
Ⅰ．身近な地域のつながり・支えあい活動の推進（重点） 

【財源】会費・市社協補助金・共同募金・年末たすけあい配分金・福祉事業基金果実・国際障がい者年基金  

 

身近な地域や近隣での見守りやたすけあいなどの福祉活動を促進し、住民同士による「つながり」を 

活かした生活課題の早期発見・予防・解決の仕組み作りを進めます。また、推進にあたっては「みどり

のわ・ささえ愛プラン」との関わりを考えながら、地域団体や地域ケアプラザと連携し、地区特性に応

じた支援を展開します。 

 

１．ご近所同士の見守り・たすけあいの仕組みづくり 

（１）住民ささえあいマップの実施モデル地区の拡充 

住民ささえあいマップ推進にあたり、現モデル２地区から更に実施地区を増やし、自治会役員向けの勉

強会を行ったり、地域ケアプラザと協働するなど、実施に向け前向きな地区を中心に具体的な推進支援

を行います。 

（２）住民ささえあいマップ取り組みからの地域支援の展開 

住民ささえあいマップの取り組みから、身近な地域での見守り・支えあいの仕組みを推進し、地域課題

の早期発見から解決、予防の仕組みづくりを地域ケアプラザと協働で進めていきます。 

（３）地域の見守りネットワークの推進 

地域住民、新聞配達員、福祉事業者協働の見守り体制構築に向けた土台づくりが、着実に進んできて 

います。各地区特性に合わせた見守り体制の構築を区役所、ケアプラザと協働で進めていきます。 

（４）地区ボランティアセンター等の運営・立ち上げ支援 

現在４地区で展開されている地区ボランティアセンターについて、継続して運営支援を行うとともに、

さらに 2 地区の立ち上げについて地域ケアプラザと協力して支援していきます。また単位自治会やご近

所同士でのたすけあいグループの把握と活動の支援を行います。 

 

２．制度の狭間で支援主体が見つけにくい課題への支援・解決のしくみづくり 

（１）一人ひとりの困りごとに向き合う丁寧な相談体制の充実 

気軽に相談できる、身近に支援してもらえる人がいないために困っている方について、地域ケアプラザ

や近隣住民と協力し、困りごとが個人にとどまらず、地域課題として解決の検討に向かうよう丁寧な支

援を行います。 

（２）新しい福祉ニーズへの対応 

いわゆるゴミ屋敷、ひきこもり、生活困窮世帯、目に見えない障害など、現行の制度に繋がりにくく、

孤立しがちな困りごとへの気づきを大切にし、地域や関係機関と連携し相談対応に取り組みます。 

（３）生活困窮者等へのアプローチ 

①学習支援ボランティアの支援 

主に小学生の学習支援を行うボランティア団体の活動に対する理解促進や、地域で新しく学習支援活

動を立ち上げる団体への支援を区生活支援課、地域ケアプラザと行います。また、区内の学習支援を行う

ボランティア団体のつながりづくりや活動支援を行います。 



②生活困窮（者）世帯支援に向けた取組み 

区社協独自の取組として、生活困窮（者）世帯等への一時的食糧支援（フードドライブ）の仕組みを構

築するとともに、こども食堂・こどもの居場所の支援などを行います。 

 

３．生活支援体制整備事業の推進 

（１）多様な実施主体と連携した高齢者の生活を支える仕組みづくりの創出 

ＮＰＯ、民間企業、社会福祉法人や福祉施設等、多様な実施主体と連携しながら、高齢者の生活を支え

る仕組みや社会参加の機会を増やしていくための取組みを区域の活動として創出します。 

（２）第２層生活支援コーディネーターの活動支援 

地域ケアプラザ等の生活支援コーディネーターと一体となって、高齢者の閉じこもり防止や介護予防

にもなるような、身近な地域で行われている「交流・居場所」「生活支援」「見守り・つながり」等の地域

活動の情報収集と活動把握を引き続き行います。 

 また、住民主体の地域活動の継続・発展や創出を目指した連携・協議の場を連合エリアや日常生活圏 

域で推進していけるような支援を行います。 

 

