
１　理事会・評議員会・監事会

（１）理事会

日　　　時 場　所 ・ 出席者 結 果

４月２８日（火） ＜場　所＞

１４：００ 福祉保健活動拠点 ①②③⑧につい

多目的研修室 ては選任された

④～⑦については
承認された

＜出席者＞

理事１１名

監事２名

⑧各種委員会委員の選任について

５月２２日（金） ＜場　所＞

１４：００ 福祉保健活動拠点 ①については

多目的研修室 選任された

②、③については

＜報告事項＞ 承認された

＜出席者＞

理事１１名

監事２名

９月１６日（水） ＜場　所＞

１４：００ 福祉保健活動拠点 ①～⑤については
多目的研修室 承認された

＜出席者＞ 　事業の実施について

理事１１名

⑥職員就業規程の一部改正について

⑦ボランティアセンター運営規程の一部改正について

④その他

＜報告事項＞

①年末たすけあい運動における戸別配分対象について

②平成21年度理事会・評議員会 日程について

③その他

＜議案＞

①正副会長の選任について

②正副会長の職務代理者の選任について

③評議員の選任について

④正会員の新規入会について

⑤平成21年度　一般会計収入支出予算の補正について

＜報告事項＞

①緑いきいき助成金　配分報告

③生活福祉資金貸付制度の見直し、及び新たな資金貸付

④平成21年度　年末たすけあい配分について

⑤世帯賛助会費について

②経理規程の一部改正について

＜議案＞

①正会員の新規入会について

平成21年度　　　事　業　報　告

内　　　　　　容

②平成20年度　事業報告、並びに決算について

①本会正会員について

①評議員の選任について

＜議案＞

③緑いきいき助成金申請状況について

③年末たすけあい運動　生活保護世帯への配分について

　並びに平成21年度事業計画・予算について

②緑区福祉保健活動拠点　平成20年度事業報告・決算、

②各種事業進捗状況

③みどりのわ・ささえ愛プラン進捗状況

④その他



日　　　時 場　所 ・ 出席者 結 果

１２月１０日（木） ＜場　所＞

１４：００ 福祉保健活動拠点 ①、②については

多目的研修室 承認された

＜出席者＞

理事１１名

３月２３日（火） ＜場　所＞

１４：００ 福祉保健活動拠点 ①～④については

多目的研修室 承認された

＜出席者＞

理事１０名

⑥第４次　横浜市地域福祉活動計画について 

（２）監事会

日　　　時 場　所 ・ 出席者 結 果

５月１２日（火） ＜場　所＞

１４：００ ハーモニーみどり 　づき、事業執行状況と予算執行状況について事務局か

１Ｆ区役所会議室 　ら報告

＜出席者＞

監事２名

事務局３名 　簿の精査・照合

②通帳・残高証明書と財産目録を照合

②みどりのわ・ささえ愛プラン進捗状況

③その他

②善意銀行配分報告

⑤緑いきいき助成金進捗状況

⑦その他

④平成22年度　事業計画、及び予算について

①「平成20年度　事業報告並びに決算報告（案）」にもと

④みどりのわ・ささえ愛プラン進捗状況

監事監査報告
書・財産目録へ
の著名・押印に
より、承認され
た。

＜報告事項＞

①世帯賛助会費について

内　　　　　　容

③年末たすけあい募金配分報告

　について

②平成21年度　一般会計収入支出予算の補正について

＜議案＞

①正会員の入会の承認について

①会員規程の一部改正について

②平成21年度　一般会計収入支出予算の補正について

③緑区福祉保健活動拠点満足度調査の意見集約と回答

＜議案＞

内　　　　　　容

＜報告事項＞

①規程・規則等制定基準について

③「平成20年度　事業報告並びに決算報告（案）」、諸帳



（３）評議員会

日　　　時 場　所 ・ 出席者 結 果

５月２８日（木） ＜場　所＞ ①については

１４：００ 福祉保健活動拠点 選任された

多目的研修室 ②、③については
承認された

＜出席者＞

評議員１５名

監事１名

　並びに平成21年度事業計画・予算について 

⑥緑いきいき助成金申請状況について   

⑦平成21年度理事会・評議員会　日程について

⑧その他

９月２８日（月） ＜場　所＞

１４：００ 福祉保健活動拠点 ①～③については

多目的研修室 承認された

②平成21年度　年末たすけあい配分について

＜出席者＞

評議員１７名

１２月１４日(月) ＜場　所＞

１４：００ 福祉保健活動拠点 ①については

多目的研修室 承認された

＜出席者＞

評議員１８名

３月２５日（木） ＜場　所＞

１４：００ 福祉保健活動拠点 ①～④については

多目的研修室 承認された

＜出席者＞

評議員１２名

⑥第４次　横浜市地域福祉活動計画について 

④平成22年度　事業計画、及び予算について

②平成21年度　一般会計収入支出予算の補正について

④みどりのわ・ささえ愛プラン進捗状況

＜報告事項＞

①規程・規則等制定基準について

②善意銀行配分報告

⑦その他

①平成21年度　一般会計収入支出予算の補正について

③年末たすけあい募金配分報告

②緑いきいき助成金　配分報告

①会員規程の一部改正について

＜議案＞

＜報告事項＞

＜議案＞

⑤緑いきいき助成金進捗状況

③緑区福祉保健活動拠点満足度調査の意見集約と回答

①正会員入会報告

⑤その他

　について

①正会員入会報告

③世帯賛助会費について

　事業の実施について

①生活福祉資金貸付制度の見直し、及び新たな資金貸付

③平成20年度　事業報告、並びに決算について

＜報告事項＞

＜議案＞

②平成21年度　一般会計収入支出予算の補正について

①理事、並びに監事の選任について

＜議案＞

⑤緑区福祉保健活動拠点　平成20年度事業報告・決算

③各種事業進捗状況

①正会員の新規入会について

②職員就業規程の一部改正について

④みどりのわ・ささえ愛プラン進捗状況

＜報告事項＞

④その他

②世帯賛助会費について

③ボランティアセンター運営規程の一部改正について

③みどりのわ・ささえ愛プラン進捗状況

内　　　　　　容

④年末たすけあい運動　生活保護世帯への配分について



２　部会・分科会
分科会

会  議  名 日　　時 内　　　　　　　　容

②ボランティア運営委員の選任について

③21年度分科会日程について

①平成21年度　緑区社会福祉大会顕彰候補者の推薦について

②平成21年度　緑区社協事業進捗状況について

③「みどりのわ・ささえ愛プラン」進捗状況について

①平成22年度分科会事業計画について

②「みどりのわ・ささえ愛プラン」進捗状況について

会長・事務局長会議

①平成21年度　緑区社協業務体制について

②緑いきいき助成金運営委員会 委員の選任について

③みどりのわ・ささえ愛プランの進捗状況について

④地区社協事業費運営費の各種手続きについて

⑤緑区社協ホームページでの地区社協活動紹介について

⑥各地区社協との情報交換

会長・事務局長会議

①平成20年度緑区社協事業決算報告及び平成21年度事業

   予算計画について

②「みどりのわ・ささえ愛プラン」進捗状況について

③年末たすけあい運動 生活保護世帯への配分について

④共同募金（街頭募金）運動について

⑤福祉教育助成金について

⑥各地区社協との情報交換

会長・事務局長会議

①年末たすけあい配分及び調査について

②緑区社会福祉大会顕彰候補者の推薦について

③平成21年度　地区社協全体研修について

④共同募金（街頭募金）運動について

⑤「みどりのわ・ささえ愛プラン」進捗状況について

⑥市域地区社協研修における事例発表地区の推薦について

⑦各地区社協の情報交換

会長・事務局長会議

①ボランティアセンター運営委員会 委員の選任について

②緑区社会福祉大会顕彰候補者の推薦及び応援と参加について

③赤い羽根共同募金街頭募金の各地区社協実績について

④平成21年度　地区社協全体研修について

⑤横浜市社協「地区社協研修」について

⑥「みどりのわ・ささえ愛プラン」進捗状況について

①平成21年度緑区社協事業計画・予算、
   平成20年度実施報告・決算について

地区社会福祉
協議会分科会

１０月２２日（木)
１６：００

３月４日（木)
１６：００

１１月２５日（水）
１４：００

福祉施設等
分科会

　６月４日（木)
１６：００

９月２５日（金）
１４：００

４月２４日（金）
１４：００

６月２５日（木）
１４：００



会  議  名 日　　時 内　　　　　　　　容

会長・事務局長会議

①平成22年度 緑いきいき助成金について

②平成22年度　地区社協 予算（案）について

③平成22年度 地区社協分科会 年間スケジュール（案）について

④平成21年度 地区社協全体研修 結果について

⑤「みどりのわ・ささえ愛プラン」進捗状況について

⑥各地区社協との情報交換

会長・事務局長会議

①平成21年度　地区社協　支援実施報告について

②平成22年度　区社協事業方針並びに重点項目について

③平成22年度　地区社協　予算・支援計画について

④第４次横浜市地域福祉活動計画について

⑤「みどりのわ・ささえ愛プラン」進捗状況について

⑥各地区社協の情報交換

４月１６日（木）
１０：００

①緑区社協21年度事業計画・予算について

６月１１日（木）
１０：００

①緑区社協20年度事業報告・決算について
②緑区社協ボランティア運営委員および支援資金貸付委員の
   選任について

ボランティア
分科会

４月２７日（月）
１０：００

①平成21年度　緑区社協事業計画・収支予算書について
②平成21年度　ボランティア分科会出席者について
③平成20年度　ボランティア分科会会計報告について
④第２回ボランティア分科会について

５月２５日（月）
１０：００

①横浜市民防災センター　施設見学・体験学習

６月２２日（月）
１０：００

①平成20年度　緑区社協事業報告・決算について
②緑いきいき助成金運営委員・ボランティアセンター運営委員
   の選任について
③平成21年度　緑いきいき助成金助成団体について
④フェスタみどりのわ実行委員について

