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 Ⅰ  小地域活動の推進・支援事業

１．身近な地域での支えあい活動の推進 活動計画 Ⅲ

  

・地域ささえあいネットワークへの参画

　　15地区　全 58回 （※前年度：全67回）

(２)  地域ケアプラザコーディネーター連絡会の開催   

 

 ① 連絡会 年１２回（毎月第４水曜日）

② 協働事業の企画・運営 ・男のセカンドライフ大学校 ※再掲（Ⅱ－１－(3)）

 ・男のセカンドライフ分校 （６地域ケアプラザ　各　隔月１回～毎月２回程度)

(３)  住民参加型在宅福祉サービス団体連絡会の開催   

 

 ・連絡会 ※14団体、7施設

年3回（7/17、9/9、12/18）

２．地区社会福祉協議会の支援 活動計画 Ⅲ

  

 15地区社会福祉協議会の運営と活動の推進のために助成金を交付しました。

 ① 地区社協活動運営費 2,250,000円 @50,000×15地区 （市社協補助金）

@100,000×15地区 （共同募金配分事業助成金）

② 福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ事業費 1,400,000円 14地区 （共同募金配分事業助成金）

③ 活動運営費（一律） 2,550,000円 @170,000×15地区 （年末たすけあい事業助成金）

④ 活動運営費（世帯比） 130,000円 11地区 （年末たすけあい事業助成金）

⑤ 特別事業 110,000円 3地区 （年末たすけあい事業助成金）

⑥ 高齢者食事ｻｰﾋﾞｽ事業費 300,000円 @20,000×15地区 （善意銀行配分金）

(２)  地区社協関係会議の定例開催 （参照Ⅶ－1－(1)-④－1）   

 地区社協活動を推進するために、実務に関わる情報交換、課題整理及び連絡調整を行いました。

 ① 会長・事務局長会議（地区社協分科会） 年10回（原則毎月第３水曜日）

② 福祉ネットワーク事業担当者会議 6／24（水）、12／9（水）、3／3（水）　　年３回

  

 地区社協の活動の活性化を図り、事業を充実するために実施しました。

① 地区社協役員研修会   

実施日： 2月19日（木）

参加者： ３４人

テーマ： 「新たな横のつながりがら地域を元気づけ、地域づくりの合意をめざす方法」

講   師： 山路清貴氏

② 福祉ネットワーク事業担当者・地域活動ボランティア対象「傾聴フォローアップ講座」

実施日： 9月3・10・17日（木）　全3回

参加者： 延べ65人　（実数：地区社協16人　その他14人）

内   容： 講義・ロールプレイ・分かち合い等

講   師： 篠崎　延子氏（傾聴ボランティア）　

③ 地区社協　広報研修「読みたくなる広報紙・手に取りたくなるチラシ」

実施日： 7月15日・9月16日・10月21日（水）　全3回

参加者： 延べ90人　（実数：38人）

内   容： 講義・インタビュー実習・レイアウト実習・個別添削等

講   師： 高橋　誠一氏　（株式会社オープン代表取締役）　

（山路商事株式会社　都市・建築設計室長／早稲田大学芸術学校講師
（NPO）横浜プランナーズネット理事長／「鶴見てらお福まち協議会」コーディネーター

(１)  組織的な小地域活動の実施

　地域福祉保健計画や地域福祉活動計画に基づき、区・地域ケアプラザなどと連携して小地域活動の支援に取り
組みました。地域支えあいネットワークや地区別計画作りにも参加しました。

(１)  地区社協活動費の交付

(３)  地区社協研修の実施

地域ケア施設の交流事業を支援し、地域の課題解決を効果的に進めるために定期的に連絡会を開催し、情報交
換や研修及び協働事業の企画・運営を行いました。

区内で在宅福祉活動等に携わる団体や地域ケア施設と、課題整理や問題解決に向けた情報交換等を図るための
連絡会を開催しました。

新規・重点

新規



(４)  地区社協活動のPR

地域新聞： 地区社協の行事等に合わせて随時　　計１０回

ホームページ： 地区社協の行事等に合わせて随時　　計１０回

  

② 地区担当職員による訪問回数 延べ 79回 （※前年度：46回）

 Ⅱ  ボランティア活動の推進・支援事業

１．ボランティアセンター事業の推進 活動計画 Ⅱ

(１)  ボランティア登録・相談調整事業の実施   

ボランティアに関するニーズや、ボランティア活動希望者の相談を受け、活動の場の紹介とボランティアを必要と

する方へのボランティア紹介を行いました。
 
○ボランティア登録数

区分 20年度新規 21年度新規 累計

グループ 1 0

（人） （130） （0）

個人    （人） 55 53 374人

○ボランティア相談・調整

区分 単発 継続 合計

依 頼   （件） 54 25 79

紹 介   （件） 44 13 57

          （人） 140 21 161

 対応率（％） 81.5％ 52％ 72.1％ H20実績82.7％

 

(２)  ボランティア情報の収集と発信   

 （１）ボランティアセンター通信の発行 年1回 82,000部 （3月：全戸配付）

（２）ボランティア活動メニューの発行 年１１回 各270部 (登録ボランティアへ郵送）
（３）ボランティア・市民活動団体紹介冊子の作成・配布

(３)  各種ボランティア講座の開催   

男のセカンドライフ大学校

<区内地域ケアプラザ共催>

再掲 ○実施日 6月15日（水）

○参加者 32人

○内容・講師 「こうなん歴史発見」　講師：貞昌院　亀野哲也氏

○実施日 12月20日（日）

○参加者 40人

○内容・講師 「クリスマスソングを歌おう」　講師：秋葉隆行氏

　※11月15日（土）ボランティアフェスティバルにもPRブースを出展しました。

　（※前年度：延べ76人）

音声訳ボランティア講座

○実施日 9月4日・11日・18日・25日・10月2日・9日・16日・23日全8回

○参加者 延べ163人

○講   師 村澤英子、坂巻玲子

講座名 内            容

  男性の地域でのデビューのきっかけづくりを目的に、ボランティア養成講座を実施し
ました。

① 地区社協の活動状況の把握や相談しやすい環境を整えるために、各地区社協担当と地区社協関係者とのヒア
リングなどを通して、各種データを整理して、地域アセスメントシートを作成しました。

87グループ

(５)  地区担当制の充実と地区状況シートの作成

　地区社協の活動を多くの人に知ってもらうことを目的に、地域新聞「タウンニュース」に掲載を行いました。また、区
社協ホームページに「地区社協・地域NEWS」のページを作り、活動のPRを行いました。

　<音声訳ボランティア
　　　いとでんわ共催>

  視覚障害者支援としてテープ雑誌の作成や対面朗読に携わるボランティアを育成
するための入門講座を実施しました。

拡充



指で読む絵本作り講座

<あじさいの会共催>

○実施日 6月4日・11日・18日・25日 全４回

○参加者 延べ50人 （※前年度：16人）

ﾉｰﾊﾞﾃﾞｨｰｽﾞ・ﾊﾟｰﾌｪｸﾄ

講座

<日下地域ケアプラザ共催> ○実施日 6月3日から7月1日 全5回

○参加者 延べ33人 （※前年度：42人）

○ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ     福谷雅子氏、坂田裕美子氏

食品衛生講習会

 

 ○実施日 9月2日(水)  