４．地域ケアプラザとの連携 

（１）地域ケアプラザと一体的な地域支援  

福祉に関する身近な相談機関・地域福祉の拠点として位置付けられている地域ケアプラザや地域包括

支援センターと連携して個別課題、地域課題を把握し、地域関係者と協働しながら課題解決を図ります。 

また、地域ケアプラザ等・区社協・区役所の 3 者が情報共有と検討を行う機会を定期的に設定するこ

とで、お互いの強みを生かした一体的な地域支援を進めていきます。 

（２）地域ケアプラザ運営協議会、所長会への参加 

ケアプラザとの連携を深めるため、各会に参加し、区社協事業への協力依頼・情報提供や「みどりの 

わ・ささえ愛プラン」「生活支援体制整備事業」に関する情報交換を行います。 

（３）地域交流コーディネーター連絡会の開催および研修会の実施 

地区や区域の情報交換と共有を図るため、連絡会を実施します（年１２回）。またコーディネーターの 

共通課題への取組として研修会や勉強会を開催します。 

（４）生活支援コーディネーター連絡会の開催および研修会の実施 

地区や区域での生活支援体制整備事業の進捗状況や情報交換・共有を図るため、連絡会を実施します 

（年１２回）。また、コーディネーターの共通課題への取組として研修会や勉強会を開催します。 

（５）地域ケア会議への参加 

地域関係者と医療・保健・福祉の専門機関が集まり、高齢者個人に対する支援の充実と、それを支え 

る社会基盤の整備にあたっての課題解決を図るために地域ケアプラザで開催される地域ケア会議につい

て、積極的に参加・協力します。 

    

 

 

 



５．地区社協の支援 

（１）地区社協分科会の活性化による情報共有や課題検討の推進 

分科会でのタイムリーなテーマ検討を通した情報共有・課題検討の場づくりを推進します。ミニ研修会

も継続して進めていきます。 

（２）地区社協運営支援の強化 

平成 29 年度に改訂された「地区社協のてびき」をもとに、地区社協が地域の福祉協議体としての強み

を生かして、自治会単位やご近所での見守り・支えあい活動を推進できるよう、必要な研修の実施や役割

の明確化など運営強化に係る支援を積極的に行います。 

（３）新規取組への財源助成による支援 

地区社協が中心となって推進する地域課題解決に向けた新たな取組に対しては、新規事業立ち上げ資

金助成等をとおして支援体制の充実を図ります。 

 

６．地域の福祉団体やボランティアを助成する仕組み 

（１）共同募金配分金事業 

赤い羽根共同募金を財源とする各種福祉団体への助成金については従来の「緑いきいき助成金」に加え

て、「緑区ふれあい助成金」を新設し、横浜市内１８区統一の新配分基準で助成を行います。これにより、

申請団体によりわかりやすく効果的な助成区分とし、また「横浜市介護予防・生活支援サービス補助事

業」へのステップアップを目指す団体への支援も行います。配分にあたっては透明性を高めるため運営

委員会により配分を決定します。また、新規立ち上げ団体の申請は随時受付を行い、新たな活動を開始す

る団体への迅速な支援を行います。 

これらの配分を通じ、助成団体の活動状況の把握、分析を行うとともに、助成団体からの活動や運営に

関する相談にも対応していきます。 

（２）年末たすけあい募金配分事業 

地域の皆さんから寄せられた募金をもとに、各地区の要援護者支援事業や高齢者食事サービス団体、 

地域リハビリ活動団体等に適切な配分を行うことにより、支援が必要な方への地域やボランティアによ

る支援を進めます。 

 

 

Ⅱ．緑区地域福祉保健計画「みどりのわ・ささえ愛ﾌﾟﾗﾝ」の推進 

                         （重点） 

【財源】年末たすけあい配分金                 
 

「地区別計画」と「区計画」を柱とする「第３期みどりのわ・ささえ愛プラン」の推進及び第４期計画

策定に向けた中間振返り、評価を区役所と協働事務局として取組み、自治会や地区社協をはじめとする

地域の方々や、地域ケアプラザ等の関係機関と協力して計画を推進します。また区域研修や地区概況シ

ートの更新などを通して、地区支援チームの活性化を図ります。 



 

１．全体計画の推進（みどりのわ・ささえ愛プラン事務局としての取組）  

＊区、地域ケアプラザ・地域包括支援センターと協働事務局 

（１）みどりのわ・ささえ愛プラン推進委員会の開催 

第３期計画全般の推進について協議、ふりかえりを行う「みどりのわ・ささえ愛プラン」推進委員会を

開催します。 

（２）みどりのわ・ささえ愛プランの PR強化 

第３期計画を区民に浸透させるため、推進計画のパンフレット配布、パネル展示、通信の発行を通し 

て、広く区民に周知していきます。  

 