７月２７日（月）
１０：００

①介護支援ボランティアポイント事業説明会について
②平成21年度　緑区民まつりについて

９月２８日（月）
１０：００

①緑区民まつりについて
②ハーモニーみどりふれあいまつりについて
③第６回ボランティア分科会について
④緑区社会福祉大会顕彰候補者の推薦について

１０月２６日（月）
１０：００

①神奈川県社会福祉大会　県社協会長表彰について
②緑区民まつりについて
③講演「明るい尊厳死のお話」

１１月１６日（月）
①緑区民まつりについて
②ハーモニーみどりふれあいまつりについて

１２月２１日（月）
１０：００

①ハーモニーみどりふれあいまつりについて
②第２８回緑区社会福祉大会について
③第９回ボランティア分科会について
④手品講習会

１月２５日（月）
１０：００

①行政関係者を招いての懇親会

２月２２日（月）
１０：００

①ヨコハマいきいきポイントについての学習会

３月１５日（月）
１０：００

①今年度反省
②次年度計画

障がい福祉
当事者団体

分科会

３月２６日（金）
１４：００

１月２６日（火）
１４：００



会  議  名 日　　時 内　　　　　　　　容

①ボランティアセンター運営委員会 委員の選任について

②第２８回緑区社会福祉大会について

③「みどりのわ・ささえ愛プラン」進捗状況について

①緑区社協　正副会長について

②緑区社協　地区連合自治会　正副分科会長の選任について

③緑区社協　緑いきいき助成金運営委員、並びにボランティア
   センター運営委員の選任について

④平成20年度緑区社協事業決算報告、および21年度事業計画
   について

⑤平成21年度　緑いきいき助成金　助成団体について

⑥年末たすけあい運動　生活保護世帯への配分について

①平成22年度緑いきいき助成金について

②「みどりのわ・ささえ愛プラン」進捗状況について

民生委員
児童委員
分科会

５月１３日（水）
１６：００

①生活福祉資金貸付調査委員の選出について
②ボランティアセンター運営委員会委員の選出について
③神奈川県共同募金会緑支部委員の選任について

６月１０日（水）
１６：００

①分科会長、副分科会長の選出について
②緑区社協20年度事業報告・決算について
③年末たすけあい運動 生活保護世帯への配分について

ＮＰＯ等
分科会

５月２７日（火）
１１：００

①緑区社協21年度事業計画・予算について

福祉団体等
分科会

６月１９日（金）
１１：３０

２月２０日
１６：１５

地区連合
自治会分科会

１１月２４日（火）
１４：００



３　委員会

会　議　名 日　　　時 内　　　　　　　容 結 果

２月３日（水） ①平成21年度善意銀行預託金の状況

９：３０
②平成21年度善意銀行預託金の配分
　並びに平成21・22年度預託金の配分計画

③平成21年度ボランティアセンター事業報告

④その他

１２月１０日（木） ①顕彰候補者の選考について

１５：４５ ②その他

①委員長・副委員長の選出について

②大会の内容について

③式典司会者について

④参加動員計画について

⑤予算について

⑥その他

①第２部の内容について

②来賓・主催者について

③表彰時のレイアウトについて

④記念品について

⑤応援協力体制・役割分担について

⑥その他

ボランティア
センター

運営委員会

社会福祉大会
顕彰委員会

②について
承認された

①について
選考された

１２月１０日（木）
１６：２０

①～⑤につい
て承認された

社会福祉大会
実行委員会

①について
選出された

②～⑥につい
て承認された

９月１６日（水）
１５：５０



４　会員促進事業

（１）会員加入状況

①正会員（会費収入： ９４５,０００円）

21年度 20年度 19年度

第１種会員 （公私社会福祉事業施設及び団体） 48 46 40

第２種会員 （民生委員・児童委員）※法定定足数211 11(210) 11(204) 11(206)

第３種会員 （地区社会福祉協議会）(１１地区) 11 11 11

第４種会員 （地区連合自治会町内会）(１１地区) 11 11 11

第５種会員 （障がい者団体等当事者団体） 16 16 16

第６種会員 （ボランティア団体） 28 27 25

第７種会員 （その他社会福祉に関係ある団体） 20 20 16

会長推薦会員 （社会福祉関係行政機関・学識経験者） 10

合計 155

②世帯賛助会員（会費収入： １,０９３,２００円）

21年度 20年度 19年度

自治会加入世帯 53,936 53,832 53,839

③賛助会員（会費収入： ５２３,０００円）

21年度 20年度 19年度

個人 一口　１，０００円（原則） 20 17 16

団体・企業 一口　５，０００円（原則） 33 31 40

合計 53 48 56

（２）　会員拡充事業

１　趣旨

２　実施内容

３　対象
　①区社協正会員対象新規施設・団体等

（第１種、第５種、第６種、第７種加入見込み施設・団体等）
　②緑区内企業、団体（帝国データバンクデータに基づく）

４　実施結果
①正会員 第一種会員　２、第六種会員　３　計５施設団体の入会。

第六種会員　２　計２施設団体の退会。

(内訳) 法人施設 （第１種） 前年比　104％　
ボランティア団体 （第６種） 前年比　104％　

②賛助会員 ２０個人、３３企業団体法人から入会（継続31、新規22件の入会）

前年比　110％　

会員種別

　　　①事務局が正会員未加入団体・施設に訪問して趣旨説明。
　　　②区内の企業、団体、法人に賛助会員加入依頼。

　　地域福祉活動推進の理解者増加と、安定的な自主財源の確保を図る区社協組織機能強
化のため、年間を通じて継続的に会員の拡充に取り組んだ。



５　広報啓発事業

（１） 啓発事業

事　業　名 実施時期 内　　　　　　　　容

２月２４日(水)
主催：緑区社会福祉協議会、緑区役所
会場：緑公会堂

13:00 参加人数：４７０名

内容
○第１部　式典
　 ・社会福祉功労者顕彰
　 　表彰：１団体、２１名　   感謝：２団体
　 ・日本赤十字社感謝
　 　協賛委員功労（金色有功章）：１名
　　 協賛委員功労（金色枠感謝）：１名
     協賛委員功労（銀色枠感謝）：３名

○第２部
　みんなですすめよう！「みどりのわ・ささえ愛プラン」
　　①ささえ愛プラン取り組み事業の紹介
　　②講演会「住民が創り出す地域の未来」
　　　　講師：東洋大学社会学部社会福祉学科准教授
　　　　　　　　　　加　山　　弾　　先生

☆区内障がい者地域作業所製品の展示・販売

会場：四季の森公園

緑区民まつりへの参加 １０月１８日（日） 参加団体：ボランティア分科会
内容：ボランティア活動・活動団体紹介パネル
　　　　ボランティア分科会クイズ　　回答者３９３名

ハーモニーみどり
ふれあいま り共催

１２月６日（日）
市民参加のフリーマーケット・福祉バザーコーナー・高齢者
擬似体験・車椅子体験・点字、音声訳、手話体験・ボランティ
ア相談コ ナ 食事コ ナ を実施した

第28回緑区社会福祉大会

ふれあいまつり共催 ア相談コーナー・食事コーナーを実施した。
社協ボランティア分科会・ＮＰＯ分科会等の協力によって各
コーナーが運営された。

（２） 広報誌
「社協だより　みどり」
第２０号発行
全戸配布　60000部

平成２１年１０月 ①福祉教育について
②あなたもできる地域の福祉活動
③ボランティアの依頼（事例紹介）
④地区ボランティアセンターの活動紹介

「社協だより　みどり」
第２１号発行
全戸配布　60000部

平成２２年３月 地域の福祉力発見
①地区活動（防災）の紹介
②みどりのわささえ愛プラン、地区別計画について
③地区ボランティアセンターの活動紹介

地域情報誌「タウンニュー
ス」への記事掲載
40500部

計１７回 各種ボランティア講座に関する募集記事、社会福祉大会の
ようなイベントに関する周知記事などを掲載。



（３） ホームページ

アクセス数 １３，８７８件　 （20年度：16,963件　19年度：16,121件）

更新情報

緑区社協ＨＰアドレス 緑区社協事業の案内　１０件

http://www.midori-shakyo.jp/ ●平成22年度　緑いきいき助成金申請が始まります！！
●第２８回緑区社会福祉大会が開催されます！（平成22
年2月24日）
●やってみよう手話！！１・２・３（ワン・ツー・スリー）に参
加してみませんか？
●平成２２年度緑いきいき助成金説明会が開催されま
す！！
●2月6日、「薬物乱用から身を守る！」講演会と京劇変面
ショー他を開催します
●12月6日 ハーモニーみどり ふれあいまつりが開催され
ます！
●「赤十字救急法講習会」平成21年度受講者募集 （締め
切り10月22日）
●『こころの病を知る講座』が開催されます（締め切り10月
16日） （21.09.30）
●社協だより１８号及び１９号が閲覧、ダウンロードできる
ようになりました （21.05.08）

インターネットにて区民に
社協事業を随時情報提供

地区社協紹介をHPにアップ（更新）



６　研修事業

（１）地区社協研修

日　　時 内　　　　　　　　容

４地区で開催

(２)ボランティアコーディネーター研修

日　　時 内　　　　　　　　容

ボランティア

コーディネー

ター勉強会

７月２２日（水） 参加者：計２９名

１３：００ 　　ボランティア相談室竹山ボランティアコーディネーター

　　ボランティア相談室竹山ボランティア

講師：緑区社会福祉協議会職員・鴨居地域ケアプラザ職員

１月２８日（木） 参加者：計３９名

各ボランティアコーディネーターのコーディネートスキル習得と向
上、各機関のボランティアコーディネーター間での情報交換が可能
となるような関係づくり、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開催した。

地区社協
出張研修

（別途地区社協支
援事業関連参照）

計２回実施

　　研修「ボランティアの心得」、「介護保険の範囲について」
　　　　　「ボランティアコーディネートに係る知識」、

地区社協とともに内容を検討し、地域に期待されているテーマを決
定し、講師の手配、プログラムの進行をおこなった。

１月２８日（木） 参加者：計３９名

１３：００ 　　区域・地域ボランティアコーディネーター２６名

　　地域ケアプラザ３名、緑区役所３名、本会職員２名

　　他区社協職員３名、市社協職員２名

講師：日本ファシリテーション協会　会長　加留部　貴行　氏

（３）実習生受入

期　　間 内　　　　　　　　容

社会福祉分野に進む大学生３名の実習を受け入れた。　（各１２日
間）

（日本社会事業大学、東洋英和女学院大学、田園調布大学）
実習生受入

９月２日～
　　　３０日

　　講義「ボランティアコーディネーターのための
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ファシリテーション講座」



７　ボランティア活動関係事業

（１）ボランティアコーディネート事業

 ＜ 開設日 ＞

年末・年始を除く毎日、午前９時３０分 ～ 午後４時３０分　　　駐在したコーディネーター：９名

１．ボランティア相談件数　１１５６件　（２０年度実績：１１８０件、１９年度実績：１０８４件）

２．ボランティア依頼件数　　１７５件　（２０年度実績：２３６件、１９年度実績：１８２件）

内訳

①単発依頼（送迎活動を含む）

単発 依頼件数 紹介件数 対応率 調整中 調整つかず 取り下げ 紹介人数 調整数

児童 54 53 98.1% 0 0 1 60 141

障がい 13 8 61.5% 0 0 5 18 77

高齢（おおむ

ね60歳以上）
55 46 83.6% 2 2 5 99 486

外国人 0 0 - 0 0 0 0 0

限定せず 0 0 - 0 0 0 0 0

その他 3 2 66.7% 0 0 1 7 61

合計 125 109 87.2% 2 2 12 184 765

昨年実績 203 170 83.7% 4 13 16 564 965

②継続依頼（送迎活動を含む）

継続 依頼件数 紹介件数 対応率 調整中 調整つかず 取り下げ 紹介人数 調整数

児童 1 1 100% 0 0 0 1 1

障がい 21 11 52.4% 2 6 2 13 135

高齢（おおむ

ね60歳以上）
25 17 68.0% 1 7 0 20 136

外国人 0 0 - 0 0 0 0 0

限定せず 0 0 - 0 0 0 0 0

その他 3 2 66.7% 0 1 0 3 48

合計 50 31 62.0% 3 14 2 37 320

昨年実績 33 5 15.2% 23 2 3 16 104

　緑区ボランティア分科会加入グループの経験と実績を基盤とした「緑区社協ボランティア･コー
ディネート事業」を運営し、ボランティア自身によるボランティアニーズの調整、ボランティア
登録･活動の調整等を行った。



