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 Ⅰ  小地域活動の推進・支援事業 【㊥事業No.1-1】

１．身近な地域での支えあい活動の推進

 

(地域ささえあいネットワーク・地区別計画推進への参画）  

15地区 83 回 （昨年度：82回）

①地域福祉保健計画推進の主な取り組み 【参照Ⅶ-１-(3)】

日  程： 9月30日(日）

場  所： 港南区役所

参加者： 96人

内 容：

②港南区元気な地域づくり推進フォーラムの開催 ＜港南区役所共催＞

日  程： 3月2日(土）

場  所： ひまわりの郷 ホール

参加者： 325人

内 容： 港南ひまわりプランを中心とした地域の取組発表

中学生によるステージ発表

             見守り協力事業者の紹介

             

①住民支えあいマップの作成支援

作成数： 6エリア （昨年度8エリア）

②見守り・支え合いまちづくり研修会

日  程： 12月21日(金）

場  所： 港南区役所

参加者： 75人

内 容： 「見守り・支え合いまちづくり研修会」研修会

～情報を有効活用して見守り・助け合いを！！～

講 師： 社会福祉法人「大樹」理事長 山本 一郎 氏

③フードドライブ事業の開催

ア．食品の募集
日  程： 平成31年1月7日～15日
場  所： 区内9地域ケアプラザ及び港南区社会福祉協議会

対  象： 港南区民より募集

寄付数： 802点

（２）身近な地域のつながり・支えあい活動推進事業 【㊥事業№1-2･5、№3-1･3･6、№5-10】

（事業推進の主なポイント）

・個別課題を共有するため、地域ケアプラザ包括支援センターカンファレンスに出席しました。

・より身近な生活圏域での支え合い活動を推進するため、住民支えあいマップの作成支援を行いました。

・制度では解決できない相談の解決に向けて対応、関係機関や住民と協力し解決に努めました。

(１)  組織的な小地域活動の実施 【㊥事業No.1-4、No.5-5】

港南ひまわりプラン（第3期地域福祉保健計画）の推進にあたり、区役所・地域ケアプラザ等と連携して小地域活動の支援
に取り組み、地域支えあいネットワークや地区別計画推進に参加しました。また、推進のヒントを得るための住民同士の意見
交換の場「しゃべっCiao♪(チャオ)」を開催しました。

おおむね50世帯のエリアで、地域の方とともに課題や住民同士のつながりを地図に落とし込み、見えてきた地域像を共有
し、課題解決に向けて取組むことを目的とした、住民支えあいマップの作成を支援しました。

生活困窮者支援と、住民ができる地域貢献活動のきっかけづくりを目的に、地域ケアプラザの協力を得て、食品の募集な
らび生活に困窮している方や福祉関連施設・支援団体への配分事業（フードドライブ）を実施しました。

こんな街になったらいいな、こんな取組があったらいいな、を話し合っい、最後に漢字１文字に書き表しまし
た。

（昨年度551点）

・港南ひまわりプラン推進のための意見交換会「しゃべっCiao♪(チャオ)の開催」＜港南区役所共催＞

近隣の助け合いの層をさらに厚くするため、サービスに結び付きづらい事例や地域での体制づくりが進みにくいなどの課
題に対して、地域の方々とともに取り組みました。

重点

重点
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イ．食品の配分

 配分数： 76件 48組（個人44、団体4） 

④個別課題への対応

件 数： 4件

内 容：

(３)  地域ケアプラザとの連携 【㊥事業№1-2、№5-10】
①地域ケアプラザ地域活動交流コーディネーター連絡会の開催   

 

日  程： 毎月第4水曜日（年12回）

場  所： 港南区福祉保健活動拠点

参加者： 地域活動交流コーディネーター

内 容： 地域支援のための情報共有や意見交換など

②協働事業の企画・運営

  区内の全ての地域ケアプラザと協働で事業を企画・運営しました。

 男のセカンドライフ大学校 【参照Ⅰ-３】

③共催事業・講座の開催

日  程：

場  所：

対  象：

参加者：

内  容： 夏休み余暇活動支援

日  程： ①11月15（木） ②12月2日（日） その他月1～2回木曜日

場  所： 下永谷の畑

対  象： 認知症の方、不登校ひきこもりの方など

畑を通した交流の場 参加者： ①2１人 ②5人

内  容：

①サツマイモ堀り ②下永谷バザー

日  程：

全9回

場  所：

対  象：

参加者： 25組 50名 （延べ184組 383名）

日  程： 1月26日(土)