２．地区別計画推進の支援（みどりのわ・ささえ愛プラン事務局としての取組） 

（１）みどりのわ・ささえ愛プラン地区別計画推進委員会の支援 

各地区の福祉保健に関する課題解決に向けた地区別計画の推進を支援するとともに、推進費の助成（地

区別計画推進事業費）を実施します。 

（２）地区別計画推進の支援体制（地区支援チーム）の活性化 

地区における取組を住民が主体となって推進していけるよう、区役所・区社協・地域ケアプラザ等で地

区ごとの支援チームを構成し、支援チーム会議を開催します（毎月）。 

チーム会議での課題別シートの活用、会議の効率化、質の向上を図ります。 

また、チームメンバーの地域支援スキルの向上と連携強化のために、研修及びチームを横断した拡大支

援チーム会議を開催します。 

 

３．区域計画の推進 

（１）重点テーマに関する取組の推進 

区域での取組が必要と考えられる６つのテーマ（日常的な見守り体制づくりに関する取組、認知症に関

する取組、障害児・障害者に関する取組、子ども・子育てに関する取組、災害時に支援が必要な方への取

組、健康づくりに関する取組）について、区役所、地域ケアプラザ、区社協の協働で検討、推進していき

ます。 

 

 

Ⅲ．幅広い福祉人材育成 

【財源】会費・区指定管理料・市社協補助金・年末たすけあい配分金・福祉事業基金果実・参加費・

寄付金・預金利子 

 

 区社協には地域、施設、区社協事業で必要とされている福祉人材育成が求められています。地域ケアプ

ラザ、地区社協、ボランティアグループと連携したボランティア養成を進めていくとともに、福祉教育で

は学校、当事者と連携して学生の頃からの福祉を経験した人材育成、みどりーむ、区役所と連携したみど

り「ひと・まちスクール」では市民活動と協働した人材育成に取り組みます。 



 

１．緑区福祉保健活動拠点の管理・運営 

（１）活動の場の提供を通した区内の福祉保健活動の活性化  

区内の福祉保健活動団体への活動の場の提供、利用促進、団体の活動支援を通して区内の福祉保健活動

の活性化を図ります。また、拠点利用については部屋の空き情報のタイムリーな提供、利用率の低い部

屋・時間帯について活用の検討等利用促進を図ります。 

（２）利用者アンケートや調整会議を通した使いやすい場の提供 

利用者アンケートやご意見箱設置を行い、利用者に使いやすい拠点運営を行うとともに、拠点利用者を

対象とした利用調整会議を開催し、拠点利用団体間の交流を図ります（年２回）。また、ご意見箱にいだ

いたご意見には迅速に対応し、設備修繕、利用者対応改善方法を検討・実施するとともに、回答を館内に

掲示します。 

（３）施設の維持管理 

老朽化した備品や設備の入替を行います。 

    