３．ボランティア登録者

①新規登録者数（平成２１年度分） ②累計登録者数（～平成２１年度末）

件数･人数 前年度 区分 件数･人数 前年度

グループ（団体数） 4 3 グループ（団体数） 43 40

グループ（会員数）Ａ 230 19 グループ（会員数）Ａ 1,206 976

個人（男性） 28 19 個人（男性） 133 134

個人（女性） 41 34 個人（女性） 251 252

個人（男女合計）B 69 53 個人（男女合計）B 384 386

合計　A＋B 299 72 合計　A＋B 1,590 1,362

４．個人登録者　活動希望分野（人数）★複数回答

①新規登録者（平成２１年度） ②累計登録者(～平成２１年度末）

42 名 264 名

39 名 159 名

28 名 119 名

10 名 61 名

16 名 75 名

20 名 83 名

10 名 38 名

44 名 205 名

15 名 84 名

12 名 61 名

39 名 179 名

42 名 211 名

1 名 26 名

2 名 29 名決めていない

その他

介助

家事援助

生活援助

施設での手伝い

環境・まちづくり・災害

技術提供(福祉系)

イベント手伝い

技術提供(その他)

その他

一時保育・遊び相手

外出付き添い

区分

福祉

話相手

送迎

生活援助

施設での手伝い

技術提供(福祉系)

介助

家事援助

福祉

話相手

一時保育・遊び相手

外出付き添い

送迎

決めていない

その他

環境・まちづくり・災害

イベント手伝い

技術提供(その他)

その他



事業名 実施時期 内　      容

「オトナの一期一会」

（区役所と共催）

「座談会」
５月２１日（木）
～１１月１９日（木）
　（全３回）
「検討準備会」
１月２５日(月)
３月１日（月）

・地縁型団体活動者、目的型団体活動者を対象に、地域活動
の活性化を目指し、活動の中に交流する機会づくりを進めるこ
とを目的に開催した。
・情報交換ができる場として座談会を開催し、互いに「参加・体
験⇔交流・共有」のやり取りが進むよう取り組んだ。
・参加者延べ７８人

障がい者青年学級
ボランティア研修

（長津田地域ケアプラザ
およびボランティアグ
ループと共催）

 ５月３０日（土）～
 １２月１８日（金）
　（全５回）

・地域人材が中核となって運営する青年学級を目標とすること
で、外出する機会や活動する場所が限られがちである障がい
当事者にとっての、身近で新しい、安心できる選択肢を提供す
ることを目的に講座を開催した。
・障がい当事者の参加協力を得て、外出、クッキーづくり等のプ
ログラムを実施した。
・参加者延べ８０人

ボランティア相談室竹山
第１回ボランティアコー
ディネーター研修会

（鴨居地域ケアプラザと
共催）

　７月２２日（水）

・ボランティアコーディネーターのコーディネートスキル習得と向
上、ボランティアの活動の心得を知ること、介護保険について
の学習目的に講座を開催した。
・区社協職員によるボランティアの心得、ボランティアコーディ
ネートに係る知識についての研修と、ケアプラザ職員による介
護保険の範囲についての研修を行った。
・参加者２９人

障がい児余暇支援ボラ
ンティア研修

（新治特別支援学校と
共催）

　７月２８日（火）

・障がい児余暇支援活動に参加を希望するボランティアに対す
る事前研修を介して、対象者の不安軽減やスキル向上をねら
うため講座を開催した。
・特別支援学校教諭による、知的障がい・肢体障がい児への接
し方についての学習、車いす等を使用した実践研修をおこなっ
た。
・参加者５人

団塊世代向け
ボランティア講座
『地域講座
　長津田を楽しもう！』
フォローアップ講座

（長津田地域ケアプラザ
および長津田地区セン
ターと共催）

　１０月９日（金）

・６０歳からの余暇の過ごし方について、地元での選択肢を探
すきっかけづくりとして開催した講座のフォローアップを行うこと
を目的として、講座を開催した。
・内容は、各自が持ち寄った旬の食材を皆で調理して試食し
た。参加者による調理等の技能披露が行われた。

・参加者１３人

精神保健福祉ボランティ
ア講座『こころの病を知る
講座』

（区役所、生活支援セン
ター等区内関係施設と
共催）

 １１月４日（水）～
 １２月１６日（水）
 　（全５回）

・こころの健康を考えるとともに、こころの病についての理解を
深め、講座参加者に何ができるか、何をすればよいのかを、当
事者、支援者の方々とともに考えること。また、講座終了後、具
体的に地域社会の中で活動していくことを目的として、講座を
開催した。
・今年度は区内関係施設やボランティア団体、家族会の協力を
得て、『こころの病を知る講座事務局』を形成して内容を企画、
実施した。
・参加者延べ５５名

（２）ボランティア研修事業



事業名 実施時期 内　      容

ボランティアコーディネー
ター研修会

（１８区社協、市社協と
共催）

　
　１月２０日（水） ・各区社協、また市社協のボランティアコーディネーターを対象

とし、コーディネートスキルの向上と、コーディネーター間の連
携の形成を目的とし、講座を開催した。
・心の病とボランティア活動をつなげる窓口対応についての研
修を受けた後、日頃のコーディネート業務についての意見交換
を行った。

・参加者４２人

ボランティアコーディネー
ター向けファシリテーショ
ン研修会

　
　１月２８日（木） ・ボランティアコーディネートに焦点をあてたファシリテーション

研修を介して、複数名でコーディネート業務に携わる情報共有
の技術を習得する機会、また、ボランティア登録やボランティア
依頼に対応する際のコーディネートスキル向上の機会を提供
することを目的として、講座を開催した。

・参加者３９人

ヤングボランティア講座
『障がい児余暇支援ボラ
ンティア交流会』

（地域活動ホームあおぞ
ら、みどり養護学校と共
催）

　２月６日（土） ・障がい児・者の余暇支援活動等に参加している若年層ボラン
ティアに対して障がい児・者への理解を深めること、また、ボラ
ンティア間のネットワークを形成することを目的として講座を開
催した。

・参加者１４人

手話入門講座
『やってみよう！！
　　　　　　　　手話』

　２月７日（日）
　～２月２１日（日）
　（全３回）

・区内で活動する手話サークルの活動を区民に広く周知するこ
とと、手話を学びたいと考えている区民に対して学習の機会を
提供することをねらい、手話サークル活動周知イベントを区内
手話サークル（みどり手話の会、手話サークルやよい、手話
サークル「昴」）と開催した。

・参加者延べ６５名

緑ボランティア入門講座 　３月１日（月） ・ボランティア相談コーナーに個人登録しているボランティアの
活動上の疑問などをうかがい、今後のコーディネートにいかす
こと、またコーディネーターと登録者の親睦を図ることを目的と
し、講座を開催した。

・参加者４８名



（３）ボランティア情報誌等の発行

情報誌の名称 発行月日 内　      容

ボランティアセンター
だより①

５月１４日
（40500部）

タウンニュースにいぶきの会（老人昼食会）中学生ボランティア
参加記事を掲載した。

ボランティアセンター
だより②

５月２８日
（40500部）

タウンニュースに平成２１年度　区社協事業　重点項目を掲載
した。

ボランティアセンター
だより③

６月１１日
（40500部）

タウンニュースに福祉教育の紹介記事を掲載した。

ボランティアセンター
だより④

６月２５日
（40500部）

タウンニュースに「社会を明るくする運動」ミニ集会の周知記事
を開催した。

ボランティアセンター
だより⑤

７月２３日
（40500部）

タウンニュースに賛助会員の募集記事を掲載した。

ボランティアセンター
だより⑥

８月１４日
（40500部）

タウンニュースに夏休み　学生ボランティア体験の記事を掲載
した。

ボランティアセンター
だより⑦

８月２７日
（40500部）

タウンニュースに善意銀行の案内記事を掲載した。

ボランティアセンター
だより⑧

９月１０日
（40500部）

タウンニュースに長津田北昼食会の紹介記事を掲載した。

ボランティアセンター
だより⑨

９月２５日
（40500部）

タウンニュースに精神ボランティア講座の周知記事を掲載し
た。

社協だより　みどり
第２０号

１０月
（60000部）

ボランティアの依頼（事例紹介）
地区ボランティアセンターの活動紹介

ボランティアセンター
だより⑩

１０月８日
（40500部）

タウンニュースにに赤十字救急法の周知記事を掲載した。

ボランティアセンター
だより⑪

１１月１９日
（40500部）

タウンニュースにハーモニーふれあいまつりの周知記事を掲載
した。

ボランティアセンター
だより⑫

１２月１０日
（40500部）

タウンニュースに送迎ボランティアの募集記事を掲載した。

ボランティアセンター
だより⑬

１２月１７日
（40500部）

タウンニュースにハーモニーふれあいまつりの報告記事を掲載
した。

ボランティアセンター
だより⑭

１月２１日
（40500部）

タウンニュースに手話イベントの周知記事を掲載した。

ボランティアセンター
だより⑮

２月１１日
（40500部）

タウンニュースに緑区社会福祉大会の周知記事を掲載した。

ボランティアセンター
だより⑯

３月４日
（40500部）

タウンニュースに緑区社会福祉大会の報告記事を掲載した。

ボランティアセンター
だより⑰

３月４日
（40500部）

タウンニュースに地区ボランティアセンターの活動紹介記事を
掲載した。

社協だより　みどり
第２１号

３月
（60000部）

地区ボランティアセンターの活動紹介



事　業　名 実施時期 内　　　　　　　　容

福祉教育相談・企画調整 通年
緑ハートバリアフリー実行委員会、地域ケアプラザ等と
共同でプログラムを作り事業実施した。
小学校１３件、中学校５件、地域住民３件
計２１件　約２８００名　　（詳細は下部一覧　参照）

先生のための福祉講座 ７月２９日(水)
～８月７日(金)

教員が、地域福祉や当事者への理解を深め、今後の学
校教育に活かせる手法を習得することを目的として各区
社協、市社協、市教育委員会主催で講座を実施した。
参加者のべ人数２６２名