場  所： 日下地域ケアプラザ

対  象： 学齢障害児等

参加者： 親子 4組 9人

内  容： 地域で安心して楽しく過ごせる居場所づくり事業

日  程： 毎月第3金曜日

場  所： 港南台地域ケアプラザ

対  象： 青年層の障害者

参加者： 延べ364人

内  容：

共催：下永谷地域ケアプラザ

相談を受けた中で、既存のサービスでは対応できない個別の課題に対し、関係機関との情報共有や地域の方とともに
解決に向けた取り組みを行いました。

複合的な課題がある世帯への片付け支援、就労支援など

8月7日(火）・8月17日（金）・8月24日（金） 全3日間6回共催：ドルフィン実行委員会

日限山中学校エリア個別支援
級余暇支援活動「ドルフィン」

日限山中学校エリア個別支援級生徒・児童

障害児37人、きょうだい15人、保護者6人、ボランティア126人

日限山小コミュニティハウス・日限山地域ケアプラザ

男のセカンドライフ講座OBが畑を運営し、認知症や不登校の方などととも
に皆が役割を持つ居場所として交流しお互いの理解を深める

（昨年度 67件 46組）

（昨年度  6件）

地域ケアプラザの交流事業を支援し、地域支援を進めるために、連絡会や研修、協働事業を行いました。

共催：日下地域ケアプラザ

青年学級
「ないとくるーず」

共催：港南台地域ケアプラザ

共催：日下地域ケアプラザ

青年層の障害者の仲間づくりと、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港南台地域ケアプラザとと
もに実施しました。

9月25日(火）・10月2日(火）・16日(火)・23日(火）・30日（火）

日下地域ケアプラザ

1歳児とその親

仲間作り、子育て不安の解消、主体的な活動のきっかけ作りのための親
子学級

11月3日（土）・6日(火）・13日(火)・27（火）

障害児土曜余暇支援事業
みんなのサロン「ぽかぽか」

 内  容：

1歳児親子学級
「ありんこクラブ」
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④地域包括支援センターとの連携  

3回

3回

1回

６回

港南台地域ケアプラザ ８回 東永谷地域ケアプラザ 2回

下永谷地域ケアプラザ 3回 野庭地域ケアプラザ 1回

日下地域ケアプラザ 2回 港南中央地域ケアプラザ 3回

日野南地域ケアプラザ 6回 芹が谷地域ケアプラザ 2回

日限山地域ケアプラザ 2回 合計35回

・地域ケア会議への参加 5回

各地域ケアプラザ地域包括支援センター及び区役所が主催する地域ケア会議に参加しました。

 

①連絡会 【参照Ⅶ-1-(1)-⑤-5】
日  程： 6月6日（水）・12月5日（水）・3月6日（水）
場  所： 港南区福祉保健活動拠点

 参加者： 22団体、9施設

内 容： 団体間の情報交換、事務局からの情報提供

２．地区社会福祉協議会の支援 【㊥事業№1-3】

【㊥事業№5-9】  

 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。

区民の皆様から寄せられた区社協賛助会費、年末たすけあい募金などが財源となっています。

金額 財源

 ① 賛助会費還元金 648,000円 （世帯賛助会費）

② 基礎助成金 （市社協補助金）

（区社協賛助会費）

（年末たすけあい助成金）

③ 福祉ネットワーク事業費 1,500,000円 （年末たすけあい助成金）

④ 新規事業・サロン立ち上げ助成 77,000円 (善意銀行配分金)

⑤ 住民支えあいマップ助成 18,000円 （市社協補助金）

上大岡 45,000 100,000 445,000

大久保最戸 56,000 100,000 456,000

笹下 70,000 100,000 470,000

日下 38,000 100,000 9,000 447,000

日野 52,000 100,000 452,000

日野第一 40,000 100,000 440,000

港南台 60,000 100,000 9,000 469,000

永野 70,000 100,000 470,000

野庭団地 23,000 100,000 423,000

野庭住宅 32,000 100,000 432,000

下永谷 40,000 100,000 440,000

永谷 57,000 100,000 457,000

芹が谷 23,000 100,000 423,000

ひぎり 27,000 100,000 427,000

日野南 15,000 100,000 77,000 492,000

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。また、地区社協分科会との共催で研修会を行いました。

15地区

@50,000×15地区

@150,000×15地区

種類

地域包括支援センターの会議に出席し、情報共有を行うことで業務連携の推進を図りました。

①世帯賛助会
費還元金

②基礎助成金
（一律）

(４)  住民参加型在宅福祉サービス団体連絡会(住民参加型等市民活動団体分科会)の開催

(１)  地区社協活動費の交付

地域包括支援センター連絡会事務局会議

地域包括支援センター連絡会

主任ケアマネジャー分科会

社会福祉士分科会

@77,000×1地区

地区

各地区

市社協（5万）
区社協（25万）

地域包括支援センター単位で開催されている、カンファレンスに出席し、個別ケースから地域課題へのつながり
や課題把握に努め、課題解決のネットワークを構築する一助としました。