２．ボランティア関連事業 

（１）各種媒体を活かしたボランティア情報の発信 

「社協だよりみどり」の紙面を活用したボランティアセンター通信の発行（年２回）・タウンニュース

への情報掲載（年１２回）・ホームページでのボランティア情報提供を定期的に行います。 

（２）ボランティア相談・紹介 

地域ケアプラザをはじめとした地域の身近な福祉の相談機関や区社協の各種事業を通して把握した個

別の生活の困りごとについて、相談者にとって身近なボランティアによる支援を調整し、住民同士の支

えあいにつなげます。 

（３）地域や区域のニーズに応えるボランティアの育成・支援 

昨今のニーズの個別化が進む背景を踏まえ、地域や区域のボランティア情報やボランティアニーズに 

基づいたボランティア支援を行います。また、手話入門講座、音声訳ボランティア入門講座も開催し、聴

覚障害者、視覚障害者を支援するボランティアも養成します。 

（４）趣味やライフスタイルを活かした幅広いボランティア参加の促進 

地域ケアプラザ、地区センター、市民活動支援センター等と連携し、趣味活動等を行う団体に対して、 

活動内容を活かしたボランティア活動の紹介を行う等、福祉分野のボランティア活動を担ってもらえる

人を増やします。 

また、区地域振興課、市民活動支援センター「みどりーむ」運営委員会と共催で地域づくり大学校事 

業「みどり「ひとまち」スクール」を実施し、参加者の地域活動や福祉分野のボランティア活動参加への

橋渡し役を担います。 

（５）ボランティア入門講座（新規登録者向けオリエンテーション）の開催 

ボランティアセンターに新規登録したボランティアを対象とした入門講座を定期的に開催します。 

（６）地区ボランティアセンターの拡充に向けた支援 

各地区のボランティアセンター間での情報交換が円滑になる仕組みづくりや、これからボランティアセ

ンターを立ち上げようとしている地域の支援を目的として地区社協等関係団体と協力していきます。 



３．災害ボランティアの取組 

（１）災害ボランティアセンターの円滑な事務局体制の確保 

大規模災害発生時における、緑区災害ボランティアセンターの円滑な設置運営を確保すべく事務局の

体制を確認し、設営訓練を実施します。また平常時より緑区役所や地域関係者、災害ボランティアとの連

携を強化します。 

（２）災害ボランティアコーディネーターの養成 

災害時に設置される災害ボランティアセンターにて、ボランティア等の調整を行う災害ボランティア

コーディネーターの役割について検討をし、地域と協力関係を築けるよう連携していきます。 

（３）災害ボランティアコーディネーター養成講座修了者への継続した支援 

災害ボランティアコーディネーター養成講座修了者へ継続したスキルアップ研修等の機会を増やしま

す。 

 

４．福祉教育・啓発の推進 

（１）小中学校、地域、企業における福祉教育・啓発の実施 

地域ケアプラザや地区社協と連携して、区内小中学校や地域、企業における福祉教育・啓発の実態を分

析し、地域課題に応じた福祉教育・啓発の企画、提案をします。 

（２）区内小中学校で実施される福祉教育への支援 

区内小中学校が福祉教育を取り組む際に生じる講師謝金やその他経費について助成します。 

（３）企業からの福祉教育・啓発に関する相談対応 

企業で実施する社員向けの福祉教育・啓発に関する相談に対応し、講師の紹介・派遣、福祉体験機材 

の貸出等を行い、また、企業の地域福祉貢献活動について支援をしていきます。 

（４）緑ハートバリアフリー実行委員会による福祉教育の実施 

障害当事者による障害理解のための啓発ができるよう、緑ハートバリアフリー実行委員会による福祉

教育について、関係機関や当事者団体等と連携し、推進します。 

（５）教員を対象とした福祉研修（市社協と１８区社協共催） 

福祉教育をどのように進めていくかを共に考え、実際に学校で福祉教育に取り組むためのより効果的

な工夫について引き続き市社協および 18 区社協協働で提案していきます。 

 

５．善意銀行の運営 

（１）寄付の受入と配分 

区民の皆さまから善意銀行へご寄付いただいた金品を、ボランティアセンター運営委員会の審議を経

て、区内・地域で小規模な活動をしている団体や施設等に対して備品の購入・修繕に関する整備費や運営

費などとして、地域福祉推進のために適切に配分します。また、遺言書を作成してご自身の財産の受取人

やその配分先を指定できる遺贈による寄付も受付けをしていきます。 

（２）寄付文化の醸成への取組・預託者増に向けた工夫やＰＲ  

寄付者（団体）に対しては、広報紙等への寄付者（団体）名の掲載や社会福祉大会での表彰を通じて感

謝の意を表します。また、区内の寄付・配分に関する広報や寄付報告書の作成を通して、預託者の増加に

向け PR を強化するとともに、寄付文化の醸成を目指します。 



Ⅳ．福祉ニーズのある方への支援 

【財源】市補助金・区補助金・県社協補助金・市委託料・区指定管理料・市社協委託料・県社協委託料

共同募金配分金・年末たすけあい配分金・利用料 

 

 個別のニーズに対応するため、あんしんセンター、移動情報センター、送迎サービス、生活福祉資金貸

付という直接相談窓口の運営と直接的支援事業を行っていきます。また、個別支援から地域支援という

区社協の特性を生かし、ニーズに対応するだけでなく、そこから見えてくる本人の困りごとを近所で見

守り、支援していくという地域づくりも進めていきます。 

           