福祉機器の貸出し
①車椅子　６９件   のべ７９２台
②スロープ　４件   のべ１７台
③アイマスク　２４件   のべ２１３１個
④白杖　７回   のべ５１８本
⑤点字器　９回  　のべ８０５台
⑥高齢者擬似体験セット　１５回   のべ５３１セット

緑ハートバリアフリー
実行委員会 支援

障がい当事者から福祉教育を学校・地域へ発信していく
ため、障がい当事者・地域ボランティアで運営している実
行委員会に協力した。
区内小学校を中心に福祉教育プログラムの企画実施、
地域まつりや研修への参加などを行った。

実行委員会 毎月第４火曜日 計１２回

中高生　夏休み受入施設
相談調整

夏休み体験学習「輝け自分！サマーボランティア」事業
に代わり、区内１３保育所、５地域ケアプラザ、１子育て
支援拠点の協力を得て、個人中心とした活動の相談調
整を行った。（区内中・高校・大学生）

８　福祉教育関係事業

福祉教育　出前授業　調整状況　
月 日 曜日 時間 学校名 学年 人数 テーマ 内容 協力団体・者

5月 7日 木 15：30～17：00 東鴨居中 1 16 実行委員事前学習
①視覚障がい②車いす

アイマスク誘導体験・白杖体験
車いす介助

27日 水 9：00～12：00 東鴨居中 1 155
①視覚障がい
②車いす

アイマスク誘導体験・白杖体験
ブラインドマラソン
車いす介助
車いすバスケ

6月 22日 月 13：10～15：30
神奈川大学
附属中

3 228 視覚障がい
講演・アイマスク誘導体験
ブラインドマラソン

緑ﾊｰﾄﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ実行委員会

7月 2日 木 13：15～14：50 霧が丘中 1 30 点字 点字体験 点字点訳ｸﾞﾙｰﾌﾟなずな

13日 月 9：00～12：15 三保小 4 172
①視覚障がい
②聴覚障がい

①講演・アイマスク誘導体験
②講演・指文字、手話

緑ﾊｰﾄﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ実行委員会
三保地区社協ちょこっとサポーター
ＰＴＡ

8月 20日 木 14：00～16：00
ささえ愛プラン地域人材交流会

「オトナの一期一会」 - 17
障がい理解を進める当
事者発信の福祉教育の
取り組み

講演・ＤＶＤ上映 緑ﾊｰﾄﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ実行委員会

9月 25日 金 10：45～12：15 上山小 4 79 視覚障がい
講演・アイマスク誘導体験・ふれあ
いタイム・給食（ｸﾛｯｸﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）

緑ﾊｰﾄﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ実行委員会
ＰＴＡ

30日 水 10：30～12：00 竹山小 4 51 手話 手話体験
みどり手話の会
手話サークル昴
手話サークルやよい

10月 2日 金 12：30～14：30 中山中 全 800
視覚障がい理解を
通じての道徳学習

講演・代表生徒のアイマスク誘導体
験

緑ﾊｰﾄﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ実行委員会

7日 水 10：35～11：20 霧が丘小 4 107 点字 点字体験 点字点訳ｸﾞﾙｰﾌﾟなずな

21日 水 10：50～12：25 森の台小 4 170 視覚障がい
講演・アイマスク誘導体験・給食
（ｸﾛｯｸﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）

緑ﾊｰﾄﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ実行委員会
ＰＴＡ

25日 日 10：00～12：00
新治中部
フェスティバル

- 50 テナント出展
体験コーナー
（点字・手話・車いす）

緑ﾊｰﾄﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ実行委員会

27日 火 10：40～12：10 霧が丘小 3 118
目に見えない障がい
視覚障がい
聴覚障がい

３つの障がいの寸劇上演
緑ﾊｰﾄﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ実行委員会
霧が丘地域ケアプラザ

28日 水 10：35～12：05 中山小 4 73 視覚障がい 講演・アイマスク誘導体験
緑ﾊｰﾄﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ実行委員会
ＰＴＡ

30日 金 10：40～12：15 長津田第二小 4 112 視覚障がい 講演・アイマスク誘導体験
緑ﾊｰﾄﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ実行委員会
長津田地域ケアプラザ
ＰＴＡ

11月 5日 木 10：40～12：10 山下小 4 102 視覚障がい
講演・アイマスク誘導体験・代表生
徒のﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾏﾗｿﾝ

緑ﾊｰﾄﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ実行委員会
ＰＴＡ

12日 木 10：45～12：15 緑小 5 170 視覚障がい 講演・アイマスク誘導体験
緑ﾊｰﾄﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ実行委員会
ＰＴＡ

19日 木 8：50～10：25 森の台小 4 33 聴覚障がい 講演・指文字、手話 緑ﾊｰﾄﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ実行委員会

12月 1日 火 10：30～12：05 中山小 4 73
目に見えない障がい
視覚障がい
聴覚障がい

３つの障がいの寸劇上演・代表生徒
の劇参加

緑ﾊｰﾄﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ実行委員会

4日 金 9：40～10：40 東本郷小 4 171 盲導犬 講演 緑ﾊｰﾄﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ実行委員会

22日 火 15：00～17：00 緑区役所 - 40 視覚障がい
人権研修として
講演・アイマスク誘導体験、白杖体
験、盲導犬ユーザー体験

緑ﾊｰﾄﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ実行委員会

緑ﾊｰﾄﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ実行委員会
東本郷地区リハビリ教室なすびの
花の会
東本郷地域ケアプラザ
横浜ラポール
ＰＴＡ



９　障がい福祉関係事業
（１）障がい関係事業

実施時期
１１月６日（金）

１２月６日（日）

５月から
２～３ヶ月に１回

（２）学齢障がい児余暇支援事業

日時 場所 参加者 内容 成果
５月２８日
１４～１６時

ハーモニー
みどり

ボラ６名

日程・プログラムについて
　余暇活動のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを
ボランティアを中心に検
討した。

８月４日
１０～１２時

生田緑地 ボラ３名
関係機関１名

下見 　安全に余暇活動が行わ
れるようﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等と下
見をすることができた。

８月１０日
１０～１３時

ハーモニー
みどり

利用者１１名
ボラ２２名
関係機関４名

①ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ顔合わせ
②室内遊び(音楽)

　お互いの顔合わせがで
きた。

８月１２日
１０～１６時

みどりの家 利用者１１名
ボラ２０名
関係機関６名

①ｱﾌﾘｶﾝﾀﾞﾝｽ
②すいか割り・散歩

　みどりの家の設備(ｽﾇｰ
ｽﾞﾚﾝ等)も借りて、たくさん
の活動メニューを提供で
きた。

８月２１日
１０～１６時

生田緑地 利用者１１名
ボラ２２名
関係機関８名

①電車を乗り継ぎ外出
②生田緑地で遊ぶ

　電車を乗り継いで外出
するなど楽しい経験がで
きた。

（３）余暇支援ボランティア講座の開催

日時 場所 参加者 内容 成果
７月２８日
１４～１７時

新治特別支援
学校

ボラ５名
関係機関３名 　余暇支援事業のための

事前研修を実施した。

　肢体不自由・知的障が
いに対する理解が深まっ
た。

（４）緑区学齢障がい児の余暇を考える会の開催
日時 場所 参加者 内容 成果

１０月１９日
１月１８日

ハーモニー
みどり

特別支援学校（2）
地活ﾎｰﾑあおぞ
ら、ﾚｸﾀｽ、保護者
ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ（中山・霧
が丘・長津田・鴨
居・東本郷）
区役所（障がい支
援担当）、区社協

　２回の会合で、長期休
暇中余暇支援の情報提
供や、特別支援級への情
報提供等について検討し
た。

　保護者・関係機関が長
期休暇中余暇支援等に
ついて区域で取り組んで
いく基盤ができた。

青年学級「みつばち」
（長津田地域ケアプラザ共催）

地域人材が中核となって運営する青年学級を目標と
し、外出する機会や活動する場所が限られがちであ
る障がい当事者にとっての、身近で新しい、安心で
きる選択肢を提供することをねらう。

　余暇支援システムの構築、ボランティアの確保と育成を目的に、学齢障がい児を対象と
したレクリエーションプログラムを実施した。
①利用する子どもたちが余暇時間を楽しく伸び伸びと過ごせる時間を設ける。
②事業を実施している間、保護者が少しでも息抜きができるようにする。

地域の方に障がいのある方の理解を深めるととも
に、障害のある方々の交流を図るための交流会実
施に協力した。
参加者４３３名。

内　　　　　　　　容

ハーモニーみどりふれあいまつりで、障がいの理解
に関する啓発パネルや、緑心身連関係団体を紹介
したシートを展示した。

事　業　名
音楽交流会
「フェスタみどりのわ」
（実行委員会に参加）

障がい福祉啓発事業



１０　児童福祉関係事業

（１）子育て支援ネットワーク構築の支援

「みどり子育て支援フォーラム」

実施日：平成２２年３月６日（土）

会　場：ハーモニーみどり２Ｆ

参加団体：区内子育て支援関係団体　１５団体　２２名

内　容：①講演会「集まれ　子育て応援団！」

　　　　　講師　大豆生田　啓友　氏（関東学院大学人間環境学部准教授）

　　　　②ランチタイム交流会

　　　　③全体会

（２）交通遺児支援

件数 金額

激励金：小学校入学 0 0

激励金：中学校入学 1 50,000

激励金：中学校卒業 1 50,000

激励金：高等学校卒業 0 0

見舞金 0 0

2 100,000計

　２０歳未満の交通事故などによる遺児とその世帯に対して、見舞金や激励金を交付
し、生活の援助をした。

　区内で活動する子育て支援団体が、相互に連携して効果的な活動を行うためのネット
ワークづくりについて、子育て支援拠点「いっぽ」や区役所と協力して検討し、地域ケアプラ
ザ等に協力を依頼した。
　また、地域で活動する子育て支援団体が、相互に連携して効果的な活動を行うための
ネットワークづくりのきっかけづくりとして、子育て支援拠点「いっぽ」や区役所との共催で
「みどり子育て支援フォーラム」を開催した。

対象



１１　高齢福祉関係事業

　（１）敬老関係事業

敬老関係事業 １　内容

  （特別養護老人ホーム、指定介護付ケアハウス、介護老人福祉施設）

＜順不同＞

　①ふじ寿か園

　②メゾンヴェルト

　③慶星閣

　⑤ビオラ三保

　⑧北八朔

３　実施日時

その他各地区で開催している敬老会へ参画した。

　　平成２１年９月１４日 （月）１０：１５ ～１６：４５

　⑨横浜ナーシングビレッジ

　　敬老月間の一環として高齢者福祉施設を訪問した。

２　訪問施設

　④しょうじゅの里三保

　⑥フォーシーズンズヴィラこもれび

　⑦フォーシーズンズヴィラそよかぜ



１２　相談業務

（１）相談業務の実施

１．目　　的  

２．実施期間　平成21年4月１日から22年3月31日

　　　　　　　