@100,000×15地区

内訳

@3,000×6エリア（2地区）

合計

@100,000×15地区

4,500,000円

③福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ
事業費

④新規事業・ｻﾛ
ﾝ立上助成

⑤住民支えあい
マップ助成

重点
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(２)  地区社協関係会議の定例開催 【参照Ⅶ-１-(1)-⑤-１】

 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2火曜日）※5月・8月は休会

② 福祉ネットワーク事業担当者会議 6月27日（水）・10月24日（水）・2月27日（水）

③ 地区社協検討会 7月5日（木）・11月1日（木）・2月21日（木）

【㊥事業№1-3】  

 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 区連会・地区社協合同研修会

日程：8月23日（木） 場所：港南区役所

内容：地域での見守りの取組について 講師：瀬谷区社会福祉協議会 工藤事務局長

② 地区社協研修（基礎編）

日程：8月30日（木） 場所：港南区福祉保健活動拠点

内容：地区社協とは 講師：永谷地区社会福祉協議会 若林会長

(４)  地区社協活動のPR

地域新聞への掲載 6回

  

地区担当職員による訪問回数 308回 （昨年度225回）

 ３．地域活動の人材育成 【㊥事業№1-2、3-6】
幅広い地域活動の担い手発掘と育成を目的に、地域ケアプラザや区役所と協働で実施しました。

日  程：

場  所：

対  象：

参加者：

内  容：

修了後：

個別支援通学付添い、いわゆるゴミ屋敷の支援、若年性認知症の方と

一緒に畑の活動、フードドライブ）を共に解決している。

日  程： 9月9日（日）・9月15日（土）・10月14日（日）・11月10日（土）

12月9日（日）・【番外編】1月28日（月）

対  象： 地域が推薦する地域活動のけん引役となる方

参加者： 41人（地域枠 25人 職員枠16人）

内  容： ①開校式・地域再発見！まち歩きin港南

②みんなのチカラを集結！自慢の地域イベントを体感しよう

③魅力的な活動がいっぱい！区内の取組から学ぼう

④地域で実現させたい！マイプランを作ろう

⑤卒業式・卒業発表

【番外編】 区内事例見学会・大同窓会

日  程： 4月18日（水）・6月20日（水）・9月5日（水）・10月17日（水）

12月17日（月）・2月20日（水）

対  象： テーマに沿って協力を依頼（地域、企業等）

参加者： 42人

内  容：

②男性が行きたくなる商業施設とは？

⑤地域でできることを考える～生活支援体制整備事業を理解する

⑥男のセカンドライフ大学校全体でできることを考える

③リビング・ラボ
～男性による我が街プロジェクト～

協力
 桜美林大学
 ㈱ビデオリサーチ

①1日の生活スタイルから～魅かれる音楽、漫画、テレビ、本について
（男性編）

④You Tube、動画の活用について～インターネット使用状況、 
契約テレビ番組等

③1日の生活スタイル～見ているテレビ、録画しているテレビ番組
（女性編）

地域ケアプラザ、区社協からのお願いごと（講座の準備、片づけ、

(５)  地区担当制の充実と地区アセスメントシートの作成

(３)  地区社協研修の実施

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活動のPRを行いました。

35人

地区社協活動への訪問や関係者へのヒアリングを通して、地域アセスメントシートを作成しました。

②学び舎ひまわり

共催
 港南区連合町内会連絡協議会
 港南区役所

２のグループが健康維持、社会貢献を目的に結成。

70歳までの男性

ウィリング横浜・サバスホール・地域ケアプラザ ほか

10月5（金）・19（金）・10月31日（水）･11月9日（金）20日（火）・ 
12月4日（火）12月14日（金）

①男のセカンドライフ大学校

共催
 港南区役所
 区内地域ケアプラザ

【㊥事業№1-2、№3-3･7、№4-1･2･3】

「港南区の魅力再発見」「落語と利き酒」「体操でセルフケア」「美味しい
コーヒーの淹れ方」「今から始める災害時の備え」「お楽しみツアー」など

拡充
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 Ⅱ  ボランティア活動の推進・支援事業 【㊥事業№1-1】

 １．ボランティアセンター事業の推進 【㊥事業№3-3･7】

(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 29年度新規 29年度登録数 30年度新規 30年度登録数