１．あんしんセンター事業・市民後見人活動支援事業 

（１）日常生活自立支援事業の実施 

高齢者・障害者の金銭管理や預金通帳など財産関係書類預かりサービスを中心とした日常生活支援を

行います。また、支援にあたっては、区役所、地域ケアプラザ、障害者後見的支援室「みどりのこかげ」、

自立生活アシスタント事業実施機関等の関係機関や地域関係者と連携し、地域課題の発掘・検討へと繋

げていきます。 

（２）権利擁護に関する相談を通した関係機関との連携強化 

地域ケアプラザをはじめ関係機関や地域関係者と協力し、高齢者や障害者の権利擁護に関する相談に

対応します。 

また、あんしんセンター事業促進のため、事業や成年後見制度の説明などを地域や施設等に出張し行 

います。 

（３）増加するニーズにも対応した質の高いサービス提供 

前年度契約件数を伸ばした実績をもとに、まだ潜在するニーズに対して契約者数の更新を進めます。更

にサービスの質の向上をめざすために、地区担当者を含めたカンファレンスの充実を図り、ケースへの

地域支援を進めていきます。 

（４）市民後見人の活動支援 

横浜市市民後見人バンク登録者への継続した活動支援を市あんしんセンター、区役所、地域ケアプラ

ザ、専門職（弁護士・司法書士・行政書士・社会福祉士）等と協力して行います。また、サポートネット

分科会を企画・実施し(全体会２回・分科会２回)、バンク登録者のスキルアップを支援します。 

 

２．移動情報センター事業 

（１）相談窓口での相談調整 

移動に支援を必要とする障がい者等に対し、移動支援に関する相談対応や、サービスの情報提供・ボラ

ンティアなどの調整を行います。相談対応にあたっては、ボランティアセンター、近隣区社協や他区の移

動情報センター、学校その他の関係機関との連携を図ります。 

対応の難しいケースについては、学校・区役所等関係機関や地域関係者等とケースカンファレンスを行

うなど、「移動」支援の提供に留まらない、その世帯の「生活全般」への支援に結び付くようなコーディ

ネートを行います。 



（２）情報発信と潜在した福祉ニーズの掘り起し 

①「緑区移動情報センター通信」の発行（年１回） 

関係機関や地域関係団体・ボランティア等に対して、事業や移動支援に関する情報を発信します。 

②出張説明会の実施 

個別支援学級や特別支援学校に出張し、先生や保護者向けに事業説明を行うことで、学校との連携を

強化し、潜在したニーズの掘り起しを行います。 

（３）移動支援の提供に係る関係機関との連携強化 

①移動情報センター推進会議の開催（年４回） 

移動情報センターの運営について、情報共有や協議及び連携を図ります。 

②移動支援事業者連絡会の開催（年２回） 

移動支援サービスに係るサービス提供事業者との連絡会を開催し（年２回）、区内における移動支援

サービスのネットワークづくりを促進します。 

 ③エリアブロック連絡会の開催（年１回） 

  横浜市の近隣区で情報の共有や課題解決に向けた研修会を行います。 

（４）移動支援の担い手育成の強化 

①ガイドボランティア養成講座・交流会の開催 

身近な地域で移動支援に関わる担い手を育成するために、ガイドボランティア養成講座を開催しま

す。また、活動者が日頃の活動を通して感じていることを共有できるよう、ガイドボランティアの活動

者同士の交流会を開催します。（年２回）。 

②横浜市ガイドボランティア事業における事務取扱の実施 

横浜市ガイドボランティア事業における事務取扱を行い、身近な地域でのボランティアコーディネ

ートを促進するとともに、ガイドボランティアの円滑な活動を支援します。 

 

３．横浜市外出支援事業サービスおよび送迎サービス事業 

（１）外出支援サービスの実施 

市社協からの委託により、車イス利用者等の移動困難な介護保険対象者等に、福祉車両等による送迎サ

ービスを実施します。 

（２）送迎サービスの実施  

外出支援サービスの対象とならない移動困難な障害のある方等を対象に、福祉車両等による送迎サー

ビスを実施します。 

（３）地域移送サービスの実施  

 区からの補助により、移動困難な身体障害のある方等を対象に、福祉車両等による送迎サービスを実

施します。 

 

４．生活困窮者等支援 

（１）生活福祉資金貸付事業の実施 

低所得者・高齢・障害などの理由により一時的に資金が必要な方に、貸付を通して、世帯の自立支 

援を促進します。（総合支援資金・福祉資金・教育支援資金・生活支援資金・臨時特例つなぎ資金等） 



（２）区生活支援課と連携した相談支援 

区生活支援課（生活困窮者自立支援事業に位置づけられた自立支援相談等）と連携し相談者の生活の立

て直しや経済的な自立に向けた支援を行います。支援にあたっては関係機関や地域関係者との連携やＮ

ＰＯ法人の行うフードバンクとも連携します。 

（３）貸付後の継続した自立支援 

民生委員児童委員の協力を得て、借受人の状況を把握する機会を増やすとともに、貸付長期滞納者への

対応を進めていきます。 

（４）生活困窮者へのアプローチ （再掲） 

①学習支援ボランティアの地区展開 

主に小学生の学習支援を行うボランティア団体の活動に対する理解促進や、地域で新しく学習支援活

動を立ち上げる団体への支援を区生活支援課、地域ケアプラザと行います。また、区内の学習支援を行う

ボランティア団体のつながりづくりや活動支援を行います。 

②生活困窮（者）世帯支援の検討 

区社協独自の取組として、生活困窮（者）世帯等への一時的食糧支援（フードドライブ）の仕組みを構

築するとともに、こども食堂・こどもの居場所の支援などを行います。 

（５）災害被災者見舞金の交付 

火災等の災害被災者に、見舞金を交付します。 

 