３．集計結果　　12,123件　 (20年度16,507件　19年度12,423件）

相談内容

福祉情報 ボランティア 機材貸出 寄付 送迎
あんしん
センター 貸付 福祉教育 拠点 その他

359 1,156 98 137 1,723 217 763 156 4,621 2,893

合計 12,123 件

相談方法 プロフィール

来所 電話 その他 個人 団体 不明

5,794 6,035 294 3,602 8,445 76

合計 12,123 件 合計 12,123 件

・区社協や福祉保健活動拠点に寄せられる相談の内容やその傾向から、地域のニーズを
把握し、今後の事業展開の資料とするため、日常的に相談業務を実施するとともに、データ
の集計を行った。



１３ 権利擁護事業（緑区社協あんしんセンター事業）

平成21年度 平成20年度 平成19年度 平成18年度

40 47 39 38

146 130 89 101

新規②
取扱数

③＝①＋②
終了④

年度末数
⑤=③－④

定期訪問・
金銭管理サービス

10 2 12 4 8

財産書類等
預かりサービス

6 0 6 1 5

(３)あんしんセンター出前講座

　自分で金銭や財産関係の書類を管理することに不安のある高齢の方や障がいのある方
の財産や権利を守り、安心して日常生活が送れるように支援する。そのために、ご本人や
関係者からの相談に応じ、必要に応じて下記のサービスを提供した。

　①福祉サービス利用援助、定期訪問・金銭管理サービス
　②財産関係書類預かりサービス

平成20
年度末

①

平成21年度

（２）契約件数、利用者数

（１）初回相談、定期訪問・金銭管理サービス実施回数

初回相談件数

定期訪問・金銭管理サービス
実施回数

内容、日時等

高齢者福祉大学：６月１２日

長津田地区　ケアマネ連絡会：６月１１日

　あんしんセンター(権利擁護事業・成年後見制度について）の周知を図るため、高齢者福
祉大学や地域の高齢者会食会で説明した。また、関係者にあんしんセンターについて理解
していただき、身近な方にご紹介していただくために、地域ケアプラザの職員等に説明した。

参加者数

１８名

４３名



１４　送迎・外出支援サービス事業

事　業　名
横浜市外出支援サービ
スおよび地域移送サー
ビスの実施

肢体不自由児移送サー
ビスの実施

８名

（１）登録者数　：　９０ 名
20年度：８７名　　19年度：7４名　　

（２）コーディネイト件数
利用回数　※片道を１回とカウント　　　（協力ＮＰＯ団体 ： ５団体）

　 年間  ６５１回  （在学：617、在住：34）
20年度：７９９回　　　19年度：５３０回　　

① 通学　　　　　　　　  ５９５　回
20年度：７３２回   19年度：４７７回　　

② 福祉サービス　　　   ５６　回
　20年度：６７回   19年度：５３回　　

　緑区在住・在学の医療的ケアのない肢体不自由学齢障がい児について、原
則付添者なしで送迎するサービスを実施した。

内　　　　　　　　容

　高齢や障がいを理由に歩行が困難な方々の移動を支援するため、福祉車両
（ハンディキャブ）による送迎サービスを実施した。横浜市一般行政サービスで
ある外出支援サービス事業のほか、これに該当しない方を対象に、緑区役所の
補助金を得て、区社協固有の送迎サービス事業として対応した。

　※（　　）内は外出支援サービス事業分での数。

　　　　年間２，２６０回（１，５５６回）

（３）利用目的別内訳
　　①通院等　１，９６１回（１，４４７回）
　　②福祉サービス　２９８回（１０９回）

　　　　　２０年度：２,２２６名　　　１９年度：２,２８７回

　　③行政機関の手続き　１回（０回）

　　利用者　３８３名（２６８名）　　　　　　　　　　運転ボランティア１２名

（２）活動実績
　　利用回数　※片道を１回とカウント

20年度：３６７名   19年度：３６６名　　　　　20年度：１５名    19年度：１５名

〔利用料〕
２㎞まで300円
以降１㎞ごとに100円加
算

　　④その他　　０回（０回）

　運転ボランティアとして、個人登録者のほか「特定非営利活動法人サイドワー
クスネキスト」の協力を得ている。

〔利用料〕
２㎞まで300円
以降１㎞ごとに100円加
算

（３）利用目的別内訳

知的障がい児移送
サービスの実施

  知的障がい児を持つ保護者が学校などの送迎におわれることなく、また本人
も生活のエリアを広げていくことができるようにするため、緑区在学・在住の知
的障がい児を対象に、ＮＰＯ法人車輌による送迎サービスを行なった。

（１）登録者数

（２）活動実績
　　利用回数　※片道を１回とカウント

　　③その他　    ０回

　　　　年間７１回
（３）利用目的別内訳
　　①登下校　　３７回
　　②施設通所 ３４回

〔利用料〕
２㎞まで300円
以降１㎞ごとに100円加
算



1 鴨居地区社会福祉協議会 配食サービス 200,000 B－① 27 緑親会 リハビリ教室 200,000

2 東本郷地区社協配食サービス 配食サービス 200,000 28 地区リハビリ教室友遊会 リハビリ教室 200,000

3 東本郷配食ボランティア 配食サービス 200,000 29 クロワッサン 趣味・スポーツ 100,000

A－① 4 東本郷ささえ愛の会 送迎・外出支援 200,000 30 NPO法人　打鼓音 趣味・スポーツ 100,000

5 白山地区配食サービス　わかば会 配食サービス 200,000 Ｂ－② 31 東本郷地区ﾘﾊﾋﾞﾘ教室なすびの花の会 リハビリ教室 100,000

6 東本郷ボランティアセンター
その他（福祉相談ならびに送迎、および家
事支援等のコーディネート  ） 200,000 32 あかいろぱれっと

日帰り・宿泊ハイク事業　その他（SSﾄﾚｰﾆﾝｸﾞとﾚ
ｸ） 100,000

7 長津田地区社会福祉協議会 送迎・外出支援 200,000 33 森の台鼓 趣味・スポーツ 100,000

8 竹山地区社会福祉協議会 配食サービス 200,000 34 霧が丘ひまわり教室 リハビリ教室 50,000

A－② 9 グループ おとこの出番
その他（知的障がい者支援、その他何らかの支
援が必要な人々） 100,000 35 リハビリ健康教室れんげの会 リハビリ教室 50,000

10 ボランティアばら 会食会・茶話会 70,000 36 クインテット その他[音楽療法(リトミック教室)] 50,000

11 十日市場老人昼食会 会食会・茶話会 70,000 37 テイクオフバンド 趣味・スポーツ 50,000

12 新治中部地区社会福祉協議会 その他（健康づくり教室） 70,000 Ｂ－③ 38 ハーモナイズ中山 趣味・スポーツ 50,000

13 中山食事会 会食会・茶話会 70,000 39 NPO法人のぞみ会神奈川支部　横浜Aｸﾞ
ﾙｰﾌﾟ

リハビリ教室 50,000

A－③ 14 NPOワーカーズ・コレクティブ　くまさん ディサービス・サロン 70,000 40 バターロール 趣味・スポーツ 50,000

15 いぶきの会 会食会・茶話会 50,000 41 竹山地区 山びこ会 リハビリ教室 50,000

16 竹山寿会 会食会・茶話会 70,000 42 ひふみの会 リハビリ教室　訓練会 50,000

17 日鋼御食事会 会食会・茶話会 70,000 43 シュタイナー治療教育の会 趣味・スポーツ 50,000

18 家事介護ﾜｰｶｰｽﾞｺﾚｸﾃｨﾌﾞ　エプロンみどり 送迎・外出支援 50,000 44 南長津田地域ﾘﾊﾋﾞﾘ教室ふれあいの会 リハビリ教室 50,000

19 長津田北昼食会 会食会・茶話会 70,000 45 自主訓練会たんぽぽ 訓練会 50,000

20 グループひろ その他（障がい児見守り） 50,000 46 みらくるの会 日帰り・宿泊ハイク事業 50,000

21 霧が丘会食会 会食会・茶話会 50,000 47 Ｆｏｒ 楽 ｅｖｅｒ 日帰り・宿泊ハイク事業 50,000

Ａ－④ 22 東本郷ボランティア 会食会・茶話会 50,000 48 ビーンズ 日帰り・宿泊ハイク事業 50,000

23 鴨居会館食事会 会食会・茶話会　配食サービス 50,000 49 緑区肢体障害者福祉協会 日帰り・宿泊ハイク事業 50,000

24 三菱さくら食事会 会食会・茶話会 50,000 Ｂ－④ 50 ペガサスの会 日帰り・宿泊ハイク事業 50,000

25 鴨居ケアプラ食事会 会食会・茶話会 50,000 51 虹の会 日帰り・宿泊ハイク事業 50,000

Ａ－⑤ 26 朗読・録音ｸﾞﾙｰﾌﾟ「みどり」 視覚・聴覚障がい者支援　音声訳 70,000 52 竹の子会 日帰り・宿泊ハイク事業 50,000

Ａ区分　合計⇒ 2,730,000 53 たねの会 日帰り・宿泊ハイク事業 50,000

54 すみれの会 日帰り・宿泊ハイク事業 50,000

55 つぼみの会 日帰り・宿泊ハイク事業 50,000

56 さんふれんず 日帰り・宿泊ハイク事業 50,000

Ｂ区分　合計⇒ 2,050,000

活動内容 助成額

１５　共同募金・年末たすけあい配分金事業

（１）共同募金配分事業
    平成２０年度共同募金を原資とした区社協への配分金（地域福祉事業費）をもとに、平成２１年度区社協事業『緑いきいき助成金』として配分助成を行った
団体です。

申請
区分

Ｂ区分　総団体数：３０

全体
通し
番号

助成額

Ａ区分　総団体数：２６

申請
区分 団体名 活動内容

全体
通し
番号

団体名



57 NPO法人　矢車草の会　横浜緑支部
その他（ 障がい者の機能回復及び高齢者
の健康増進 ） 70,000 83 緑区老人クラブ連合会 区老連まつり・シルバーフェスティバル 230,000

Ｃ－① 58 手話サークルやよい 手話サークル 70,000 Ｄ 84 緑区民生委員児童委員協議会 宿泊研修会 400,000

59 みどり手話の会 手話サークル 70,000 85
緑区心身障害児者福祉団体
連絡協議会（心身連）

日帰りバスハイク 370,000

Ｃ－② 60 里っこくらぶ 施設活動支援 40,000 86 緑区子ども会連絡協議会 一泊交流キャンプ 50,000

61 手話サークル 昴 手話サークル 40,000 Ｄ区分　合計⇒ 1,050,000

62 緑区友愛活動推進員連絡協議会 講演会・研修会 30,000

63 重症心身障害児の会 その他（障がい児の余暇活動） 30,000 87 山下地区社会福祉協議会 山下地区リハビリ教室 100,000

64 放課後を親子で楽しむ会 その他（障がい児の余暇活動） 30,000 88 長津田地区社会福祉協議会 ボランティア手芸品リサイクル活動 100,000

65 鴨居まちぐるみ健康教室 その他（健康づくり） 30,000 89 十日市場団地地区社会福祉協議会 おたのしみ昼食会 90,000

66 竹山まちのざわめき化プロジェクト実行委員会 その他（地域振興） 30,000 90 新治中部地区社会福祉協議会 新治中部地区ふれあいフェスティバル 100,000