グループ 13 202 25 226

（人） 235 5,670 226 5,857

個人   （人） 51 321 76 390

○ボランティア相談・調整

区分 単発 継続 合計

依 頼  （件） 92 28 120

紹 介  （件） 55 4 59

         （人） 223 77 300

 対応率 59.8% 14.3% 49.2% ※前年度50.0％

(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 85,000部 （12月：全戸配付）

② ボランティア活動メニューの発行 年4回 1570部 (登録ボランティアへ郵送・HP掲載）
内 容：ボランティア募集情報

(３)  各種ボランティア講座の開催 【㊥事業№3-6】  

日  程： 7月４日（水）～9月12日（水）まで毎週1回

場  所： 港南区福祉保健活動拠点

参加者： 14人

内  容： 手話と聴覚障害者の生活について

日  程： 7月12日（木）

場  所： ウィリング横浜

対  象：

参加者： 38人

内  容：

日  程：

場  所：

参加者： 18人

内  容：

日  程：

場  所：

参加者： 30人

内  容： 災害が起きた時に備えるためのシミュレーション

日  程： 2月8日（金）  

場  所： 港南区福祉保健活動拠点

対  象： 食事サービス活動を実施しているボランティアグループ等

参加者： 44人

内  容： 食中毒の概要と傾向

 日  程： 3月17日（日）
 場  所： 港南区福祉保健活動拠点

 参加者： 3人
 内  容： 視覚障害者に関わるボランティア育成のための研修

「男のセカンドライフ大学校」

港南区福祉保健活動拠点

9月6日（木）・9月13日（木）・9月27日（木）・9月27日（木） 全4回

港南区福祉保健活動拠点

誰でも簡単にできるマジックを習得し、ボランティア活動に活かす

10月12日(金）

食品衛生講習会

視覚障害者誘導ボランティ
ア入門講座
共催：かたつむり会

【再掲 Ⅰ-3-①】
共催：区内地域ケアプラザ

1歳児親子学級

「ありんこクラブ」

共催：日下地域ケアプラザ

【再掲 Ⅰ-1-(3)-③】

あなたもマジシャン
（港南マジッククラブ）

HUG研修
共催：港南区ボランティア連絡会

内            容講座名

よこはまシニア大学
「さまざまなボランティア活動と
その心構え」
主催：横浜市シルバークラブ

連合会

港南区シルバークラブ連合会会員

「ボランティアセンターとは」「ボランティア活動で大切なこと」

手話講座
共催：港南区聴覚障害者協会

区内手話サークル

重点・拡充
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２．ボランティアの育成・支援事業

区内で活動するボランティアグループの支援やネットワーク活動の支援を行いました。

(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、年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4回   1710部

       ・助成金の交付 170,000円 （こうなんふれあい助成金・善意銀行配分金）

② 第19回ボランティアフェスティバルの開催協力 <港南区ボランティアフェスティバル実行委員会主催>

日  程： 11月18日（日）

場  所： 港南中学校体育館

参加者： ボランティアグループ 45団体（約800人）

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発表など

(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 【参照Ⅶ-1-(1)-⑥-1】

(３)  災害時ボランティアネットワーク事業の推進 【㊥事業№5-11】

日  程： 4月13日（金）・5月11日（金）・6月8日（金）・7月13日（金）・9月14日（金）、

10月12日（金）・11月16日（金）・12月14日（金）・2月8日（金）・3月8日（金）

場  所： 港南区福祉保健活動拠点

内  容： ブロック会議、まち歩き、図上訓練についての検討など

②災害ボランティアネットワークBブロック会議

日  程：

場  所： ①金沢区福祉保健活動拠点 ②戸塚区福祉保健活動拠点 ③栄区福祉保健活動拠点

参加者： Bブロック（磯子区、金沢区、戸塚区、栄区、港南区）災害ボランティアネットワーク

内  容： 近隣区の連携について ほか

日  程： 2月23日（土）

場  所：

参加者：

内  容：

（４）永野地区地域福祉活動拠点（通称：くじらの館）の運営

利用実績 利用率 26％

利用登録団体数 11団体 (前年度 11団体)

利用件数 延44団体、延679人 (前年度 延53団体、延697人)

地域防災拠点と災害ボランティアセンターとのボランティア依頼・受入のシミュレーション訓練
 

ボランティアの発掘と育成を目的に実施するボランティアフェスティバルの開催に協力しました。また、フェスティバル当日
に「ボランティア相談コーナー」を出展し、ボランティア活動への参加を呼びかけました。

災害時に災害ボランティアセンターを関係機関と連携して立ち上げ、外部からのボランティアを迅速にコーディネートで
きるよう運営する「港南区災害ボランティアネットワーク」の活動を支援しました。

①災害ボランティアネットワーク定例会

①6月19日(火） ②10月16日(火） ③2月19日(火）

③災害ボランティアセンター運営訓練

港南区福祉保健活動拠点ほか区内地域防災拠点

26人

永野地区周辺の地域福祉活動拠点として、地域の福祉ボランティアグループのほか、子ども若者支援グループなどの活
動場所の管理、運営を行いました。
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３．福祉教育の推進 【㊥事業№1-2、3-1･2】

(１)  福祉学習の推進
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 13件 16日 1,448人