５．子育て支援に関わる取組 

（１）児童虐待防止に関する連絡会等への参加 

児童虐待防止を目的として区役所が開催する連絡会等に参加し、関係機関との情報・課題共有を図ると

ともに、社協事業を通じて得た地域課題について発信し、積極的に地域や関係機関の取組へと繋げてい

きます。 

（２）子育て支援連絡会・子育て支援者交流会の開催 

緑区地域子育て支援拠点「いっぽ」・区役所と共催で、区内の子育て支援団体や関係機関と連携を図り、

区民が子育てをしやすくなるよう、支援者同士のネットワークづくりを支援します。連絡会（４エリア年

４回）、交流会（年 2 回）開催。 

（３）交通遺児支援（見舞金・激励金の交付） 

交通遺児に見舞金や激励金を交付します。 

 

６．障がい者福祉関係事業の実施 

（１）みどり障がい児者支援ネットワークの実施 

地域活動ホーム、福祉施設、学校、地域ケアプラザ、NPO 団体や当事者団体の情報交換および区民・

関係者への情報発信の場となるよう必要な支援を行います。 

（２）緑区地域自立支援協議会への参加 

 緑区自立支援協議会に参加をし、区内の障害福祉関係施設・団体・事業所等の顔の見える関係を築くと

ともに、社会福祉協議会の事業についての周知を積極的に行います。 

 



７．高齢者福祉関係事業 

（１）高齢者福祉に係る団体への支援 

「緑区ふれあい助成金」や「善意銀行配分」を通して、高齢者食事サービス団体や高齢者サロン、地区

リハビリ団体等の活動を支援します。 

（２）認知症理解に係る地域活動への協力 

地区社協が行っている認知症講演会、介護者の集い、認知症カフェなどを地域ケアプラザ、区役所との

協働で支援します。 

 

Ⅴ．会員組織を活かした地域福祉の推進 

【財源】会費・市社協補助金・団体負担金・預金利子 

 

会員組織である強みを生かし、会員間相互の情報交換・連携強化や特定のテーマについての課題検討、

並びに「みどりのわ・ささえ愛プラン」区域計画の具体的な取組・活動の推進についての協議を図るた

めに、継続して分科会を開催します。また、会員向け全体研修や分科会の横断開催など、より効果的な

分科会運営について検討・推進していきます。 

 

１．部会・分科会活動 

（１）福祉施設等分科会     （年３回） 

①福祉施設間同士の災害支援共助の仕組みづくり 

災害時音信不通を想定した、社協会員６８施設間の回覧板実施訓練を実施します。 

②社会福祉法人・施設の地域貢献活動の推進 

   社会福祉法人・施設の持つ社会資源を活用し、地域ニーズに対応できる地域貢献活動を進めます。 

（２）民生委員児童委員分科会  （年２回）  

（３）地区社会福祉協議会分科会 （年６回）〔ミニ研修会〕 

（４）地区連合自治会分科会   （年２回）（５）障害福祉当事者団体分科会（年４回） 

（６）ボランティア分科会    （年１０回） 

（７）NPO 等分科会       （年６回） 

  ①新しい地域人材の発掘を目的とした取組の検討 

生活支援コーディネーター連絡会との交流会で企画した講座の開催について検討します。 

  ②有志による子どもの居場所づくり  

（８）福祉団体等分科会          （年１回） 

（９）部会（地域福祉関係団体部会、当事者団体部会、福祉保健教育専門機関部会） 

 

２．会員促進事業 

区社協の組織を拡大し、活発な会員活動のために、ボランティアセンターを活用していただいている施

設、様々な連絡会に参加している団体の中で社協未加入の施設団体には会員加入をすすめていきます。  

また、賛助会員の拡大を図るため、会員のメリットや社協事業の効果的な PR に努めます。 



Ⅵ．運営基盤の強化 

【財源】会費・市社協補助金・区指定管理料・年末たすけあい配分金・    

団体負担金・預金利子 

 