67 作ってみよう！車いすマップの会
その他（緑区内の施設・道路のバリアフ
リー状況調査と車いすマップ作成） 30,000 Ｅ 91 鴨居地区社会福祉協議会 鴨居福祉まつり 100,000

68 鴨居駅周辺まちづくり研究会
その他（子供たち、高齢者におもちゃづくり
を教える） 30,000 92 東本郷地区社会福祉協議会 高齢者・障がい者のための送迎活動 100,000

Ｃ－③ 69 新治中部地区社会福祉協議会 その他（高齢者バスハイク、お花見） 30,000 93 新治西部地区社会福祉協議会 高齢者・障がい者合同昼食会 90,000

70 おはなしのつばさ その他（読み聞かせ） 30,000 94 三保地区社会福祉協議会
中学生体験学習・ふれあい給食会
広報誌発行・ちょこっとサポーター 100,000

71 リンク
その他（ 障がい児とその保護者で情報交
換や勉強会など ） 30,000 95 霧が丘地区社会福祉協議会

敬老事業（お祝品と小中高生の手紙
など） 90,000

72 三保地区社会福祉協議会 その他（三保ミニディ） 30,000 96 白山地区社会福祉協議会 食事会 90,000

73 東本郷地区民生児童委員協議会 その他（一人暮らし懇親会） 30,000 97 竹山地区社会福祉協議会 ボランティア研修 バスハイク 90,000

74 ニコニコひまわりの会
その他（障がい者 余暇支援活動、お料理
の会） 30,000 Ｅ区分　合計⇒ 1,050,000

75 森のダンス 障がい者グループ活動の支援 30,000

76 壽　鶴双連合会 施設活動支援 30,000

77 フレンドシップ杯ソフトボール大会 実行委員会 障がい者グループ活動の支援 30,000

78 手作りを楽しむ会 その他（親と子ども） 30,000

79 オリーブみどり その他（国際交流） 30,000

80 緑・男の料理同好会 その他（料理同好会） 30,000

81 みどザイル
その他（ 知的障がい児者及びその家族の
ヒップホップダンスクラブ ） 30,000

82 長津田地区社会福祉協議会 その他（お話しボランティア） 30,000

Ｃ区分　合計⇒ 920,000Ｃ区分　総団体数：２６
7,800,000総計　　総団体数：９７

活動内容 助成額

Ｄ区分　総団体数：４

Ｅ区分　総団体数：１１

助成額
申請
区分

全体
通し
番号

団体名
申請
区分

全体
通し
番号

団体名 活動内容



１６　災害援護事業

（１）災害ボランティアネットワーク事業

（２）メゾンヴェルト地区地域合同避難訓練

（３）災害被災者見舞金交付

　災害により被災した世帯に対して見舞金を交付した。

区分 件数 金額（円）

 緑区防災ネットワーク運営委員会の委員として、災害時における援護体制の充実に向け
た検討を行うとともに、「災害ボランティアコーディネーター　フォローアップ訓練」や防災講
演会に参加した。

　特別養護老人ホームメゾンヴェルト、生活介護施設あしび、ケアホームゆがふ、ケアホー
ム森の泉が主催した障がい者を中心とした地域での防災訓練を白山緑自治会、白山地区
社協、白山地区民協と共に後援した。避難訓練を媒介に、災害時だけでなく普段の生活に
もいかされる、地域住民と障がい当事者、施設職員の交流が図られた取り組みとなった。

　実施日：１０月７日（水）
　参加者：６０名（内要援護者２０人）

区分 件数 金額（円）

全 焼 （ 壊 ） 6 30,000

半 焼 （ 壊 ） 1 5,000

死 亡 者 弔 慰 金 0 0

重 傷 者 見 舞 金 1 5,000



１7　善意銀行

（１）　受付状況

預託金・物品

区　　　　　分

　①福祉全般のため 31 件 1,895,421 円

　②高齢・障がい児者福祉のため 5 件 121,050 円

　③子育て支援のため 1 件 7,000 円

　③その他 1 件 100,000 円

合　　　　　計 38 件 2,123,471 円

（２）　配分表

預託金配分内訳  ※本年度預託金と前年度繰越金を合わせて配分。

区　　　　　分

①在宅福祉活動団体等 20 件 400,000 円

②高齢者食事サービス団体 14 件 280,000 円

③心身障がい者団体 10 件 200,000 円

④その他の福祉活動団体 6 件 120,000 円

⑤地区リハビリ教室看護師派遣料配分 3 件 120,000 円

⑥知的障がい児送迎サービス事業（区社協） 1 件 652,259 円

⑦DV等女性相談対応費 1 件 15,000 円

合　　　　　計 55 件 1,787,259 円

件数 金　　　額

件数 金　　　額



（単位：円）

No. 預託者名 金額 配分希望 受付日

1 木村　信保 12,000 福祉一般 H21.4.15

2 匿名 1,200 ” H21.4.28

3 緑区民謡愛好会 67,927 ” H21.5.25

4 神奈川土建一般労働組合横浜緑支部 13,100 ” H21.5.27

5 なかの美智江 69,086 ” H21.5.27

6 前田　陽太郎 100,000 ” H21.6.10

7 日本芸能文化協会 50,000 ” H21.6.11

8 全日本民謡民舞連盟 50,000 ” H21.7.2

9 横浜労働者福祉協議会　北部支部 200,000 ” H21.7.3

10 神奈川土建一般労働組合横浜緑支部 18,950 ” H21.7.6

11 匿名 5,000 ” H21.7.24

12 緑区チャリティゴルフ大会実行委員会 650,489 ” H21.8.25

13 横浜新緑総合病院 34,500 ” H21.9.16

14 青春家族 58,472 ” H21.10.4

15 緑区民謡愛好会 70,064 ” H21.10.7

16 瑠美会 46,988 ” H21.10.10

17 貝田ふみえ歌謡教室 30,000 ” H21.10.11

18 貝田ふみえ歌謡教室 13,633 ” H21.10.15

19 K.N 10,000 ” H21.10.18

20 横浜交通開発㈱　緑営業所 27,100 ” H21.10.22

21 北八朔住宅３号棟　有志一同 9,780 ” H21.10.29

22 十日市場みどり友の会 10,000 ” H21.11.2

23 日本芸能文化協会 50,000 ” H21.11.11

24 （社）緑法人会　女性部会 41,756 ” H21.12.3

25 緑スポーツダンス連盟 1,000 ” H21.12.15

26 田奈農業協同組合 100,000 ” H21.12.15

27 緑区ボウリング協会 33,058 ” H21.12.20

28 匿名 6,318 ” H22.1.28

29 横浜緑ロータリークラブ 100,000 ” H22.3.19

30 (社）ｽｺｰﾚ家庭教育振興協会　青葉・緑地区 3,000 ” H22.3.30

31 木村信保 12,000 ” H22.3.31

1,895,421 円

32 DKMの会 10,800 障がい福祉 H21.4.2

33 緑スポーツダンス連盟 30,000 ” H21.4.20

34 牧野　和敏 50,000 ” H21.5.22

35 MBHSの会 6,000 ” H21.9.1

36 ㈱丸産技研 24,250 ” H21.12.25

121,050 円

37 カラオケ「夢の会」 7,000 子育て支援 H21.12.17

7,000 円

38 神奈川大学附属中高等学校　緑会（PTA） 100,000 その他 H21.11.21

100,000 円

2,123,471 円

平成２１年度　善意銀行預託一覧

その他小計

合　　　　　計

福祉一般小計

障がい福祉小計

子育て支援小計



１８　地区社協支援事業関連

① …出張研修(4地区)/地区社協ﾃﾞｰﾀのﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載

② …「地区計画策定ステップ事業」（5地区）

③ …相談窓口の開設・運営／ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ勉強会

（１）地区社協活動の広報・研修　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

① 本会ホームページに地区社協データ掲載（平成２１年１０月）
② 出張研修（実施順）

地区 日　時 テーマ・講　師 進捗状況・結果

11月18日(水) 「緊急時の救命措置の知識と実技」 ５０名参加

14：00～16：00 渡辺 英男 氏

（緑消防署　鴨居出張所所長）

10月10日(土) 「認知症と現実の介護」 ３２名参加

14：00～16：00 本望小千江 氏

（ケアマネージャー・居宅介護支援事業所

「あゆみ」代表取締役）

11月11日(水) 「認知症を知る」 ３９名参加

13:30～14:40 講師　吉田　保男 氏

（よしだ健康ケアクリニック院長・認知
症サポーター医）

12月6日(日) 「心を聴き合うコミュニケーション」 ３３名参加

10:00～12:00 遠藤清美氏

東
本
郷

鴨
　
居

十
日
市

団
地

新
治
中
部

「傾聴」の重要性について コミュニケーション・

各地区社協運営に資するテーマで出張研修を、ステップ事業及び地域ボランティア相談室事業未申請地
区を中心に実施し、地区社協運営に携わる方へ広くスキルアップと参画、組織理解の機会を増やします。

地区社協活動の広報周知、啓発活動の拡充
ささえ愛プラン地区別計画の作成支援
地域ボランティア相談窓口の開設運営支援の拡充

　地域が抱えるさまざまな福祉の問題をみんなの問題として考え・話し合いそして計画を立て解決にあたる
「社協」のうち、地域住民に最も身近な社協として組織された団体が「地区社会福祉協議会（地区社協）」で、
本会は「地区社協支援計画」のもと、地区の意向と特性を重視した活動支援を行っています。

「地区社協支援計画」

認知症症状のロールプレイを交えて、当事者
や家族の状況と周囲としてできることを学ん
だ。

認知症の症状と関係機関と地域連携の重要
性、ｻﾎﾟｰﾀｰ医の役割などを学んだ。

ＡＥＤの取扱いを中心に、緊急時の救命措置
について、その知識と実技を学んだ。

10:00～12:00 遠藤清美氏

（聴き合いルームはとまめ）

③ 全体研修

（２）ささえ愛プラン地区別計画の作成支援

「地区別計画策定ステップ事業」

〈連合自治会単位・地区社協モデル地区で展開〉

　集合型の全体研修を地区社協運営に役立つテーマとして、広報実務担当者を主対象とした「広報
研修」を　①一斉研修　②フォローアップ講座(希望地区)の２部形式で実施した。

