

39 地域 西神奈川１丁目富屋町町内会 新春恒例餅つき大会 56,000

40 地域 立町町内会 花見会 19,000

41 地域 うらしま子供会（浦島丘連合自治会） クリスマスお楽しみ会 35,000

42 地域 浦島丘連合自治会 新春のつどい 35,000

43 地域 青木第一地区社会福祉協議会 青木第一地区グランドゴルフ大会 56,000

44 地域 青木第一地区社会福祉協議会 青木第一地区鯉のぼり展示大会 106,000

45 地域 青木第一地区社会福祉協議会
第１１回青木第一地区ふれあいコンサー
ト

102,000

46 地域 青木第二自治会町内会連合会 青木第二ふれあいバスツアー 71,000

47 地域 青木第二自治会町内会連合会 青木第二グランドゴルフ大会 71,000

48 地域 青木第二自治会町内会連合会 福祉の集い 71,000

49 地域 青木第二地区社会福祉協議会 青木第二盆踊り大会 71,000

50 地域 三ツ沢地区社会福祉協議会 三ツ沢上町「納涼祭」 106,000

51 地域 三ツ沢地区社会福祉協議会 三ツ沢地区グランドゴルフ大会 71,000

52 地域 三ツ沢連合自治町内会 三ツ沢地区「連合運動会」 106,000

53 地域 三ツ沢地区社会福祉協議会 三ツ沢地区「お楽しみ会食会」 35,000

54 地域 三ツ沢地区社会福祉協議会 三ツ沢地区「季節の会食会」 35,000

55 地域 神北地区民生委員児童委員協議会 ふれあいお楽しみ会 71,000

56 地域 神北地区社会福祉協議会 五感を楽しむ会 56,000

57 地域 神北地区民生委員児童委員協議会 おめでとう2019年 71,000

58 地域 神北地区社会福祉協議会 ふれあい大運動会 106,000

59 地域 六角橋地区社会福祉協議会 高齢者支援　ふれあい昼食会 71,000

60 地域
六角橋北町自治会・
　コンフォール北原自治会

ウクレレに合わせてみんなで歌おう 56,000

61 地域 六角橋民生委員児童委員協議会
第１6回年末たすけあい募金による抽選
付お楽しみ昼食会

56,000
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配分決定額（円）No 団体名 事業名区分

62 地域 六角橋自治連合会 納涼会 106,000

63 地域 六角橋南町内会 六角橋南町内会春のお楽しみ会 71,000

64 地域 神大寺地区自治会連合会 第6回神大寺ウォーク 113,000

65 地域 神大寺地区社会福祉協議会 ふれあい交流会・グランドゴルフ 56,000

66 地域 神大寺地区社会福祉協議会 福祉ふれあいお楽しみの集い 71,000

67 地域 片倉地区連合自治会 片倉地区連合自治会　体育祭 113,000

68 地域 片倉地区連合自治会 片倉地区連合自治会　歩こう会 113,000

69 地域 片倉地区社会福祉協議会 かたくら亀のつどい 113,000

70 地域 片倉地区連合自治会 片倉地区連合自治会　防災七夕 113,000

71 地域 片倉地区連合自治会 片倉地区連合自治会　お楽しみ会 113,000

72 地域 菅田地区自治連合会 菅田地区大運動会 106,000

73 地域 菅田地区自治連合会 ペタンク大会 56,000

74 地域 菅田地区自治連合会 さわやかスポーツ大会（グランドゴルフ） 71,000

75 地域 菅田地区民生委員児童委員協議会 輝け菅田の子フェスティバル 71,000

76 地域 菅田地区社会福祉協議会 菅田地区芸能大会 71,000

77 地域 羽沢地区自治連合会 福祉まつり「ふれあって羽沢」北部会場 106,000

78 地域 羽沢地区自治連合会 羽沢地区高齢者グランドゴルフ大会 56,000

79 地域 羽沢地区自治連合会 羽沢地区高齢者グランドゴルフ大会 56,000

80 地域 羽沢地区社会福祉協議会 地区社協高齢者グランドゴルフ大会 56,000

81 地域 羽沢三枚地区民生委員児童委員協議会 羽沢町　お楽しみ会 52,000

82 地域 亀鶴会（三枚地区社会福祉協議会） 新年を寿
ことほ

ぐおたのしみ会 56,000

83 地域
さわやか三枚実行委員会
   (三枚地区連合自治会)

三枚地区第2回グランドゴルフ大会 14,000

84 地域
さわやか三枚実行委員会
   (三枚地区連合自治会)

第8回三枚地区上町下町ボウリング大会 21,000
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配分決定額（円）