中学校 3件 3日 189人

その他 4件 5日 480人

計 20件 24日 2,117人

(２)  福祉教育関連講座「先生のための福祉講座」の実施 ＜横浜市教育委員会・市社協・18区社協共催＞

日  程： 8月23日(木）

場  所： 横浜市健康福祉総合センター

参加者： 市内小学校・中学校、高等学校、盲・ろう・特別支援学校・養護学校の教員       26 人

内  容： 導入講義「福祉とは、福祉教育とは」 エリアごとの話し合い

(３)  福祉機材の貸し出し
車イス アイマスク 白杖 点字器 高齢者疑似体験 合計

20件 6件 2件 3件 19件 50件 （前年度56件）

 

  障害当事者、ボランティア、施設等と連携し、小・中、高等学校等での福祉教育・福祉啓発の実践を支援しました。

内 容

視覚・聴覚・身体障害者・高齢者理解

視覚・聴覚・身体・発達障害者・高齢者理解

企業・教員・地域向けに障害者・高齢者理解

(前年度 24件2,325人)

教員が授業に活用できる福祉教育の研修会を開催しました

拡充

- 7 -



 Ⅲ 各種助成事業 【㊥事業№5-2・9】

１．各種助成事業

(１)  善意銀行の運営と配分事業 【参照-別表1】  

 

 
① 寄託 区分 件数 寄託金額

物品 5件

金銭 29件 753,343円 （前年度 19件 447,992円 ）

 
 

② 配分 区分 件数 配分金額

物品 5件

金銭 11件 690,000円 （前年度 17件 878,000円 ）

(２)  こうなんふれあい助成金事業 【㊥事業№4-1】 【参照-別表2】  
 

配分審査→こうなんふれあい助成金運営委員会 【参照Ⅶ-1-(1)-⑥-2】

助成総額 108件 11,317,000円 （前年度 106件 8,743,000円 ）

(３)  年末たすけあい配分事業 【参照-別表3,別表4】

  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。

配分総額 30件 3,000,000円 （前年度 30件 3,000,000円 ）

（内訳）

地区社協基礎助成 15地区 1,500,000円

15地区 1,500,000円

配分審査→こうなんふれあい助成金運営委員会 【参照Ⅶ-1-(1)-⑥-2】※再掲

配分総額 19件 1,241,000円 （前年度27件 2,399,000円）

（内訳）

広域活動組織 6団体 510,000円

19団体 731,000円

  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。

主な寄託物品

介護用品・簡易食品、婦人衣料、ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ、座卓

主な配分先

特養２か所、医療センター、更生保護女性会、地域ケア
プラザ、児童デイ施設、保育園

70,000円～100,000円

社会福祉施設 21,000円～70,000円

  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」 および横浜市社協の「よこはまふれあい助成金」
を財源として、１８区全体の統一ルールを新たに設け、区内の福祉保健活動団体に助成しました。

福祉ネットワーク

@100,000×15地区

@100,000×15地区

また、前年度からの留保金を基本財源に、広域活動組織、社会福祉施設への配分を行いました。

配分計画承認（29年度第6回理事会）  30年3月15日開催

共同募金「年末たすけあい」留保金配分助成

新規

新規
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 Ⅳ 広報啓発事業 【㊥事業№5-1】

１．福祉のまちづくりの推進

(１)  第38回港南区社会福祉大会の開催 【㊥事業№3-1】
 

日  程： 11月29日（木） 13:30～16:00

場 所： 港南区民文化センター ひまわりの郷 ホール

参加者： 236人 （前年度：230人）

内 容： 第一部   式典

 (1)  ボランティア活動功労（感謝）：個人20人、団体5件

(2)  ボランティア活動功労（表彰）：個人6人、団体1件

(3)  地域活動功労（感謝）：個人1人

(4)  地域活動功労（表彰）：個人4人

(5)  金品寄付功労（感謝）：団体1件

第二部   基調講演：港南区で共に生きる地域をみんなの「参加の力」でつくる

(２)  障害者週間キャンペーンの実施 【㊥事業№3-1】

日  程： 12月3日（月）

場 所： JR港南台駅周辺・地下鉄上永谷駅周辺

参加者： 57人

内 容： 作業所製品・キャンペーン用カイロ配布、キャンペーン旗掲示

２．福祉の情報発信

(１)  区社協ホームページの運営 〔ホームページURL http://www.kounan-shakyo.jp〕
 

更新回数：       3回 （前年度：3回）

 アクセス数 ： 32,014件 （前年度：31,775件）

内容： 講座・研修の参加者募集、実施事業の報告など

  
 (２)  広報誌「社協だよりこうなん」の発行（年１回）

 

   福祉情報提供と福祉啓発を目的に、区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： 12月 85,000部（全戸配布）年1回