市
場

地

日時：①平成２１年１２月９日(木)　９：４５～１２：３０
　　　②平成２２年１月２６日(火)　１５：４５～１７：１５
内容：「読みたくなるにはどうするか」の視点から見た紙面づくりの基本技術についての講
　　　　義と、各地区社協広報紙の製作担当者によるＰＲ。
講師：㈱オープン代表取締役　高橋誠一氏
参加者：①計２２名／②計２名（鴨居・霧が丘）

　わが街、わが地区ならではの福祉活動、課題や可能性を住民主体で見つめなおし、“地区別計画”
策定を目指し事業等を通じでその基盤づくりと取り組みを進めます。
活動者とサポートを必要な方の代弁者・両方の顔を持つ地区社協が主体となり、地区ならではの福
祉活動の課題や可能性を、①発見 → ②発信 → ③参画 → ④充実・達成 → ⑤再発見　のステップ
で検証、地区が一丸となって計画づくりに取り組める基盤づくりを行います。

　２ヵ年目となる今年度は、白山・山下・霧が丘・長津田に加え、新たに東本郷が加わった５地区社協
がモデル地区となり、自治会や民生委員をはじめ、地域住民の理解と協力を得て、地区特性を活かし
た取り組みを行いました。

「傾聴」の重要性について、コミュニケーション・
人間関係の定義などと合わせて学んだ。



主なテーマ・特徴 具体的活動 今後の展開

住民自身が平素から感じ
ていることや考えをアン
ケート聴取し、地域の福
祉活動に採り入れていく
とともに、若い世代との交
流や参画を得られるよう
にする。

実行委員会を中心に、地域における
活動内容と課題を共有する目的のア
ンケートを実施。

実行委員会立ち上げ、構
成団体の連携強化、分析
結果をフィードバックす
る。

目的の確認、項目・内容・対象を検
討し、共有した活動内容と課題を
ベースに作成したものを、地区内約
4,900世帯の全世帯に配布。1,850世
帯から回答(38.1％)があった。

全世帯配布する「おたが
いさまカード」でニーズを
つかみ、手助けできる方
（シーズ）対象にアンケー
ト調査、双方のためのボ
ランティア相談室を開設
する。

単位自治会毎に全世帯へ「おたがい
さまカード」 (様式・手続等は統一)を
配布し回収。

「おたがいさまカード」によ
りつながりと信頼を醸成し
安心のまちづくりの完成
度を高める。

サポートを要する方対象のカードと手
助けできる方対象のカードと、それぞ
れから地区内のニーズとその緊急性
の把握や担い手の傾向などを、自治
会・民生委員・各種団体とも共有し
た。

地域の特徴を把握して
ニーズに合った方策を検
討する。

災害時の集合場所などの標識として
幟を作成する一方で、消防署などの
意見を参考に、旭区の老人会の活動
にヒントを得た「あんしんカード」を完
成させ、前年度作成「防災データマッ
プ」とともに、健康教室や老人会など
を中心に周知を図っている。

高齢者が容易に集まれる
範囲での小地域での交流

東
 

本
 

郷

アンケートの結果を地域へ戻していくとともに、
地区の現状と期待される活動などについて、
集計結果を分析し、地区別計画策定への参考
資料として活用していく予定

白
　
山

カードから上がる相談などの調整窓口となる、
ボランティア相談室開設にむけて、サポートを
要する方への訪問やコーディネーターの募集
など進めていく。

山

キーマンを中心とした小地域の交流の場づくり
については、新たな場づくりはできなかった
が、老人クラブに積極的に関わることで可能性

後 康 ド
範囲 域 流
の場づくりをすすめること
で、日常的な交流が結果
的に防災につながるよう
に企画する。

また、まちぐるみ健康体操の立ち上
げ支援をした。

小地域での高齢者交流
の機会づくりを、各自治会
でのキーマンを掘り起こし
ながら進める。

潜在ニーズである理美
容・配食等の在宅サービ
ス提供のためのコーディ
ネート拡大を中心に、地
区福祉活動の見直し・整
理・ネットワークづくりを行

敬老の日のお祝い訪問時に、配食・
理美容サービス利用のアンケートを
実施した結果、配食サービス希望数
を把握。

ボランティア相談室を通じ
た調整(予定)

12/22，1/19、2/16に配食サービス
について検討会を実施した。

子どもと地区内活動者が
「一緒につくりあげる」姿
勢 の も と 、 地 区 社 協 事
業、学校行事、農作業体
験などでの交流や事業を
通じて、子どもや保護者
が地域に相談しやすい関
係づくりを図る。

各活動の結果をふり返り、次年度以降の内容
について検討する。

子どもと地域活動者、障
がい当事者等とで「一緒
に作り上げる活動」を実
行委員会で検討

長津田こども園には子ども達の成果発表のた
め運動会に招かれる予定

霧
 

が
 

丘

　
下

を見出した。今後も防災や健康をキーワードに
老人クラブなどに働きかけて行くことが効果的
と思われる。

H22.3.23第１回配食サービスを実施した。

長
 

津
 

田

実行委員会を中心に、田奈中福祉委
員主体の「いぶき野昼食会」、「地区
社協リハビリ教室」参加、長津田第
二小生徒との「農作業体験」、長津田
小「野草園」見学、長津田こども園
「竹馬の製作・指導」をした。



（３）地域ボランティア相談窓口の展開

① 相談窓口運営の支援

地区 事業名
東本郷
ボランティアセンター

広報媒体を介しての周知

霧が丘地区
ボランティア相談室

竹山
ボランティアセンター
イ) 開設準備での情報提供、相
談調整
ロ) 地域ボランティア相談室事業
助成
ハ) 広報媒体を介しての周知

(イ)様式類、他地区情報の提供
(ロ)事業費助成
(ハ) 社協だよりみどり２０・２１号、区社協ＨＰ掲載
(二)定例会オブザーバー参加
(ホ)企画調整及び講師派遣

東
本
郷

竹
山

霧
が
丘

(イ)窓口用携帯電話の契約使用料助成
(ロ) 社協だよりみどり２０・２１号、区社協ＨＰ掲載
(ハ)定例会オブザーバー参加
(二)オブザーバー参加
(ホ)仕様、文言等作成支援

(イ) 地域ボランティア相談室事
業助成
(ロ) 広報媒体を介しての周知
(ハ) コーディネーター会議への
臨席
(ニ) 登録ボランティア研修・交流
会
(ホ) ボラセン周知チラシの改訂

ささえ愛プランリーディング事業「地域ボランティア相談室の設置・運営」において、身近な地域のボランティアの
相談窓口の、地区社協単位での開設と運営を支援します。

進捗状況

社協だよりみどり２０号、区社協ホームページ（ＨＰ）掲載

 

東 本 郷 霧 が 丘 竹 山 

【東本郷ボランティアセンター】 
■ 発足：平成１２年 ７月～ 

■ 東本郷ケアプラザ内相談室 
■ 受付：TEL ４７３－７６７０ 

■ 月～金 ９：３０～１２：３０ 
■ 電話、もしくは来所で受付 

【霧が丘地区ボランティア相談室】 
■ 発足：平成１９年 ３月～ 

■ 拠点なし（携帯電話） 
■ 受付：TEL０９０－８９４９－３７８６ 

■ 月～金 １０：００～１４：００ 
■ 電話、もしくは訪問で受付 

【竹山ボランティアセンター】 
■ 発足：平成２１年１０月～ 

■ 竹山自治会館内社協事務室 

■ 受付：TEL ９３４－５８６１ 

■ 月～金 １０：００～１２：００ 
■ 電話、もしくは来所で受付 

ハ) 広報媒体を介しての周知
ニ) 定例会議への臨席
ホ) 登録ボランティア研修会

② 「ボランティアコーディネータ勉強会」（再掲）

日　時：平成２２年１月２８日(木)　１３～１７時
内　容：講義・演習「ファシリテーション講座」（講師：日本ﾌｧｼﾘﾃｰｼｮﾝ協会会長　加留部貴行氏）
参加者：計３９名（順不同）
東本郷ボランティアセンター／霧が丘ボランティア相談室／竹山ボランティアセンター／山下地域支え合いの会
／白山地区社協／区社協ボランティア相談コーナー／ボランティア分科会／区内地域ケアプラザコーディネー
ター／緑区役所職員／市社協・他区社協職員／本会職員

(ホ)企画調整及び講師派遣

区内コーディネーターの活動状況を知り今後の連携に役立て、勉強会を通じ区内ボランティアコーディネーター
の連携の強化　をしていけるよう、区域でコーディネーターのレベルアップ、連携促進のための研修に取り組ん
だ。

 

東 本 郷 霧 が 丘 竹 山 

【東本郷ボランティアセンター】 
■ 発足：平成１２年 ７月～ 

■ 東本郷ケアプラザ内相談室 
■ 受付：TEL ４７３－７６７０ 

■ 月～金 ９：３０～１２：３０ 
■ 電話、もしくは来所で受付 

【霧が丘地区ボランティア相談室】 
■ 発足：平成１９年 ３月～ 

■ 拠点なし（携帯電話） 
■ 受付：TEL０９０－８９４９－３７８６ 

■ 月～金 １０：００～１４：００ 
■ 電話、もしくは訪問で受付 

【竹山ボランティアセンター】 
■ 発足：平成２１年１０月～ 

■ 竹山自治会館内社協事務室 

■ 受付：TEL ９３４－５８６１ 

■ 月～金 １０：００～１２：００ 
■ 電話、もしくは来所で受付 



１９　地域ケアプラザとの連携

会議名 日　　時 内　　　　　　　　容

地域ケアプラザ
所長会

計６回
15:30～17:00

　隔月で開催される地域ケアプラザ所長会に参加し「子育て支援の
ネットワークづくり」や「みどりのわ・ささえ愛プラン」の推進について
協力を求めるとともに、相互に情報交換を行い、連携を深めた。

コーディネーター
業務連絡会

計１２回
14:30～17:00

　区社協事務局により地域ケアプラザ地域交流部門担当の担当者
会議を開催。（根拠：「日常生活圏域における地域ケアシステムの推進マニュア

ル」および「地域支えあいネットワーク」推進指針（横浜市文書）

　各プラザ事業、区及び区社協事業の進捗状況の共有、情報交
換、業務執行に資するケース検討や、全コーディネータでの合意を
要する案件の協議を月例で実施し組織間連携を図っている。
　関係機関からの会議出席依頼には、互選の代表幹事を派遣し、
業務効率化と意識の共有化に努めている。
○主たる議題
 各ケアプラザ事業の進捗状況の共有、意見交換
 「みどりのわ・ささえ愛プラン」の推進
　地域交流研究部会（市域コーディネーター担当者会議）
　区子育て支援担当事業「プレパパプレママ講座」全プラザ展開
　緑ハートバリアフリー実行委員会　など