社会福祉法の精神に則り、組織および財務活動についても透明性を確保し、信頼ある組織運営に努めま

す。また、区社協事業、会員活動が多くの区民に浸透するための広報啓発に努めます。 

 

１．広報啓発事業 

（１）ITや紙面を用いた広報の充実 

ホームページ（随時更新）や広報紙「社協だよりみどり」の発行（年 2 回）などにより、社協事業やボ

ランティア情報、地域の福祉活動など福祉情報を提供します。 

また、身体的制約や利用している環境に関係なく、利用しやすく、必要な情報が得られるように、ウエ

ブアクセシビリティの確保と向上に取り組みます。 

（２）緑区社会福祉大会の開催 

緑区において社会福祉に功労のあった方又は社会福祉活動に協力援助された個人又は団体に対する顕

彰を行います。あわせて福祉活動の啓発や地域の福祉保健活動の推進のために、「みどりのわ・ささえ愛

プラン」の推進状況や取組状況を周知します。 

（３）緑区民まつりへの参加 

区内の地域ケアプラザと協働し、地域ケアプラザ及び地域包括支援センターの PR を行います。また、

ボランティア分科会としてもボランティア活動の啓発を目的に参加します。 

（４）「ハーモニーみどりふれあいまつり」による福祉活動の啓発 

ハーモニーみどり内の施設で協力して「ハーモニーみどりふれあいまつり」を実施し、広く社協の PR 

を行います。また、ボランティア団体、障害者施設、各種団体の参加協力を得ることで、それぞれの活動

の広報啓発の機会となるようにします。 

 

２．法人運営 

（１）理事会・監事会・評議員会 

① 理事会  （年４回） 

② 監事会  （年１回） 

③ 評議員会 （年４回） 

（２）委員会活動 

① 緑区社会福祉大会実行委員会    （年２回） 

② 緑区社会福祉大会顕彰委員会    （年１回） 

③ ボランティアセンター運営委員会（年２回）  

④ 緑区ふれあい助成金・緑いきいき助成金運営委員会    （年２回） 

⑤ 評議員選任解任委員会     （随時） 

 



（３）苦情解決の対応 

ご意見箱や窓口等、あらゆる利用者からの“ご意見”・“苦情”を“要望”として受け止め、常に利用者

の権利擁護およびサービスの質の向上に務めます。 

① 迅速な苦情対応および防止策の検討 

② ご意見箱の設置および意見・回答の館内掲示 

③ ヒヤリハットの取組推進 

（４）情報公開 

法人の定款、事業報告・決算報告、監事監査報告書及び現況報告書等の内容を、区社協ホームページ、

広報紙等を活用して広く公開します。 

 

３．各種福祉団体の運営 

各種福祉団体の事務局を担うことにより、団体との連携を進めるとともに、事務の効率化を推進し、各

団体の活動を支援します。 

・神奈川県共同募金会緑区支会 

・日本赤十字社神奈川県支部横浜市地区本部緑区地区委員会 

・神奈川県薬物乱用防止指導員協議会緑区支部 

・緑区保護観察協会 

・緑区“社会を明るくする運動”推進委員会 

・緑保護司会 

・緑区更生保護女性会 

・緑区戦没者遺族会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅰ．身近な地域のつながり・支えあい活動の推進（重点事業） 