○参加者 21人 （※前年度：27人）

○講   師 港南区役所生活衛生課

傾聴ボランティア養成講座

○実施日 5月27日・6月3日・9日 全3回

○参加者 延べ113名 （※前年度：84人）

精神保健ボランティア講座 精神保健・障害者に携わるボランティアを育成するための入門講座を実施しました。

＜港南区精神保健ボラン ○実施日 11月10日・17日・24日 全3回

ティアグループ with共催＞ ○参加者 延べ60名

○講   師 神奈川県立精神医療センター 芹香病院 小林伸茂 氏

２ ボランティアの育成・支援事業 活動計画 Ⅱ

区内で活動するボランティアグループのネットワーク活動を支援しました。

(１)  ボランティア活動の支援   

① ボランティア連絡会への支援

       ・定例会（毎月第２金曜日、11回）への出席によるボランティアニーズの調整連絡、情報交換

       ・港南区ボランティア連絡会通信発行の支援   年11回   各270部

       ・助成金の交付 100,000円 （こうなんふれあい助成金） （参照－別表２）

② 第１０回ボランティアフェスティバルの開催協力

         実施日・場所 平成21年11月15日（日） 12:00から15:30 南台小学校アリーナ

         参加者     ボランティアグループ35団体

         内   容 ボランティア活動紹介、自主製品販売、ボランティアによるステージなど

(２)  ボランティアセンターの運営    

ボランティアセンター事業の企画・検討並びに善意銀行預託金品の受入と配分を行いました。

       ・ボランティアセンター運営委員会 1月１３日（水）、2月15日（月） （参照Ⅶ－1－(1)－⑤－1）

(３)  災害時ボランティアネットワーク事業の推進    

災害時に、ボランティアや関係機関等とが連携した支援体制を整備するための検討や研修会・シミュレーションを行い

ました。

        ・災害ボランティアネットワーク連絡会  毎月第2金曜日

        ・災害ボランティアコーディネートシミュレーション 9月29日(火)

　区内で活動するボランティアグループ相互の連携を図りながら、ボランティアの発掘と育成を目的に実施しました。
<港南区ボランティアフェスティバル実行委員会主催>
　本会からは「ボランティア相談コーナー」を設置し、ボランティア活動への参加を呼びかけ、また「男のセカンドライ
フ大学校」として、区内各地域ケアプラザと共に出展しました。

講座名 内            容

  視覚障害児者支援として指で読む絵本などの製作に携わるボランティアを養成す
るための入門講座を実施しました。

  最初から完璧な親も子もいないということを基本に、参加者の共通の悩みやテーマ
に沿って自分らしい子育てを目指すための学習を行いました。

  今後施設等で傾聴・話相手ボランティアとして活動する方々を対象とした、話を聴く
ための技術を習得する講座を開催しました。

  配食や会食等の食事サービス活動を実施している団体やボランティアグループを
対象に、食中毒の知識や衛生面での取り扱いについて学ぶ講習会を実施しました。

拡充・重点



３ 福祉教育の推進 活動計画 Ⅲ

(１)  次世代福祉学習の推進
①学校などからの福祉相談に対し、講師の紹介や体験学習などへの協力を行いました。

種別 相談・対応数 日数 延べ参加者

小学校 17 18 1,252 視覚・聴覚・身体障害者理解

中学校 5 6 612 当事者の講話

高等学校 3 3 89 当事者の講話

その他 2 2 40

計 27件 29日 1,993人 ※前年度22件、2,131人

 

②福祉教育連絡会

　　小・中学校で福祉教育・学習に携わる担当教員の相互の情報交換を通じ、福祉教育の質の向上を目指しました。

○ 実施日 11月10日（火），3月2日(火)

○ 参加者 区内公立小・中学校の福祉教育・総合学習担当教諭 延べ20名

○ 内   容 21年度の各学校における福祉教育の取り組み

                  第 21年度港南区社協の福祉教育関係事業の取り組み

福祉教育講師の取組みついて

(２)  福祉教育関連講座の実施
「先生のための福祉講座」  

○ 実施日 7月29日から8月7日 全6日間 延べ262名

○ 参加者 市内小学校・中学校、高等学校、盲・ろう・養護学校の教員        

○ 内   容 ・導入講義： 福祉とは何か 長沼 豊 氏

・選択プログラム：

クラスにちょっと気になる子はいませんか 関水 実 氏

そのまま使える実践プログラム 齋藤 孝 氏ほか

理解へのはじめの一歩 川本 絵里 氏
疑似体験で街へ出よう 服部 一弘 氏

(３)  福祉機材の貸し出し
    学校で実施されるさまざまな体験講座に活用できるよう福祉機材の貸し出しを行いました。

車イス 車ｲｽｽﾛｰﾌﾟ アイマスク 白杖 点字器 高齢者疑似体験 合計

18件 1件 6件 5件 5件 11件 46件

 

内容

  地域のボランティアや区内の施設と連携し、区内の小・中学校、高等学校での福祉教育実践への支援や福祉啓
発に取り組みました。

   18区社協・市社協・横浜市教育委員会共催により講座を実施し、２日間については本会が企画・実施に協力し、
授業に活用できる福祉教育のプログラムを学ぶ機会を提供しました。



 Ⅲ 各種助成事業

１ 各種助成事業 （参照－別表１，２，３） 活動計画 Ⅳ

(１)  善意銀行の運営と配分事業   

 

 ① 寄託 区分 件数 寄託金額

物品 4件

金銭 35件 1,236,027
 

 ② 配分 区分 件数 配分金額

物品 4件

金銭 46件 1,649,750

(２)  こうなんふれあい助成金事業 ※別表２参照   

 