内容： 障がい者スポーツ、福祉ネットワークの紹介、区社協からの情報提供ほか

委員会： 3回開催 【参照Ⅶ-1-(1)-⑥-4】

(３)  地域新聞・ホームページを活用した地区社協活動の紹介 【再掲Ⅰ-2-(4）】

(４)  福祉情報コーナーの運営 【参照Ⅷ-1-④】

福祉のまちづくりを推進するため、福祉活動関係者や区民の方々へ福祉活動への関心と理解を高める啓発事業を行
いました。

<共催：港南区役所>

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。

<共催：港南区障害者団体連絡会・港南区障害者地域作業所連絡会・こうなん来夢・港南区ボランティア連絡会>

障害福祉について認識を深めることを目的に、当事者の方と共に区内各所にてキャンペーン資材の配布、及び障害理解
への呼びかけを行いました。

ホームページの機能を充実し、最新情報の発信に努めました。

講 師：社会福祉法人 大阪ボランティア協会 常務理事 早瀬 昇 氏
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 Ⅴ 在宅福祉推進事業 【㊥事業№1-1、№3-3】

１．高齢者支援

(１)  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。

 リハビリグループ連絡会

日 程： 5月16日(水）・10月17日(水)・3月13日(水) 年3回

場 所： 港南区福祉保健活動拠点

内 容： 各グループの情報交換など

２．障害児者支援

(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   

主体

港南中央駅委託販売 常設

月曜～金曜日

(２)  障害者週間キャンペーンの実施 【再掲Ⅳ-1-(2)】

(３)  障害者青年学級・たまり場づくり事業 【再掲】   

(４)  学齢障害児余暇支援事業 【㊥事業№3-8】   

 

日 程： ７月30日（月） 8月１（水）・2日(木）・3日（金）・6日（月）・８日（水）

１７日（金）

場 所： 地域ケアプラザ（東永谷・港南中央・日野南・野庭・下永谷）

港南台ひの特別支援学校 横浜医療福祉センター港南 全７ヶ所

参加者： 児童・生徒53人、ボランティア123人、スタッフ103人

内 容： 調理、フラダンス体験、音楽プログラム、プール遊び等

日 程： ７月30日（月） 8月１（水）・2日(木）・3日（金）・6日（月）・８日（水）

17日（金）

場 所： 地域ケアプラザ（東永谷・港南中央・日野南・野庭・下永谷・港南台）

港南台ひの特別支援学校

対 象： 保護者42人・民生委員・児童委員38人

内 容： 民生委員・児童委員と保護者との懇談会

民生委員・児童委員、子ども、保護者の顔合わせ

趣 旨：

日 程： 12月26日(水)

場 所： 港南台ひの特別支援学校

参加者： 児童・生徒名81人、保護者52人、スタッフ21人

内 容： 特別支援学校教員のバンド演奏

フラダンス、ミニ運動会など

駅サイト上大岡＋他区作業所販売会

事業名 会場 実施日

野庭地域ケアプラザ

月曜～金曜日

お茶べりタイム

冬休み中の楽しいひと時として余暇支援事業を行いました。

ふゆっこ

市営地下鉄港南中央駅

市営地下鉄上大岡駅

販路拡大のため港南区障害者地域作業所連絡会へ協力しました。

こうなん来夢

港南区役所

野庭ショッピングセンター

事業名 内 容

夏休み学齢障害児が参加できる場を提供するために、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顔合わせ会を行いました。

今年度より余暇活動中に保護者と担当地区の民生委員・児童委員による懇談会「お茶べりタイム」を実施しました。

こうなんなつっこ2019

学齢期以外の方や家族も参加可能としました。

6・7・8・9・12月の第1水曜日

5・10月第１水曜日
区作連
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(５)  区内障害者団体の活動支援
①  障害者ふれあい交流事業

日 程：

場 所： 港南中学校グラウンド

参加者： 384人

内 容： リレー、ゲームなど

②  港南区障害者地域作業所連絡会への参加

③  こうなん来夢作業部会への参加

④ 自立支援協議会への参画（事務局会議、啓発分科会、グループホーム分科会）

(６)  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総会

②  精神障害者地域作業所 ぬくもりの家、パステル運営委員会

③  知的障害者グループホーム たんぽぽ  

④  障害者地域活動ホーム そよかぜの家運営委員会、地域活動ホームひの運営委員会

⑤  地域療育センター よこはま港南地域療育センター運営協議会

⑥  生活支援センター 区生活支援センター運営連絡会

⑦  障害者活動ホーム 港南福祉ホーム運営委員会

⑧ 特別支援学校 横浜市立港南台ひの特別支援学校はまっこふれあいスクール運営委員会

(７)  港南区移動情報センター

①推進会議の開催

日時・出席数

第1回 5月18日

第2回 7月20日

第3回 10月19日

第4回 2月15日

  障害の有無にかかわらず、ともに楽しみ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、
実行委員会形式で開催しました。