 １．ご近所同士の見守り・たすけあいの

仕組みづくり 

(1)住民ささえあいマップの実施モデル地区の拡充 

(2)住民ささえあいマップ取り組みからの地域支援の展開 

(3)地域の見守りネットワークの推進 

(4)地区ボランティアセンター等の運営・立ち上げ支援 

２．制度の狭間で支援主体が見つけにく

い課題への支援・解決の仕組みづくり 

(1)一人ひとりの困りごとに向き合う丁寧な相談体制の充実 

(2)新しい福祉ニーズへの対応  (3)生活困窮者へのアプローチ 

３．生活支援体制整備事業の推進 (1)多様な実施主体と連携による高齢者の生活を支える仕組みづく

りの創出  

(2)第２層生活支援コーディネーターの活動支援 

4．地域ケアプラザとの連携 (1)地域ケアプラザと一体的な地域支援 (2)運協・所長会への参加   

(3)地域交流 CO 連絡会の開催および研修会の実施 

(4)生活支援 CO 連絡会の開催および研修会の実施 

(5)地域ケア会議への参加 

5．地区社協の支援 (1)地区社協分科会の活性化による情報共有や課題検討の推進 

(2)地区社協運営支援の強化 (3)新規取組への財源助成による支援 

6．地域の福祉団体やﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを助成 

する仕組み 

(1)共同募金配分金事業   

(2)年末たすけあい募金配分事業 

Ⅱ．緑区地域福祉保健計画「みどりのわ・ささえ愛プラン」の推進（重点事業） 

 １．全体計画の推進 (1)みどりのわ・ささえ愛プラン推進委員会の開催 

(2)みどりのわ・ささえ愛プランのＰＲ強化 

２．地区別計画推進の支援 (1)みどりのわ・ささえ愛プラン地区別計画推進委員会の支援 

(2)地区別計画推進の支援体制(地区支援チーム)の活性化 

３．区域計画の推進 (1)重点テーマに関する取組の推進   

Ⅲ．幅広い福祉人材育成 

 １．緑区福祉保健活動拠点の管理・運営 (1)活動の場の提供を通した区内の福祉保健活動の活性化 

(2)利用者アンケートや調整会議を通した使いやすい場の提供 

(3)施設の維持管理 

２．ボランティア関連事業 (1)各種媒体を活かしたボランティア情報の発信 

(2)ボランティア相談・紹介  

(3)地域や区域のニーズに応えるボランティアの育成・支援 

(4)趣味やライフスタイルを活かしたボランティア活動の促進 

(5)ボランティア入門講座の開催 

(6)地区ボランティアセンターの拡充に向けた支援 

３．災害ボランティアの取組 (1)災害ＶＯＣの円滑な運営体制の確保 (2)災害ＶＯＣＯの養成 

(3)災害ＶＯＣＯ養成修了者への継続した支援 



４．福祉教育の推進 (1)小中学校、地域、企業における福祉教育・啓発の実施 

(2)区内小中学校で実施される福祉教育への支援 

(3)企業からの福祉教育・啓発に関する相談対応 

(4)緑ﾊｰﾄﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ実行委員会による福祉教育の実施 

(5)教員を対象とした福祉研修（市社協と 18 区社協共催） 

５．善意銀行の運営 (1)寄付の受入と配分 

(2)寄付文化の醸成への取組・預託者増に向けた工夫やＰＲ 

 

Ⅳ．福祉ニーズのある方への支援 

 １．あんしんセンター事業・ 

市民後見人活動支援事業 

(1)日常生活自立支援事業の実施 

(2)権利擁護に関する相談を通じた関係機関との連携強化 

(3)増加するニーズにも対応できる質の高いサービス提供 

(4)市民後見人の活動支援 

２．移動情報センター事業 (1)相談窓口での相談調整 

(2)情報発信と潜在した福祉ニーズの掘り起し 

(3)移動支援の提供に係る関係機関との連携強化 

(4)移動支援の担い手育成の強化 

３．送迎サービス事業・ 

横浜市外出支援サービス事業 

(1)外出支援サービスの実施   

(2)送迎サービスの実施 

(3)地域移送サービスの実施 

４．生活困窮者等支援 (1)生活福祉資金貸付事業の実施 

(2)区生活支援課と連携した相談支援 

(3)貸付後の継続した自立支援  

(4)生活困窮者へのアプローチ(再掲) 

(5)災害被災者見舞金の交付 

５．子育て支援に関わる取組 (1)児童虐待防止連絡会等への参加 

(2)子育て支援連絡会・子育て支援者交流会の開催(3)交通遺児支援 

６．障がい者福祉関係事業の実施 (1)みどり障がい児者支援ネットワークの実施 

(2)緑区地域自立支援協議会への参加 

７．高齢者福祉関係事業 (1)高齢者福祉に係る団体への支援 

(2)認知症理解に係る地域活動への協力 

Ⅴ．会員組織を活かした地域福祉の推進 

 １．部会・分科会活動 (1)施設等分科会での地域貢献活動の推進 

(2)NPO 分科会での有志による子どもの居場所づくり ２．会員促進事業 

Ⅵ．運営基盤の強化 



 １．広報啓発事業 (1)ＩＴや紙面を用いた広報の充実 

(2)緑区社会福祉大会の開催 

(3)緑区民まつりへの参加 

(4)「ハーモニーみどりふれあいまつり」による福祉活動の啓発 

２．法人運営 (1)理事会・評議員会・監事会    (2)委員会活動 

(3)苦情解決の対応   (4)情報公開 

３．各種福祉団体の運営 ８団体事務の事務局 

 