1 団体 おしゃべり会 年末おたのしみ会 31,000

2 団体
片倉うさぎ山公園あそび場管理運営
委員会

恒例！！
新年の行事を楽しもう♪ 44,000

3 団体 神奈川区子ども会育成連絡協議会 新春書き初め大会 66,000

4 団体 神奈川区聴力障害者福祉協会 新年交流会 42,000

5 団体 神之木西寺尾老人給食会 新年お楽しみ給食サービス 42,000

6 団体 神大寺リハビリ教室 新年会 33,000

7 団体 グループスヌーピー ボーリング大会 33,000

8 団体 たちばな会 たちばな会 33,000

9 団体 ご近所お茶のみ会 クリスマスお楽しみ会 26,000

10 団体
障害者や高齢者と一緒にお祭りを楽
しむ実行委員会

福祉夏祭り 66,000

11 団体 白幡こぶしの会 新年お楽しみ会 67,000

12 団体 スキップ スキップ　新年を祝う音楽会 33,000

13 団体 白幡の森　プレイパーク 白幡の森まつり 33,000

14 団体 神西浦島丘地区　すくすく子がめ隊 クリスマス会 15,000

15 団体 すげたいっぷく亭 年末おたのしみ会 33,000

16 団体 菅田リハビリ教室 新年会 33,000

17 団体 つくし会 敬老の日　お祝い会 26,000

18 団体 なべの会 ひとり暮らし高齢者の新年会 54,000

19 団体 にこにこ会
にこにこ会
クリスマスお楽しみ会 38,000

20 団体 ハートサロン立町　シニア会 クリスマス会 15,000

21 団体 はざわクラブ がんばろう　子どもの力 66,000

22 団体 パソコンクラブ菅田 懇親会 19,000

23 団体 二ッ谷昼食会 お楽しみクリスマス会 33,000

24 団体 ふれあいサークル ふれあいサークル交流研修会 52,000

25 団体 ぺったんこの会
地域とふれあうフェスティバル
おもちつき＆中学生によるゲーム大会 52,000

26 団体 神奈川盲ろう者ゆりの会 クリスマス会 66,000

27 団体 横浜こぐま園 平成30年度卒園式 19,000

平成30年度　年末たすけあい配分（事業配分―団体）　申請団体一覧
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配分決定額（円）

平成30年度　年末たすけあい配分（事業配分―団体）　申請団体一覧

Ｎo. 団体名 事業名区分

28 団体 横浜市神奈川区視覚障害者福祉協会 かな視協一泊研修会 33,000

29 団体 和の会 Ｘ’ｍａｓ　お楽しみ会 42,000

30 団体 マイトリーヘルプサービス 感謝のつどい　ふれあい交流お食事会 66,000

31 団体 子安・入江　すくすくかめっ子 ちびっ子集まれ！クリスマス会 26,000

32 団体 「回想法」楽しむ会 「回想法」楽しむ会 19,000

33 団体 フレンド・ワン クリスマスイベント 33,000

34 団体 ふれあいサロン ボランティアメイト 郷土をより深く知ろう神奈川歴史講座 15,000

35 団体 ＹＹクラブ
ラウンドワン横浜西口店　甘太郎横浜
南幸店 33,000

36 団体 スカイハイツトーカイふれあい会 30年度ふれあい新年会 15,000

37 団体 反町親睦会 観月会コンサート 54,000

38 団体
ＮＰＯ法人もくせい
神奈川区福祉活動ホーム

もくせいまつり 66,000

39 団体 喫茶　七島東町 クリスマス会 10,000

40 団体
NPO法人たんまち福祉活動ホーム
YSK作業所

クリスマス会（忘年会） 33,000

41 団体 かみのき塾・たんまち塾 クリスマス会 15,000

42 団体 おしゃべりサロン松本 クリスマス会 19,000

NO 区分 施　　　設　　　名 備品名 修繕箇所 配分決定額（円）

1 施設
たんまち福祉活動ホーム
（機能強化型障害者地域活動ホーム）

電話機一式 149,000

2 施設 地域作業所　キッチンみなと パソコン 87,000

3 施設 地域作業所　ワークスみなと ウォッシュレット 53,000

4 施設 グループホームかりん エアコン 69,000

5 施設 グループホームすみれ 清風暖房機（トイレ・脱衣室用） 61,000

6 施設 浦島共同作業所 音声入力支援システム 129,000

7 施設 地域活動支援センター もくもく第一 深切り丸のこ 23,000

平成30年度　年末たすけあい募金　配分事業　施設配分　申請一覧
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