○ 審査会 こうなんふれあい助成金運営委員会 6月15日(月）

○ 助成総額 10,305,000円 157件 （※前年度10,371,000円  152件）

(３)  年末たすけあい配分事業 ※別表３参照

  区民から寄せられた年末たすけあい募金配分金を財源として、区内の福祉保健活動団体に配分しました。

○ 審査会 理事会 11月27日(金）

○ 配分総額 4,496,700円 69件 （※前年度4,353,700円 62件）

 Ⅳ 広報啓発事業

１．福祉のまちづくりの推進 活動計画 Ⅲ

(１)  第２９回港南区社会福祉大会の開催（区共催）   

 区内の福祉活動功労者を顕彰するとともに、港南区の福祉の啓発と充実を目的に開催しました。

  ○実施日： 2月6日（土） 13:30～16:00

  ○場   所： ウィリング横浜１２階    121・122・123号室

  ○参加者： 174人　（※前年度：201人）

  ○内   容： 第一部   式典

 (1)  ボランティア活動功労：個人26人、団体2件

(2)  地域活動功労：個人3人、団体2件

(3)  金品寄付功労：個人1人、団体1件

第二部   講演

テーマ： 「ご近所パワーで助け合い起こし」

  コーディネーター： 木原孝久氏　（住民流福祉総合研究所　所長）

(２)  港南区ボランティアフェスティバルの開催協力 ※再掲（Ⅱ－2－(1)－②）   

<港南区ボランティアフェスティバル実行委員会共催>

(３)  障害者週間キャンペーンの実施 ※再掲（Ⅴ－2－(2)）

  <港南区障害者団体連絡会共催>

座布団59枚・ハガキ54枚・ハガキ50枚・玄米30キロ

そよかぜの家・港南中央ケアプラザ・日本盲導犬協
会・てまり・野庭苑

  ボランティアセンターに設置された善意銀行で、区民からの寄託金・品を受け入れ、ボランティアセンター運営委
員会の決定に基づき配分しました。

  区民から寄せられた共同募金による「共同募金配分金事業助成金」や横浜市社協の「よこはまふれあい助成金」
を財源として、区内の福祉保健活動団体に助成しました。

　福祉のまちづくりを推進するために、福祉活動関係者や多くの区民への啓発事業を通して、福祉活動への関心と
理解を高めました。

※別表１参照

主な寄託物品

※前年度1,505,686円

主な配分先



２．福祉の情報発信 活動計画 Ⅲ

(１)  区社協ホームページの利用促進 （ホームページアドレス　　　http://www.kounan-shakyo.jp）  

○更新回数       48回 （※前年度：29回）

 ○年間アクセス数   30,065件 （※前年度：21,456件）

(２)  広報誌「社協だよりこうなん」の発行（年３回）   
   福祉情報提供と福祉啓発を目的に、社協事業や地域活動を特集し情報誌を発行しました。

          ○発行月・部数       7月　7,000部（班回覧）、　10月・3月　83,000部（全戸配布）　　年3回

          ○編集委員会 5回 　※再掲（Ⅶ－1－(1)-⑤－6）

(３)  地域新聞を活用した地区社協活動の紹介 ※再掲（Ⅰ－2－(４））

　ホームページをリニューアルし、最新情報の発信に努めました。

拡充



 Ⅴ　在宅福祉推進事業

１．高齢者支援 活動計画 Ⅰ

(１)  港南区地域リハビリグループ支援事業   
 区内の地域リハビリ教室をより地域に身近なものとして定着させるため、活動に関わる当事者、支援者による

自主的な運営を支援しました。

   （１） 連絡会        年 年５回（4/8,7/8,9/16,11/11,3/4）港南区福祉保健活動拠点

    （２） リハビリ合同運動会 5月18日（ 194人参加  港南スポーツセンター体育室

   （３） リハビリに有用な用具を購入(ﾃﾞｨｽｶｽﾎﾞｰﾄﾞ、点鳥ﾙｰﾚｯﾄ､ﾀﾞｰﾂ）

　　 ※１０月２２日(木)に開催予定であった交流会は新型インフルエンザ流行のため中止した。
  

２．障害児者支援 活動計画 Ⅰ・Ⅲ

(１)  地域作業所・地域活動支援センター自主製品の販路拡大   
①  自主製品の販売

      港南区障害者団体連絡会と港南区障害者地域作業所連絡会との共催により実施しました。

主体

偶数月第１水曜日

奇数月第１水曜日

駅サイト上大岡 毎週火・水曜日

港南中央駅委託販売 常設

(２)  障害者週間キャンペーンの実施 ※再掲（Ⅳ－１－(３)）

  <港南区障害者団体連絡会共催>

障害福祉についての啓発と、広く区民の理解と認識を深めることを目的に実施しました。

街頭キャンペーン

     ○実施日： 12月2日（水）

     ○場   所： 上大岡駅、港南台駅周辺

     ○参加者： 38人（区障害者団体連絡会24人、区ボランティア連絡会14人）

     ○内   容： 啓発用チラシ、ティッシュの配布 2,600組

(３)  コミュニケーションボード（災害編）の活用促進

日時 参加者数

７月24日(金) 42人

８月29日(土) 50人

１月20日(水) 34人

(４)  障害者青年学級・たまり場づくり事業   

会場 参加延数

青年学級ないとくるーず 毎月第3金曜日 港南台地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ 174人

ちょいとさわやか 毎月第1・3水曜日 さわやか港南 248人

及び2・3土曜日

大久保最戸地区社会を明るくする運動ミニ集会参加者

日野南地区社会を明るくする運動ミニ集会参加者

福祉保健活動拠点 地区社会福祉協議会分科会参加者他

大久保町内会館

日野南地域ケアプラザ

  障害のある青年層の仲間づくりと社会参加の場づくりを支援するとともに、地域での障害者理解を深めることを
目的として実施しました。

対象

実施日事業名

こうなん来夢

市営地下鉄港南中央駅

会場

会場

野庭地域ケアプラザ

野庭ショッピングセンター

市営地下鉄上大岡駅

　災害時に避難場所等で、知的障害や自閉症のある方への支援の理解を得るために、関係団体等の協力を得
て出前講座を実施しました。

年11回

年47回

実施回数

区作連

区障連

事業名



(５)  学齢障害児夏期余暇支援事業   

 

「こうなんなつっこ２００９」

     ○実施日： 8月3日（月）から8月11日（火） 全6日間

     ○会   場： 港南台ひの特別支援学校

     ○参加者： 障害児68人（小学校１年から高校３年生） 、ボランティア135人、スタッフ70人

     ○内   容： 午前  和太鼓鑑賞・体験、音楽療法など

午後  プール遊び

       ○企画会・反省会 4回（4/14,5/14,6/25,9/3）

       ○保護者説明会 1回（7/1）

       ○参加者・ボランティアの顔合わせ 1回（7/12）  

       ○ボランティア研修会（説明会） 2回（7/4,7/9）

       ○ボランティア交流会 1回（8/27）

(６)  障害者地域作業所等設置支援資金貸付事業（つなぎ資金）の実施

 

貸付件数

（７） 区内障害者団体の活動支援
①  障害者ふれあい交流事業

     ○ふれあいボーリング大会 134人参加  赤い風船ボウリング場

     ○ふれあいスポーツ大会 444人参加  港南中学校グラウンド

     ○ふれあいバスハイク 58人参加  鴨川シーワールド

②  港南区作業所連絡会への参加 年４回

(８)  喫茶コーナー「アップル」の活動支援
障害者の社会参加と地域住民の交流を深めることを目的として、活動を支援しました。

     ○実施日： 毎月第１・３火曜日および毎週木曜日 10:30から16:00

     ○場   所： 東永谷地域ケアプラザ内  ２階ボランティアコーナー

     ○運   営： 喫茶アップル運営委員会

     ○実   績： 2,143個（飲料販売数） （※前年度  2,323ケ）

  

(９)  各種障害施設の運営委員会等への参画
 地域作業所等運営委員会との連携を図るため委員として出席しました。

 ①  精神障害者支援団体 こころの健康を考える市民団体かるがも会役員会

②  精神障害者地域作業所 かるがもの家、ぬくもりの家、パステル運営委員会

③  精神障害者グループホーム ＷＡIＷＡIコーポ、芹が谷コーポ、たんぽぽ  

④  重度心身障害者地域作業所 ひだまりあったかい社運営委員会

⑤  中途障害者地域活動センター ワークアップ港南運営委員会

⑥  地域ケア施設 区内各地域ケアプラザ運営委員会

⑦  生活支援センター 区生活支援センター運営協議会

⑧  障害者活動ホーム 港南福祉ホーム運営委員会

   

 6月6日（土）

10月18日（日）

11月14日（土）

　　0　件

       障害者・健常者がともに楽しみ、ふれあい交流の輪を広げることを目的として、区障害者団体連絡協議会
と連携して実行委員会形式で開催しました。

  夏休み中の学齢障害児にとって参加できる場所や機会を提供するために、関係団体と協働し、余暇支援事業
を行いました。また、事業を円滑に進めるために、事業企画会やボランティア交流会を行いました。

  新設の区内の運営委員会型、NPO法人型の「障害者地域作業所」や「障害者グループホーム」の設立に際し、
横浜市及び市社協障害者支援センターからの設立資金交付までの間、必要な資金につて貸付（無利子）を実施
します。



３．外出支援 活動計画 Ⅰ

      

   ・道路運送法79条の適用を受けて、必要な研修等をおこない安全な運行に努めました。

活動状況

○ 利用実績： 

延利用回数 3,085件

（内訳） （739）

（2,346）

○ 利用登録者総数 518人

○ 運転ボランティア 16人 ○ 専用車両台数 ４台

 

４．子育て支援 活動計画 Ⅰ

(１)  横浜子育てサポートシステム事業   

 

前年度

    入会説明会（個別対応含） 参加者108人 108人

   地区リーダー交流会

実施日：10月9日 参加者13人

実施日：2月19日 参加者 13人

実施日：2月19日 参加者17人

実施日：3月30日 非会員

   登録会員 利用会員 216人 213人

提供会員 59人 49人

両方会員 13人 10人

     活動件数  1,577件

    援助を受けたい主な理由：  利用時間  

仕事のため 1,245件 （1,253件）  １時間未満 548件（497件）

産前・産後 23件 （ 176件）  １～２時間未満 436件（555件）

病気のため 18件 （  19件） ２～３時間未満 153件（339件）

リフレッシュ 18件 （  12件） ３～４時間未満 127件（135件）

冠婚葬祭・学校行事 56件 （   0件） ４～５時間未満   22件（20件）

求職のため  ４８件 （   0件） ６時間以上 141件（11件）

その他 １９件 （97件） （     ）内は前年度実績

(２)  港南区子育て連絡会への参画   

 

① 子育て推進委員会への参画

     ○構   成： 子育て関係団体  11団体

     ○実施日： 年6回（4/22、7/8、9/17、10/28、2/10、3/25）

     ○内   容： 港南区子育て連絡会活動の事業方針の検討

子育て研修会・講演会等の企画･運営

② 港南区子育て連絡会

     ○構   成： 子育て関係団体  42団体

     ○実施日： 年4回（5/25、7/15、11/10、3/9）

     ○内   容： ア．子育てに関する情報交換

イ．地域別・テーマ別交流会（東部、西部、南部）

2月1日（月）

「エンジョイ子育て ～大人と子どものいい関係」

柴田愛子氏

300人(親子133組）

エ．港南区子育てガイド「こうなんまっぷっぷ」の改訂 １０，０００部

オ.　子育て支援者向け研修会 　2月8日（月）　56名　大豆生田　啓友氏

テーマ

移送

平成21年度

講   師

参加者数

年2回

毎月１回

毎月１回

年1回

年1回

288人

実施日

1,427件

日赤幼児安全法短期講習会

通常の交通機関や家族の協力による外出が困難な高齢者や在宅の障害児者に対して、登録運転ボランティア
の協力のもと外出支援サービス（委託事業）および移送サービス（社協独自事業）を実施しました。