２０　緑区福祉保健活動拠点の管理・運営

（１）区内の福祉保健活動団体に活動の場を提供した。

　　登録　７９団体（２０年度：８０団体、１９年度：８０団体）

午前 170 211 240 257 14 14 189 210 138 138 751 830

午後 142 192 285 398 5 6 255 387 160 171 847 1,154

夜間 39 41 124 135 0 0 79 79 49 49 291 304

計 351 444 649 790 19 20 523 676 347 358 1,889 2,288

２０年度：２，４９９ １９年度：３，０３２

（２）緑区福祉保健活動拠点利用調整会議

（３）福祉活動拠点利用者アンケート　　

１．アンケート期間 平成２２年１月～２月

２．回答数 福祉活動拠点利用者 ２４２件

３．結果報告 （１）拠点調整会議にて報告

（２）窓口掲示にて利用者に公表

（３）理事会、評議員会に報告

（４）ご意見箱の設置とご意見への対応

設置期間：平成21年4月1日～平成22年3月31日

全１９件中 拠点関係 １８件 事業関係 ０件

窓口対応関係 ０件 その他 １件

対面朗読室
・編集室

計

547 2,288

2月26日（金）14：00～15:30

　利用者の拠点の円滑な利用の促進と利用団体相互の交流を図るため、２回の利用調
整会議を開催した。

25団体

内容

拠点の利用方法に
ついて･意見交換

参加団体数

録音室
部屋の
区分等

団体
交流室

多目的
研修室

点字
製作室

　ご意見箱を設置し、利用者の声を随時受けとめる体制をとり、対応可能なものについて
対応し、利用調整会議において報告するとともに、窓口に掲示して広く市民に公表した。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

団
体

当
事
者
団
体

1,517 224

そ
の
他利用

日数
延べ
件数

利用
日数

　利用者の声に耳を傾けるために、１～２月にアンケートを実施。ご意見箱への意見に併
せて拠点運営の改善の資料とした。また、対応については利用者懇談会、理事会・評議
員会で報告するとともに、窓口に掲示して広く市民に公表した。

22団体2月20日（土）10：00～11:30

日　　時 場　所

ボランティアルーム

多目的研修室Ⅰ

延べ
件数

利用
日数

延べ
件数

計

利用
日数

延べ
件数

利用
日数

延べ
件数

利用
日数

延べ
件数



２１　緑区地域福祉保健計画・地域福祉活動計画「みどりのわ・ささえ愛プラン｣推進

名　称 担当エリア

東本郷地域ケアプラザ 東本郷

鴨 居 地 域 ケ ア プ ラ ザ 鴨居・竹山・白山

中 山 地 域 ケ ア プ ラ ザ 新治中部・三保

十日市場地域ケアプラザ 新治西部・十日市場

霧が丘地域ケアプラザ 霧が丘

長津田地域ケアプラザ 長津田

ふ じ 寿 か 園
地域包括支援センター

山下

(３）地区社協支援を通じての地域支援（再掲）

(４）推進委員会の実施

日　　　時 内　　　　　　　　　　容
第１回 ①第２期ささえ愛プラン　策定準備について

６月１２日(金) 　昨年度までの取り組み／２１年度以降の取り組みについて
１４：００～１６：００ ②第２期計画策定のための準備調査〈区民アンケート〉について

第２回 ①２１年度各種事業の報告について
９月３０日(水) ②第１期計画のふり返りについて

１０：００～１２：００ ③区民アンケートについて
④地区別計画の策定について

第３回 ①第２期区計画について
１２月１６日(水) ②地区別計画策定について

１０：００～１２：００ ③区民アンケートについて
④２１年度各種事業の報告について

第４回 ①第２期区計画について
３月１７日(水) ②地区別計画策定について

１０：００～１２：００ ③区民アンケートについて
④２１年度各種事業の報告について

(１）地区支援チームの立ち上げと会議の月例開催

　緑区地域福祉保健推進会議の専門部会たる推進委員会の評価・進行管理のもと、「みどりのわ・ささえ
愛プラン」の推進に、共同事務局として緑区とともに取り組む。５カ年計画のうち４年目にあたる。
　区社協・区・地域ケアプラザでの推進委員会・地区支援チーム（旧ワーキング会議）体制で地域の福祉
保健活動を進めて行くにあたって、情報交換、意見収集、地域への働きかけを行った。

推進委員会

みどりのわ・ささえ愛プランの進捗状況を把握し、評価、進行管理を行った。
構成：　　　１０人程度.（学識経験者、福祉保健活動団体・事業者代表、区民）
事務局：　福祉保健課事業企画担当、緑区社会福祉協議会

プランリーディング事業「地域ボランティア相談窓口の開設運営」と「地区別計画策定ステップ事業」、「地
区社協出張研修」を柱とした地区社協支援計画にそって、地区社協と協働しての地域づくりを進めた。

(２）地区別計画策定委員会の立ち上げと参加

第２期ささえ愛プランの１１地区別計画策定にむけて、各地区で地区別計画策定委員が選任、１月には各
地区にて第１回委員会が開催された。
ここへ「地区支援チーム」として準備から当日の運営に参画するとともに、委員会報告書も作成した。

地域ケアプラザ別推進ワーキング会議を前身とする、地区別計画策定や地域の取り組みの推進にむ
けて地区を支援する「地区支援チーム」を立ち上げ、各地区での課題の発見・共有・検討を行うととも
に、地域での福祉活動に対する支援を進めた。
　構成メンバー：区役所各部課長によるチームリーダー、同サブ、福祉保健センター職員、
　　　　　　　　　　地域ケアプラザ職員（コーディネーター・包括支援センター）、区社協職員

地区支援
チーム



のステップを！

（５）地域人材交流会「オトナの一期一会」 
 

地域で活動する自治会などの地縁型組織と、子育てグ

ループなどのテーマ型組織、それら地域活動の活性化を

目指して『新しい人材を呼び込む！』をテーマに、日々

の活動のなかで互いに交流する機会づくりの一環として、

１９年度に「みどり知っとこやっとこフォーラム」を、２０年度には地域の福祉活動団体、

市民活動団体の有志に企画段階から入っていただき、現在の「座談会」形式に至りました。 

→「座談会」が、また一歩進んだ人材交流の輪に成長しています 

活動をざっくばらんに語り合えることで現状を知る、本音の情報交換ができる場として座

談会を開催し、互いに「参加・体験⇔交流・共有」のやり取り（また一歩進んだ人材交流の

輪）が進むよう取り組んでいます。 

 

今年度計３回、延べ１０回の取組み結果をふまえ、来年度にむけての検討準備会を開催し、

より活動者中心での、分野を超えた人材交流と発展について、効果的な展開方法を考えてい

きます。 

 
 

(１)検討・(２)意見交換

会から発展 

 

（３）座談会 

Ｈ２１年度 

第３回  ５月２１日

第４回  ８月２０日

第５回 １１月１９日

 

・自分の会を知って欲しいし、他の会のことも聞きたい。 

・話しを聞くためには、顔見知りになって、そこからつながりが生まれ

ていく。 

・みんなが現状を知る、情報交換を温かい雰囲気でできる場 

・福祉系活動と市民活動をつなぐ場 

 

→現状を知る、本音の情報交換ができる場としての「一期一会」へ

 

第３回／座談会 及び 緑区の災害時要援護者への支援 について 

第４回／座談会 及び 緑区の福祉教育 について 

第５回／座談会 及び 今後の運営 について 

 

 

 

（４）検討準備会

第１回  １月２５日

第２回  ３月 １日

 

● 実際に行ってみてわかったことが多かった。 

● それぞれの団体を結びつける機会や場所の設定が必要 

↓ 

より活動者中心での分野を超えた人材交流と発展について、効果的

な展開方法を考えていく。 

 

→より当事者中心の「一期一会」へ

 

８/2０は福祉教育、「緑ハートバリアフリー実

行委員会」メンバーの関東さんをゲストに、学

齢期児童のボランティア活動への受入や出

前授業などについて語り合いました！ 



緑区社会福祉
大会　第２部

２月２４日（水)
１４：００～１６：００
参加者：４７０名

緑公会堂

第２部
　みんなですすめよう！「みどりのわ・ささえ愛プラン」

　　①ささえ愛プラン取り組み事業の紹介
　　②講演会「住民が創り出す地域の未来」
　　　　講師：東洋大学社会学部社会福祉学科准教授
　　　　　　　　　　加　山　　弾　　先生

（７）みどりのわ・ささえ愛プラン報告書作成　[３月発行]

＜　内　容　＞

１．地域の取り組み概要

２．協働で計画を推進するための事業について

３．区民アンケート調査結果報告

「みどりのわ・ささえ愛プラン」の進捗状況の報告と、計画推進の啓発、活動への呼びかけを行
い、策定が進みつつある第２期計画に、区民が主体的に参加していただけるよう、社会福祉大
会第２部で、他都市の事例などを交えた講演会を行った。

(６)緑区社会福祉大会における啓発活動



２２　苦情解決の対応

　　　　区民からの苦情に組織として耳を傾け、改善可能な事項について迅速な対応に努めた。

(２)内　容

件数

3

1

1

２３　貸付事業

（１）生活福祉資金貸付事業

相談件数 貸付件数
借受世帯
返済相談

61 1 11

0 0 4

36 4 25

5 0 0

生活支援費 80 6 42

住宅入居費 4 1 6

53 5 36

臨時特例つなぎ資金 10 0 0

16 0 6

265 17 130

(１)件　数　５件（平成２０年度：６件、平成１９年度：９件）

1次対応

５件

２次対応

０件

３次対応

０件

苦情内容

送迎ボランティアの送り先間違いについて

自立生活に資するための費用

離職者支援資金（※）

住居喪失者の生活費

敷金・礼金等賃貸契約の費用

生活再建に必要な一時的費用

年末たすけあいの戸別配分について

　低所得者世帯や身体障がい者世帯などへ一時的に資金を貸し付けることを通じて、世帯の
自立支援を図ることを目的に貸付を行いました。また借受者世帯に対しては、次のとおり返済
に向け相談を行いました。

資金種類

※１０月から総合支援資金に移行、離職者支援は新規貸付終了となっています。

合計

福祉費

教育支援資金

緊急且つ一時的に必要な費用

不動産担保型生活資金

教育支援費・就学支度費等

生活再建までに必要な生活費用

緊急小口資金

一時生活再建費

福祉
資金

総合
支援
資金

事業名

送迎サービス事業

学齢障がい児余暇支援事業

共同募金事業

内容

ボランティア受け入れ対応について

送迎ボランティアの運転の仕方について

送迎ボランティアの対応について


	