障がいのある方が外出する際の相談を受け、支援制度のご案内や、サービス事業所や団体等の紹介・コーディネー
トを行いました。

10月14日（日）

港南区福祉保健
活動拠点

前回会議報告、平成30年度第2四半期実績報告、情報交換、
各団体・機関より

港南区福祉保健
活動拠点

前回会議報告、平成30年度第3四半期実績報告、情報交換、
各団体・機関より

会場 主な内容

港南区福祉保健
活動拠点

前回会議報告、平成29年度実績報告、情報交換、次回以降
のテーマについて

港南区福祉保健
活動拠点

前回会議報告、平成30年度第1四半期実績報告、情報交換、
周知・人材発掘について、移動支援制度について

内 容

ふれあいスポーツ交流会

事業名

○企画会・反省会

11月１日（木）・３月４日（木）

4月９日(木)・5月10日(木)・6月７日(木)・７月５日(木)・10月４日(木)
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③ガイドボランティア登録件数 ：38名

④ガイドボランティア支援対象者数 ：17名

⑤ボランティアの発掘・育成に向けた取組

日 程： 11月7日（水）

場 所： ホンダカーズ横浜港南店

参加者： 15名

   

３．外出支援

(１)  送迎サービス事業
    

活動実績： 2,305 ※前年度2,342件

952 外出支援サービス

1,353 移送サービス

利用登録者 218人

運転ボランティア 9人

送迎車両台数 9台 （専用車両 4台／ボランティア持込車両5台）

 

４．子育て支援

(１)  港南区子育て連絡会への参画   

 

日  程： 4月17日（火)、6月12日（火）、9月20日(木)、2月19日(火)

場  所： 港南区地域子育て支援拠点はっち

参加者： 子育て関係団体  11団体

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

日  程： 5月29日（火）、7月18日（水）、10月3日(水）、2月27日（水）

3月6日（水）、3月28日（木）

場  所： 港南区地域子育て支援拠点はっち

参加者： 子育て関係団体 52団体

内  容： 子育てに関する情報交換

港南区子育てガイド「こうなんまっぷっぷ」の改訂

講演会・研修会の企画実施

会議名 内 容

  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。

子育て推進委員会

港南区子育て連絡会

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。

延利用回数

ガイドボランティア講座
共催：ホンダカーズ横浜港南店

内 容：
障がいの特性、外出時の留意点、車椅子体験、福祉車両の見学、安全
運転研修など

（内訳）

事業名 内 容

②相談件数

身体 知的 精神 複数障害 その他

今期相談受付 今期相談受付 今期相談受付 今期相談受付 今期相談受付

10 2 1 5 3 21

13 32 1 8 0 54

2 17 0 5 1 25

2 24 2 4 1 33

0 0 0 1 0 1

1 1 2 1 1 6

0 0 0 0 0 0

2 2 1 0 0 5

合 計 30 78 7 24 6

児童（18歳未満） 6 29 2 9 2 48

成人（18歳以上） 24 49 5 15 4 97

通院等必要不可欠な外出

余暇等社会参加のための外出

通学

通所

急を要する移動

制度の説明

事業所の求人情報提供

相談内容/障害種別

その他

相談合計
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(２)  不登校・引きこもり支援事業  

 

    ① 不登校・引きこもり連絡会の開催

日  程： 毎月第2火曜日 年9回

場  所： 港南区福祉保健活動拠点

参加者：

内  容： 各団体の情報交換

(３)  食事等生活支援事業（こども食堂の実施支援）

①「のばこども食堂」の開催協力

日  程：

場  所：

参加者：

内  容：

子どもが一人で食事を摂る「孤食」の解消のため、大勢であたたかい食事を楽しい雰囲気の中で食べる、という機
会の提供を、ボランティアグループ「こんぺいとうクラブ」と野庭地域ケアプラザの共催による事業開催に協力しまし
た。

開催時間 11時～14時 30年度全１2回開催

延べ ２３３名

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団体の連絡会を開催し、情報交換会を実施し
ました。又、連絡会参加団体と区内で居場所を提供している様々な団体の情報をまとめたパンフレットを作成し、区
内の小中学校や関係機関に配布しました。

野庭地域ケアプラサ゛ 多目的交流室

食事・デザートほかを子ども100円で提供。遊びや交流を交えての会食。

こだまの会、さわやか港南、コミュニティルームここ、ここふらっと、学習支援グループトトロ、横浜市
自閉症児・者の親の会（港南グループ）、NPO法人横浜メンタルサービスネットワーク

4月14日（土）・5月12日(土)・6月2日(土)・7月7日(土)・8月25日(土)、9月22日(土)

10月27日(土)・11月17日(土)・12月22日(土)・1月19日(土)・2月2日(土)、3月2日(土)

日  程： 10月29日（月）

場  所： 港南区役所

参加者： 42人

講  師：米田佐知子

事業名 内 容

講演会
「みんなで話そう！子育てワイワ
イ会議」泣いて笑って子育ての
子と地域のみんなとわかちあお
う
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５．生活支援体制整備事業