港南区子育て応援シンポジウム

  地域での住民相互の子育て支援を推進するための一環として、「子育ての援助を受けたい人（利用会員）」と
「子育ての援助を提供したい人（提供会員）」によるサポート事業を実施しました。

※前年度3,231件

外出支援

1回目13人
2回目  9人

カ.　子育て応援シンポジウム　　3月30日（火）　 120人（大人701人/子ども50人）

ウ．講演会

   提供会員交流会

  区内の子育てに関わる団体が、情報交換による交流を通して、団体相互の理解を深めて、連携・協力のもと子
育て環境の向上を目指すことを目的に支援を行いました。



(３)  不登校・引きこもり支援事業   
　区内の学齢期の不登校・ひきこもり状態の子どもや若者を支援するための連絡会を立ち上げました。

①　不登校・引きこもり連絡会参加団体　6団体

　千の夢・こだまの会・ういフリースペース・マジカルチャイルド・さわやか港南・コミュニティルーム　ここ

②　情報交換会実施日　　年9回(7/6、8/20、9/17、10/13、11/17、12/2、1/12、2/9、3/2)

(４)  交通遺児への援助  
今年度は該当者なし

 

拡充



 Ⅵ 各種相談事業

１．相談窓口の充実 活動計画 Ⅳ

(１)  窓口対応状況

 

 

  ○「ご意見箱」の設置

回収数：２件

要望内容： ①女性用トイレに荷物をかけるフックをつけて欲しい。(6/26)

　　　　　　　 ②このままでいいと思います。すごくいいところですね。(3/14)

対応内容： ①女性用トイレにフックを取りつけました。

(２)  苦情解決の仕組みの運営

  ○受付苦情件数 （※前年度  4件）

  ○対応内容 （※前年度  4件）

  
(３)  情報開示請求への対応
  ○開示請求件数 （※前年度  0件）

２．権利擁護事業～区社協あんしんセンターの運営～ 活動計画 Ⅰ

 

（１） 相談・サービスの実施
 50件

 1,926件

 定期訪問・金銭管理サービス 18件  新規5、終了3 （※ 前年度   16件）

 預かりサービス 8件

項目
5～30分

昼間

所要時間

132

日赤社資郵便局での取り扱いについて

139

85 309

33

計

件数

1,359

400夜間 7

  本会の全ての事業や拠点を利用している区民などからの苦情を受け止め、法人運営のサービス向上に取り組みま
した。

4件

5,210

401

1,274 2,776

対応～5分未満 団体

4,807

対応不能

23,403

993

30分～

プロフィール

個人

61

処理

1,900236 390

不明

916 2217

1,679

26

364

14

995

内容

昼間

夜間

計

98153

14

230

13

297

9

62

0

46

機材貸出 貸付 福祉教育 拠点寄付 送迎 権利擁護

4,809

その他

216 284 46 229 55 902

福祉情報 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 合計

4,809

401

5,210

3,712

1 291 1

343,0672,109

109

結果

寄せられた苦情や要望については謝罪
を行った上で説明し、了解を得ました。

内容

１件

１件

ふれあいショップあおぞらギャラリーについて １件

１件

合計

（※ 前年度     9件）

  区社協に寄せられるさまざまな相談を通じて区民の様々なニーズを把握し、相談者に応じた情報の提供や関係機
関につなげるなどの紹介をおこないました。

   窓口満足度調査の３年間の取り組み実績を踏まえ、継続的な広聴の仕組みを整えるために、ご意見箱を福祉保
健活動拠点内に設置しました。

5,207 3

2,000

  区内の高齢者・障害者の権利擁護に関する相談を受けるとともに、福祉サービスの利用や日常的な金銭管理の
サービスや書類預かりサービスを契約に基づき提供しました。
　また、事業を円滑に進めるために区民や関係者に事業説明会を開催しました。

4件

日赤資材の送付部数について

０件

送迎サービス事業悪天候時の利用について

（※ 前年度1,611件）

（※ 前年度    55件）初回相談件数

サービス契約状況
(H21.3.31現在）

延べ活動件数



（２） 事業の地域出張説明会の開催

私の財産キチンと使う.成年後見制度攻略術 下永谷地域ケアプラザ 23名

港南区社会福祉協議会とあんしんセンターの利用方法 港南中央地域ケアプラザ 20名

成年後見制度研修 港南福祉ホーム 13名

地域で暮らす高齢者の権利擁護～あんしんした生活を支えるために～ 高齢者福祉大学 60名

成年後見制度研修 ケアマネサロン 6名

（３） 会議への参加

 成年後見サポートネット  ３回（6/9,10/13,2/9）

 包括支援センター社会福祉士分科会  年12回

３．各種生活支援事業 活動計画 Ⅰ

(１)  生活福祉資金等貸付事業

①相談・貸付件数

生活福祉資金

教育支援資金

福祉資金

緊急小口資金

離職者支援資金

長期生活支援資金

要保護世帯向け不動産担保型生活資金

総合支援資金

生活支援費

住宅入居費

一時生活再建費

臨時特例つなぎ資金

総合支援小口資金

（※前年度 ）

②貸付調査委員会

貸付に係る調査委員会を開催しました。 ※再掲（Ⅶ－１－(1)－⑤－6）

　低所得世帯や高齢者・障害者世帯などで、他から借り入れの困難な世帯に、世帯の自立支援を図るための資金
の貸し付けを行いました。また、債権者である神奈川県社会福祉協議会と連携し、ケースの実態把握や償還指導を
行いました。

29

40

内　　　容

69

195

3,574,825

【貸付の種類】
・教育支援資金
　　学校教育法に定められた高等学校・大学などへの進学や通学に必要な経費の貸付。
・福祉資金
　　生業・技能習得・福祉用具等の購入・医療や介護サービス・災害/冠婚葬祭/住居の移転等に必要な
　　経費など、生活上一時的に必要となる経費への貸付。
・緊急小口資金
　　緊急的かつ一時的に生計維持が困難になった場合の少額の貸付。
・不動産担保型生活資金
　　住み慣れた自宅に住み続けたい高齢者の方に、土地・建物を担保として生活費の貸付。
・総合支援資金（生活支援費・住宅入居費・一時生活再建費）
　失業などにより、生活の維持が困難になった世帯へ生活費及び必要な資金の貸付。
　　※離職者支援資金は総合支援資金に統合

200,000

15 238,025

2

0

貸付件数 決定金額

167,400

0

2,050,000

1,200,000

0

59 7

11 5,809,000

3,559,000

2,969,400

96

1

0

200,000

2

355合　　　計

96

0

130

1

17 2

1

4

0 0

15

8月18日

10月16日

10月17日

5月13日

10,583,825

7月23日

8

22

8

0

20

4,232,000

相談件数

新規



区内において発生した火災などの被害を受けた罹災世帯に対し、神奈川県共同募金会からの見舞金（たすけあ

い福祉資金）と合わせて、見舞金を支給しました。

 ○罹災世帯数 13世帯 （※前年度  13世帯）

○見舞金総額 180,000円 （※前年度  190,000円）

(３)  低所得者援護事業 （窓口  区役所福祉保健課運営係）

行路病人などに対し、緊急入院・入所に要する肌着や交通費を支給しました。    56件（27,770円）

  

  

8

(２)  小災害緊急援護事業

全焼

重傷 10,000

15,000

10,000

半壊

30,000

2

1

半焼

15,000

10,000

0

死亡

区分 金額

120,000

20,000

10,000

2

0

件数単価



 Ⅶ　法人運営

事業推進体制の充実 活動計画 Ⅳ

（１）　理事会・評議員会・部会・分科会・委員会の開催
  法人の健全な運営を目指すために、理事会・評議員会、部会、分科会、各種委員会を開催しました。

①理事会 <執行機関>

場所 出席数

   4月16日（木） 港南区役所別棟 9 1.正副会長の選任について 1.会長に清水理事、

  15:00～16:00 301号会議室 副会長に髙森理事並びに

松井理事を選任。

2.会長職務代理者の選任について 2.１位：髙森理事、2位：
松井理事、３位：渡辺理事

3.顧問の選任について 3.大貫区長を選任

4.欠員に伴う評議員の選任について 4.専門機関部会：小張弘之、

大澤浩希

5.職員就業規程の一部改正について 4.原案通り承認

6.新規会員の入会について 5.　1団体を承認

   5月27日（水） 港南区活動拠点 11 1.平成20年度事業報告について 1.原案通り承認

  13:30～14:45 多目的研修室 2.平成20年度収支決算報告について 2.原案通り承認

3.平成20年度事業並びに会計監査報告に 3.資料に基づき報告

  ついて

4.役員・各種委員会委員等の費用弁償費に 4.原案通り承認

関する規程の一部改正について

5.新規会員の入会について 5. 5団体を承認

<報告事項>

・欠員に伴う理事、監事の選任について ・資料に基づき報告

   10月5日（月） 港南区役所別棟 8 1.新規会員の入会について 1. 1団体を承認

  10:00～11:20 301号会議室 2.経理規程の一部改正について 2.原案通り承認

3.次期活動計画の策定方針について 3.原案通り承認

4.生活福祉資金貸付制度の見直し及び新た 4.原案通り承認

な資金貸付事業の実施について

5.平成21年度年末たすけあい配分方針に 5.原案通り承認

ついて

  11月27日（金） 港南区活動拠点 8 1.平成21年度一般会計補正予算ついて 1.原案通り承認

  13:30～14:25 多目的研修室2 2.平成21年度年末たすけあい募金配分(案) 2.原案通り承認

について

<報告事項>

・第29回港南区社会福祉大会について ・資料に基づき報告

   2月25日（木） 港南区活動拠点 8 1.平成22年度事業方針(案)について 1.原案通り承認

  10:00～11:20 多目的研修室1 2.新規会員の入会について 2. 4名を承認

<報告事項>

・第28回港南区社会福祉大会報告について ・資料に基づき報告

   3月23日（火） 港南区活動拠点 9 1.平成22年度事業計画(案)について 1.原案通り承認

  10:00～11:30 多目的研修室2 2.平成22年度収支予算(案)について 2.原案通り承認

3.職員就業規規程の改正について 3.原案通り承認

<報告事項>

・規程・規則等制定基準について ・資料に基づき報告

主な議題開催日時 結果



②評議員会 <議決機関>

場所 出席数

   5月27日（水） 港南区活動拠点 １６ 1.欠員に伴う理事・監事の選任について 1.学識経験者

  15:00～17:00 多目的研修室   理事：成田悦雄

専門機関部会

  監事：大峰卓見

2.平成20年度事業報告について 2.原案通り承認

3.平成20年度収支決算報告について 3.原案通り承認

4.平成20年度事業並びに会計監査報告に 4.資料に基づき報告

  ついて

<報告事項>

1.役員・各種委員会委員等の費用弁償に ・資料に基づき報告

関する規程の一部改正について

2.新規会員の入会について

 10月6日（火） 港南区活動拠点 18 1.生活福祉資金貸付制度の見直し及び新 1.原案の方向性を確認

  15:00～15:40 多目的研修室 たな資金貸付事業の実施について

<報告事項>

1.新規会員の入会について ・資料に基づき報告

2.経理規程の一部改正について

3.次期活動計画の策定方針について

4.平成21年度年末たすけあい配分方針(案)

について

  12月1日（火） 港南区活動拠点 17 1.平成21年度一般会計補正予算について 1.原案通り承認

  15:00～17:00 団体交流室 2.平成22年度年末たすけあい募金配分に 2.原案通り承認

  ついて

<報告事項>

・第29回港南区社会福祉大会について ・資料に基づき報告

   3月23日（火） 港南区活動拠点 11 1.平成22年度事業計画(案)について 1.原案通り承認

  13:30～15:00 多目的研修室2 2.平成22年度収支予算(案)について 2.原案通り承認

<報告事項>

1.職員就業規程の改正について ・資料に基づき報告

2.規程・規則等制定基準について

3.第29回港南区社会福祉大会実施報告

  について

4.新規会員の入会について

③監事会 <法人業務並びに財産執行状況の管理監督>

場所 出席数

   5月15日（金） 港南区活動拠点 2 平成20年度事業執行状況、会計状況、財産 業務執行、経理、財産の

  10:00～12:00 点字製作室 状況について 管理状況は適正と認め

 られた。

開催日時 主な議題

開催日時 主な議題

結果

結果



④各種分科会 <区社協の特定課題の議論、会員間の情報交換>

日時・出席数

1 地区社会福祉協議会分科会 15団体

   4月15日（水） 港南区活動拠点 1.平成21年度地区社協助成金等交付に伴う関係書類の提出

  13:30～15:30 多目的研修室   依頼について

23人 2.地区社協活動PR「タウンニュース」への掲載募集について

    5月20日（水） 港南区活動拠点 1.平成21年度港南区福祉保健活動支援事業について

  13:30～15:30 多目的研修室 2.セーフティネットプロジェクト横浜「出前講座」について

21人

   6月17日（水） 港南区活動拠点 1.平成21年度地区社協助成金等交付について

10:00～11:30 多目的研修室 2.広報研修について

23人 3.福祉ネットワーク担当者会議について

4.港南区社協会費の納入について

   7月15日（水） 港南区活動拠点 （広報研修と同時開催）

  13:30～15:30 多目的研修室 1.港南区食品衛生講習会の開催について

33人 2.港南区社協　広報紙・ホームページ掲載のご案内

   9月16日（水） 港南区活動拠点 （広報研修と同時開催）

  13:30～15:30 多目的研修室 1.年末たすけあい助成金配分申請について

27人 2.横浜市社協　地区社協研修会について

  10月21日（水） 港南区活動拠点 （広報研修と同時開催）

  13:30～15:30 団体交流室 1.年末たすけあい助成金配分申請について

30人 2.第29回港南区社会福祉大会　被表彰者推薦依頼について

   11月18日（水） 港南区活動拠点 1.港南区社会福祉大会について

  13:30～15:30 多目的研修室 2.平成21年度地区社協研修について

21人

   12月16日（水） 港南区活動拠点 1.善意銀行配分申請団体募集について

  13:30～15:30 多目的研修室 2.横浜市社協　地区社協研修について

27人 3.活動発表（港南台地区・日野第一地区）

   1月20日（水） 港南区活動拠点 （セーフティネットプロジェクト横浜　出前講座と同時開催）

  13:30～15:30 多目的研修室 1.福祉ネットワーク事業担当者会議について

23人

   3月17日（水） 港南区活動拠点 1.地区社協助成金について

  10:00～12:00 多目的研修室 2.平成22年度地区社協分科会事業について

24人 3.活動発表（永野地区・野庭団地地区）

主な内容分科会名 会場



日時・出席数 主な内容

2 民生委員児童委員分科会 15団体 ※区民児協定例委員会に、必要のつど区社協関係議題を提出

   4月10日（金） 港南区役所 1.「更生保護こうなん第13号」の配付について

  13:30～15:00 2号会議室  

   7月13日（月） 港南区役所 1.生活福祉資金借受世帯援助記録票整備状況報告の提出に

  13:30～15:00 2号会議室   ついて

2.平成21年度区社協会費納入依頼について

3.平成21年度区社協議案書の送付について

   9月14日（月） 関内中央ビル 1.赤い羽根街頭募金の実施に伴う協力依頼について

　11:00～12:00 5B会議室

  10月13日（火） 港南区役所 1.平成21年度生活福祉資金実費弁償費について

  13:30～15:00 2号会議室 2.赤い羽根街頭募金の結果について

3.「更生保護こうなん第16号」の配布について

3 自治会・町内会分科会 15団体 ※区連合町内会長連絡協議会定例会に、必要のつど区社協関係議題を提出 

   4月20日（月） 港南区役所 1.「知的障害や自閉症のある人への支援」出前講座について

 13:30～15:00 2号会議室 2.平成21年度日赤社資募集及び港南区社会を明るくする運動

  実施委員会会費への協力について

   6月22日（月） 港南区役所 1.第59回社会を明るくする運動の周知について

  15:30～17:00 2号会議室 2.各種募金団体議案書の送付について

   7月21日（火） 港南区役所 1.平成21年度区社協世帯賛助会費納入の協力について

  13:30～15:00 2号会議室 2.「共同募金港南区だより」の配布について

3.「社協だよりこうなん57号」の回覧について

   9月18日（金） 港南区役所 1.平成21年度共同募金及び年末たすけあい募金の実施につ

  13:30～15:00 2号会議室   いて

2.「港南区ボランティアフェスティバル」開催の周知について

3.「社協だよりこうなん第58号」の配布について

   1月18日（月） 港南区役所 1.平成21年度共同募金及び日赤社資の実績(中間報告）につ

  15:00～17:00 2号会議室   いて

2.第29回港南区社会福祉大会受賞者の決定について

3.日本赤十字社神奈川県支部評議員の選出について

   2月22日（月） 港南区役所 1.平成22年度共同募金運動への協力依頼について

  13:30～15:00 2号会議室 2.「社協だよりこうなん第59号」の配布について

   3月19日（金） 港南区役所 1.平成22年度各種募金・会費・分担金の目安額について

  13:30～15:00 2号会議室 2.「更生保護こうなん第17号」の配布について

4 ボランティア団体分科会 44団体  

   8月28日（金） 港南区活動拠点 1.平成２０年度事業報告および平成２１年度事業計画について

  13:30～15:00 団体交流室 2.平成２１年度分科会の運営について

20人 3.各団体の近況及び意見交換

ボランティア情報冊子 作成　作業班

 ボランティア団体の活動紹介やボランティア募集のため団体の情報をまとめた冊子の作成を実施した。

9/17、10/17、1/7、1/18(計4回) 延べ14名

分科会名 会場



日時・出席数

5 福祉関係団体分科会 8団体

   7月2日（木） 港南区活動拠点 1 平成20年度事業報告・決算報告並びに平成21年度事業計

10:00～12:00 団体交流室   画・予算について

8人  2 平成21年度港南区社会福祉協議会会費について

3　その他（入れ歯リサイクル・ＨＰ/広報誌掲載のご案内）

22団体  

   7月17日（金） 港南区活動拠点 1.平成20年度事業報告ならび平成21年度事業計画について

10:00～12:00 多目的研修室 2.平成21年度の分科会・連絡会の計画について

14人 3.住民参加型在宅福祉グループ活動の案内の修正について

   9月9日（水） 港南区活動拠点 1.住民参加型在宅福祉サービスグループ活動の案内の修正に

  ついて

10:00～12:00 団体交流室 2.１１月２３日開催の講演会について

13人 3.各団体の近況及び意見交換

   12月18日（金） 港南区活動拠点 1.住民参加型在宅福祉サービスグループ活動の案内の活用に

  ついて

10:00～12:00 多目的研修室 2.各団体の近況及び意見交換

11人 3.次年度の進め方について

7 施設合同分科会(高齢・児童・障害者・地域支援施設)  51団体

   7月14日（火） 港南区活動拠点 1.平成20年度事業報告並びに平成21年度事業計画について

13:30～15:00 団体交流室 2.平成２１年度各分科会計画について

11人  

⑤各種委員会等
日時・出席数 場所 主な内容

1 ボランティアセンター運営委員会  8人

 1月13日（水） 港南区活動拠点 1.平成2１年度善意銀行預託状況について

  13:30～14:30 対面朗読室 2.平成21年度ボランティアセンターの取り組みについて

8人 3.ボランティアセンター通信の発行について

  2月15日（月） 港南区活動拠点 1.平成21年度善意銀行について(預託状況及び配分案）

  16:00～17:30 対面朗読室 2.平成21年度ボランティアセンターの取り組みについて

6人 3.ボランティアセンター通信の発行について

2 こうなんふれあい助成金運営委員会 9人

   6月15日（月） 港南区活動拠点 1.こうなんふれあい助成金運営委員長の選出について

  13:30～15:00 多目的研修室 2.平成21年度こうなんふれあい助成金受付状況について

5人  3.平成21年度こうなんふれあい助成金配分(案)について

3 会長顕彰選考委員会 4人

  11月27日（金） 港南区活動拠点 1.平成21年度会長顕彰推薦状況について

  14:45～16:00 多目的研修室 2.平成21年度会長顕彰被表彰者の選考について

3人

主な内容分科会名 会場

委員会名

6 住民参加型等市民活動団体分科会



日時・出席数 場所 主な内容

4 ふれあいショップ「あおぞら」経営委員会 5人

  11月16日（月） 港南区活動拠点 1.平成21年度上半期ふれあいショップ「あおぞら」運営状況

  10:00～11:00 対面朗読室 2.平成21年度下半期ふれあいショップ「あおぞら」運営計画

5人  3.今後のふれあいショップ運営のあり方（意見交換） 

5 生活福祉資金貸付調査委員会  6人

   8月26日（水） 港南区活動拠点 1.新規借入申請について（福祉資金）

  10:00～10:45 点字製作室  

6人   

6 広報委員会  9人

第58号    7月23日（水） 港南区活動拠点 社協だよりこうなん第58号の検討

   8月21日（金） 多目的研修室他  

第59号 11月 6日（金） 港南区活動拠点 社協だよりこうなん第59号の検討

12月7日（月） 対面朗読室他

1月194日（月）

(２)  区社協会員の拡充
 ①区社協経営や事業に対する理解者を拡大し組織力強化のために、新規会員加入を積極的に働きかけました。

     ○新規加入団体    17団体および１人  

数 団体名

第１種 公使社会福祉事 １

業施設及び団体

第５種 障害等 5

 当事者団体

第６種 ボランティア団体 5

　

☆ 会員入会状況（平成22年3月31日現在）

 種別 会員数

第１種 公私社会福祉事業施設および団体 40団体

第２種 民生委員児童委員 272人

第３種 地区社会福祉協議会 15団体

第４種 自治会・町内会 174団体

第５種 障害者団体等当事者団体 31団体

第６種 ボランティア団体 56団体

第７種 その他の社会福祉に関係ある団体（および個人）※ 9団体37人

第８種 社会福祉関係の行政関係者 4人

第９種 学識経験者 3人

合計  641

※第7種の個人は保護司37人

分野

グループホームカレッタ、グループホームイルカ、サンフィールドそよかぜの
一番館、サンフィールドそよかぜの二番館、グリーンフィルズそよかぜ

日野南地域ケアプラザ

会員種別

委員会名

昭和会、朗読ボランティアあいうえお、傾聴の会こうなん、ひなたばっこ、福
祉クラブ生協港南家事介護Ｗ．Ｃｏぴいす



 Ⅷ  福祉保健活動拠点の運営　　（※別添「福祉保健活動拠点事業報告書」参照）

 福祉保健活動拠点運営 活動計画 Ⅳ
 

 

 ① 港南区福祉保健活動拠点登録団体懇談会の開催

2月27日（金）15:30から16:30 ・20年度利用実績報告

 ・登録団体間の意見・情報交換とロッカー利用抽選会

② 利用登録団体        156団体 （※前年度末  177団体）

③ 利用実績

(※前年度  2,836件)

④ボランティア事業の実施 ※再掲（Ⅱ－1）

 

 Ⅸ 公益事業

１．ふれあいショップあおぞらの運営 活動計画 Ⅰ

 

 ○ 場所 福祉保健研修交流センターウィリング横浜  ４階

 ○ 営業時間 月曜日から土曜日  10:30～18:00（年末年始は除く）

 ○ 営業内容 喫茶およびハートメイド商品の展示・販売

○ 来店実績 8,068人    280日    （※前年度8,084人   284日）

(１)  行事
・あおぞらギャラリー

・あおぞら文庫

・あおぞら寄席 11月7日（土）13:00～14:00 幸福亭明楽氏による落語

・新規店員採用 ２名： 4月1日（火） １名： 1月5日（月）

(２)  会議・懇談会等
  ・ふれあいショップ「あおぞら」経営委員会 1回（11/16）

 ・店員保護者・関係機関懇談会 ４回（7/9、9/16、10/21、3/17）

 ・あおぞらミーティング 毎月第３水曜日18:00～20:00

２．地域作業所パステル支援 活動計画 Ⅰ
   地域作業所パステルに対し、家屋の貸出を行いました。

 

 Ⅹ 各種福祉団体への協力

福祉関係団体の事務局等運営 活動計画 Ⅲ
  区社協が事務局を担っている福祉関係6団体との連携を進めました。

 (1)  神奈川県共同募金会港南区支会 (4)  港南区更生保護女性会

(2)  日本赤十字社神奈川県支部港南区地区委員会 (5)  港南区社会を明るくする運動実施委員会

(3)  港南保護司会 (6)  港南遺族会

1,159

多目的
研修室

347

点字
製作室

188

235

対面朗読
・編集室

　パステルの隣地の草刈りを業者に委託しました。

618

432

159

938

152

合計

　福祉的就労の場の確保のために、喫茶店の経営を行い就労者への支援を行いました。また、ふれあいショップ
の利用促進を図るためさまざまなキャンペーン企画を実施しました。

65

582

2,894

録音室

239

282314 1,153

15

492

76

259 587

92

69

午後

夜間

229

　区内の福祉保健活動者・団体の活動の拠点として、登録団体に施設の貸し出しを行いました。また、１８年度に
受審した指定管理者の第三者評価結果をもとに、公共の施設の公平かつ公正な管理に努めました。

区分

午前

団体別利用実績

当事者
団体

その他

部屋別利用実績

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
団体

団体
交流室



平成2１年度善意銀行預託金配分状況 【別表 １】

高齢者食事サービス事業　 @20,000×15地区社協

地域作業所 @30,000×6施設

地域活動ホーム　 @30,000×3施設

グループホーム　 @30,000×5施設 @29,750×1施設

小規模授産施設　 @30,000×3施設

港南区子育て連絡会

平成２１年度 こうなんふれあい助成金助成状況 【別表 ２】

Ａ１

Ａ２

Ａ３

Ｂ１

Ｂ２

Ｂ３

Ｃ１

Ｃ２

Ｄ１

Ｄ２

Ｅ

629,750

種別配分計

430,000

さわやか港南

特定非営利活動法人　こころの健康を考えるかるがも会

港南区子供会連絡会

特定非営利活動法人　ＣＡＰかながわ

230,000

30件

8件

16件

0件 0

2,085,000

喫茶コーナーアップル運営委員会

こうなん来夢運営委員会

合          計（46件）

助成条件

30,000

100,000

配分団体

港南台給食フェスティバル実行委員会

港南区ボランティア連絡会

港南区シルバークラブ連合会

100,000

30,000

配分額

300,000

30,000

100,000

児童福祉

助成額

360,000

100,000

ヤングシルバーの会

助成件数

そよかぜふれあいまつり

1,545,000

10,305,000

1,131,000

1,726,000

288,000

Ｃ

Ｂ

Ｄ

30,000

30,000

180,000

90,000

179,750

90,000

Ｂ１からＢ２の条件に該当しない
障害者団体

区域で活動する福祉に関する団体の
連絡会組織が活動する年間活動費

100,000

800,000

600,000

625,000

1,505,000

0

4件

実施回数が年10回以上かつ
サービス利用者数の月平均が5人以上

助成区分

社会福祉

 

 

配分種別

高齢者福祉

障害者福祉

Ａ 26件

21件

0件
実施回数が年36回以上かつ
１回あたりの当事者の参加が10人以上

利用者数、回数などの条件なし

実施回数が年10回以上かつ
１回あたりの当事者の参加が5人以上

11件

障害当事者活動

8件

157件合    計

30,000

100,000

1,649,750

30,000

港南区民生委員児童委員協議会

実施回数が年36回以上かつ
サービス利用者数の月平均が10人以上

市民参加による
地域福祉推進事業

33件

１回あたりの参加者が5～20人以上
福祉のまちづくり活動

１回あたりの参加者が21人以上

当事者の参加が5人以上
(宿泊、日帰りハイク事業)

新規団体活動費
概ね10人以上の構成メンバーで、
今後も継続した活動が見込める団体

その他の福祉活動



【市民参加による地域福祉推進事業】
区分

ＮＰＯ法人おもいやりライフサポート ホームヘルプ・家事援助 192,000

こうなん福祉まごころの会 ホームヘルプ・家事援助 192,000

さわやか港南 ホームヘルプ・家事援助 192,000

特定非営利活動法人総ぐるみ福祉の会 会食会・茶話会 192,000

配食サービスボランティア「てまり」 配食サービス 192,000

フレンズ港南 日常生活支援 192,000

ぺんぺん草の会 デイサービス・サロン 183,000

保育グループどんぐり 個別での子育て支援 192,000

楽田の郷 デイサービス・サロン 192,000

ワーカーズコープ愛コープ港南 ホームヘルプ・家事援助 174,000

ワーカーズコレクティブコミュニティーコーディネーターここデイサービス・サロン 192,000

あゆみの会 会食会・茶話会 74,000

榎戸ふくしの会 会食会・茶話会 74,000

音楽のひろば 音楽療法 74,000

カモメクッキング 会食会・茶話会 66,000

かよう会 会食会・茶話会 66,000

心の健康教室 カウンセリング 66,000

子育てまち育て塾 デイサービス・サロン 66,000

桜台福祉クラブ デイサービス・サロン 74,000

ささげネットワーク 送迎・外出支援 66,000

サロンようこそ デイサービス・サロン 66,000

霜月の会 配食サービス 74,000

下永谷地区わいわいサロン デイサービス・サロン 66,000

しらゆりボランティアグループ 脳卒中後遺症者リハビリ教室 74,000

すこやか茶話会 会食会・茶話会 66,000

たんぽぽ 会食会・茶話会 74,000

つくしんぼ 家事援助 44,000

となりぐみ 会食会・茶話会 66,000

西松本どんぐりの会 日常生活支援 66,000

野庭団地ボランティアグループ 会食会・茶話会 74,000

野庭住宅第5ボランティア 配食サービス 66,000

野ばらの会 デイサービス・サロン 74,000

日野第一子育て応援隊 子育てサロン 48,000

日野第一ボランティアグループ ホームヘルプ支援 44,000

ボランティア若菜会グループ 会食会・茶話会 66,000

ママ’Ｓ　ママ 子育て支援事業 66,000

ワーカーズコレクティブ　ポピンズ 親子ひろば 66,000

かたつむり会 視覚・聴覚支援 66,000

港南音訳ボランティア　いとでんわ 視覚・聴覚支援 74,000

木曜手話の会 視覚・聴覚支援 74,000

指で読む絵本　あじさいの会 視覚・聴覚支援 74,000

4,099,000

助成額

Ａ１

合    計(４１件)

団体名 事業名

Ａ３

Ａ２



【障害当事者活動】
区分

アロエの会 リハビリ教室 身体障害者 75,000

大久保最戸地区機能訓練リハビリ教室 リハビリ教室 中途障害者 50,000

ＫＩＺＵＮＡ 青年学級 障害児 50,000

ともいくKids その他（余暇活動） 障害児 75,000

ないとくる～ず 青年学級 障害者 50,000

日下地区リハビリ教室 リハビリ教室 中途障害者 85,000

日野第一地区リハビリ教室 リハビリ教室 中途障害者 85,000

日野地区リハビリ教室 リハビリ教室 中途障害者 75,000

ひばりのアートクラブ 趣味・スポーツ 障害児 85,000

ふきのとう リハビリ教室 障害者 75,000

ポンポンクラブ 青年学級 障害者 85,000

放課後アトリエin港南台ひのヨーゴ その他（アトリエ） 障害児 75,000

めだかの会 趣味・スポーツ 障害児 60,000

横浜視覚障害者福祉協会　華道クラブ 趣味・スポーツ 視覚障害者 50,000

横浜失語症友の会 リハビリ教室 中途障害者 85,000

横浜トラッジャーズ その他（知的障害者余暇支援） 障害者 75,000

横浜レクリエーションボッチャクラブ 趣味・スポーツ 中途障害者 75,000

リズム運動療法研究所戸塚支部Fairies その他（リズム運動療法） 障害児 75,000

リハビリ１５の会（通称ドラえもんの会） リハビリ教室 中途障害者 75,000

リハビリボランティア　ふじの会 リハビリ教室 中途障害者 75,000

One,Two,Three In Hinoの会 趣味・スポーツ 障害児 70,000

港南区視覚障害者福祉協会 日帰り・宿泊ハイク事業 視覚障害者 85,000

港南区肢体障害者福祉協会 日帰り・宿泊ハイク事業 障害者 50,000

港南区肢体不自由児（者）父母の会 日帰り・宿泊ハイク事業 障害者 85,000

港南わかたけ会 日帰り・宿泊ハイク事業 障害者 85,000

こうよう親の会 日帰り・宿泊ハイク事業 知的障害者 85,000

歩々路 日帰り・宿泊ハイク事業 障害児 85,000

ひなたぼっこ 日帰り・宿泊ハイク事業 障害児 75,000

よいしょ 日帰り・宿泊ハイク事業 障害児 75,000

【福祉のまちづくり活動】
区分

あいの会  講演会・研修会(精神保健） 55,000

あかね友の会 施設活動支援 55,000

あそび・隊 子育て支援 46,000

いそご回想法倶楽部  講演会・研修会(回想法リーダー養成） 46,000

おはなしくまさん 読み聞かせ（絵本） 28,000

おはなしグループ　おひさま 読み聞かせ（絵本） 46,000

きらきらフィットネス  親子の健康体操（子育て支援） 46,000

傾聴の会こうなん 施設活動支援 37,000

港南台生き生きプレイパーク  プレイパーク（子育て支援） 46,000

港南台同華会 障害者施設での生け花活動 46,000

港南台にほんごの会 日本語ボランティア 46,000

港南台保健活動推進員会 町ぐるみ健康づくり教室 46,000

香勇民謡クラブ  施設活動支援（民謡演奏） 46,000

ＮＰＯ法人　国際交流ハーティ港南台 日本語ボランティア 55,000

こだまの会  講演会・研修会（不登校・引きこもり） 46,000

下永谷保育園保護者会  講演会・研修会(子供虐待防止） 28,000

紫乃会  施設活動支援（演芸） 55,000

手話サークル「手にことばを」 手話サークル 55,000

助成額

2,130,000

団体名 事業名

合    計(２９件)

団体名 対象者事業名

Ｃ１

助成額

Ｂ３

Ｂ２



区分 団体名

シニアいきいきスクール 転倒骨折予防体操 46,000

すこやか講座実行委員会  講演会・研修会（高齢者知識） 46,000

膳友会 施設活動支援 55,000

永谷コスモス 施設活動支援 37,000

永谷地区健康教室 町ぐるみ健康づくり教室 46,000

なずな会ボランティア 障害者グループ活動の支援 46,000

東永谷ボランティア 障害者グループ活動の支援 55,000

ひぎりウオーキング協会 その他（ウオーキング） 46,000

ひまわり給食ボランティアの会 施設活動支援 55,000

ぽぴんず学童クラブ運営委員会 イベント 46,000

ボランティアグループ　夢輪 イベント 55,000

MASHーG  施設活動支援（ギター演奏） 46,000

ミュージックブーケ その他（音楽活動） 46,000

菱興上永谷ゆうゆうクラブ その他（花壇の整備・管理） 46,000

朗読ボランティアあいうえお 施設活動支援 46,000

あじさいフレンズ 障害者グループ活動の支援 37,000

Ｗｉｔｈ（うぃず）  施設活動支援（精神保健） 46,000

おはり箱  講演会・研修会（布おもちゃ） 37,000

おりづる会 施設活動支援 46,000

介護者の集い　さくらの会 介護者支援・レクリエーション 37,000

上大岡手話サークル　摺の会 手話サークル 37,000

ＮＰＯ法人　ＣＡＰかながわ  講演会・研修会（子供虐待防止） 37,000

くいしん坊専科 高齢者料理教室 37,000

健康体操あすなろ会 町ぐるみ健康づくり教室 37,000

港南ガーデンネットワーク  講演会・研修会（福祉・防災対策） 37,000

港南区手話サークル「たけの子」 手話サークル 19,000

港南区聴力障害者福祉協会  講演会・研修会（聴覚障害理解） 46,000

港南幸の会 施設活動支援 37,000

港南区保育者グループ「ひまわり」 その他（子育て支援） 37,000

済生会横浜南部病院ボランティアの会 施設活動支援 37,000

さんき会ボランティアグループ 障害者グループ活動の支援 37,000

下永谷転倒骨折予防教室友の会 町ぐるみ健康づくり教室 37,000

昭和会 その他（高齢者支援） 37,000

地球のおばんざい その他（外国人支援） 37,000

ティータイム  講演会・研修会（子育て支援） 37,000

手づくりの会「麻の葉」 布（木）のおもちゃ・えほん 46,000

とんぼクラブ その他（異世代交流） 37,000

なかよしクラブ 転倒骨折予防教室 37,000

野庭住宅第２ボランティアグループ 施設活動支援 46,000

野庭住宅第６やよい会 高齢者茶話会・昼食会 46,000

ひなたぼっこ 高齢者お茶会 37,000

日野町内会タンポポ 施設活動支援 22,000

もめんの会 デイサービス・サロン 46,000

わいわいパソコンクラブ その他（パソコンボランティア） 37,000

わかばサークル その他（高齢者運動） 28,000

助成額事業名

Ｃ２

合    計(６３件) 2,676,000

Ｃ１



【その他の福祉活動】
区分

港南区こども会連絡協議会 イベントの開催 100,000

港南区社会を明るくする運動実施委員会 啓発事業 100,000

港南区障害者団体実行委員会 バスハイク 100,000

港南区女性団体連絡協議会 各種講習会、見学会 100,000

港南区シルバークラブ連合会 カラオケ大会、文化作品展 100,000

港南区民生委員児童委員協議会 区民児協活動の推進 100,000

港南区ボランティア連絡会 区ボランティア活動のレベルアップ 100,000

横浜市母子寡婦福祉会港南支部 親子交流事業 100,000

かるがもの家 レクリエーション事業（ハイク） 40,000

グループホームたんぽぽ レクリエーション事業（誕生日会） 40,000

グループホームイルカ レクリエーション事業（ハイク） 30,000

グループホームカレッタ レクリエーション事業（ハイク） 30,000

港南区地域訓練会　さ・い・た レクリエーション事業（お楽しみ会） 30,000

ＮＰＯ法人港南地域活動ホームひの レクリエーション事業(外出他） 40,000

港南福祉ホーム レクリエーション事業（余暇活動） 40,000

港南福祉ホーム　第2ひまわり 調理実習 40,000

さんき会 水泳訓練 40,000

就労継続Ｂ型事業所「ジャンプ」 調理実習 40,000

地域活動支援センター　フラワーロード 生活プログラム 40,000

地域訓練会なずな会 レクリエーション事業（クリスマス会） 40,000

ぬくもりの家 レクリエーション事業（ハイク） 40,000

パステル レクリエーション事業（ハイク） 40,000

Ｈｏｎｅｙ　Ｂｅｅ レクリエーション事業（一泊旅行） 40,000

ひだまりあったかい社 イベント（クリスマス会等） 30,000

平成2１年度年末たすけあい募金配分状況 【別表 ３】

地域ケアプラザ高齢者事業 @45,000×７施設

障害児者支援事業 @30,000～40,000×7団体

障害者地域作業所    　 @60,000×7施設

小規模授産施設 @60,000×3施設

障害者地域活動ホーム @30,000×3法人

障害者グループホーム @40,000～45,000×10施設

知的障害者更生施設 @30,000×1施設

就労支援施設 @30,000×1施設

地区社協活動              @170,000×15地区

地区社協活動（世帯比付加分）@20,000×2地区,@10,000×9地区

地区社協特別事業助成 @30,000～@40,000×3地区

子育て支援事業 @30,000×1施設

130,000

220,000

30,000

Ｄ１

種別配分計

315,000

障害者福祉

配分種別

1,361,700

高齢者福祉 315,000

団体名 事業名 助成額

配分額

1,400,000合    計(２４件)

 

2,550,000

4,496,700

110,000

30,000

2,790,000

420,000

子育て支援 30,000

Ｄ２

地域福祉

180,000

90,000

30,000

391,700

合          計（69件）

配分事業・団体

 