（１）第2層生活支援コーディネーターへの支援

①生活支援コーディネーター連絡会の開催  

日  程： 毎月第4金曜日（年12回）

場  所： 港南区福祉保健活動拠点

参加者： 生活支援コーディネーター・区役所職員

内 容： 生活支援体制整備事業推進のための情報共有や意見交換

②各地域での事業支援

車両による生活支援等の実施

東永谷地域ケアプラザ・日限山地域ケアプラザ・日野南地域ケアプラザ・港南中央地域ケアプラザ

下永谷地域ケアプラザ

（２）第１層生活支援コーディネーターの取組

①区域生活支援体制整備事業推進会議の開催

日  程： 毎月第3火曜日（年12回）

場  所： 区役所

参加者： 区役所・区社協

内 容： 区内の体制整備事業進捗状況の確認や、今後の方針について意見交換など

②市域生活支援体制整備事業推進会議への出席

日  程： 毎月第1火曜日（年12回）

場  所： 市役所

参加者： 区役所 地域包括ケア担当係長・区社協第１層生活支援コーディネーター

内 容： 市役所・市社協からの情報提供や市域の方針についての検討、情報共有

③第１層生活支援体制整備事業 協議体の開催

日  程： ６月２９日（金）、９月７日（金）、２月５日（火）

場  所： 港南区福祉保健活動拠点・港南区役所

参加者： 地域ボランティア、介護保険事業所、地域ケアプラザ

内 容： 「車を使った要支援高齢者の外出支援」の取組の共有、課題の検討

④介護予防・生活支援サービス補助事業申請支援
高齢者の介護予防や生活支援を充実・強化するために、通所型の介護予防プログラムや、訪問型の支援活動

（生活支援・見守り・配食）を行う団体に対し、横浜市からの補助が出る事業に対し、申請支援を行いました。

件 数： ４件

団体名： NPO法人 総ぐるみ福祉の会・NPO法人 たすけあいこころ

さわやか港南・株式会社イータウン

「車を使った要支援高齢者の外出支援」の取組を、区内で広げていくために、必要なことの検証や、多様な主体の
参画、新たな担い手の発掘を目指すことを目的として、地域住民や関係機関と取組の共有や意見交換を行いまし
た。

地域包括ケアシステム構築のため、多様な主体による生活支援や介護予防の充実した地域づくりを目指し、その
環境整備を行う事業です。区社協の第１層生活支援コーディネーターと、地域ケアプラザの第2層生活支援コー
ディネーター、区役所と連携し、事業の推進に取り組みました。

区内地域ケアプラザの第2層生活支援コーディネーターと、取組状況の共有や課題解決のための連絡会を開催
しました。

生活支援体制整備事業に関わる各種会議や情報の集約、区域としての目標設定、取組事項の確認・決定の場と
しての定例会議を開催しました。

各区生活支援コーディネーターの状況把握、市域の情報共有の場として定例会議に参加しました。

重点

- 14 -



 Ⅵ 各種相談事業 【㊥事業№1-1】

１．相談窓口の充実 【㊥事業№3-3】

(１)  窓口対応状況

 

 ○「ご意見箱」の設置

 ○「窓口満足度調査」の実施

平成30年11月1日～11月30日の期間、窓口満足度調査を実施しました。

・回収数：53件 ・満足度 95点 （昨年度 66件 96.4点）

(２)  苦情解決の仕組みの運営

 ・受付苦情件数 （前年度 1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～ 【㊥事業№2-1】

 

（１） 相談・サービスの実施
    （前年度  44件）

（前年度 2,532件）

 定期訪問・金銭管理サービス 58 件 新規23、終了10 （前年度  45件）

 預かりサービス 8 件 新規3、終了3 （前年度 8件）

（２） 事業の地域出張説明会の開催
港南区成年後見サポートネット分科会

港南区役所

あんしんセンター説明会（区 担当ケースワーカー向け）

港南区役所

（３） 会議への参加
 成年後見サポートネット分科会・全体会

（４） 市民後見人の養成協力

6月19日(火)・7月17日(火)・10月16日(火）・2月19日（火）

日  程：

1月９日（水）

初回相談件数 69件

延べ活動件数

名  称：

場  所：
参加者： ３０名

日  程：
場  所：
参加者： １５名

本会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。

1件

1件

６月１９日（火）

4,482件

サービス契約状況
(H31.3.31現在）

  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。

名  称：

横浜生活あんしんセンターと共に市民後見人候補者４名の面談を行いました。また、第４期市民後見人養成講座
実習課程において、地区社協・ボランティア団体・その他区内施設にご協力をいただき実習を行いました。また、地
域の活動に関しての情報交換を行いました。

 日常的に広聴できる仕組みとして、ご意見箱を福祉保健活動拠点内に設置しています。

計

  区社協に寄せられる相談に対し、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対応を行いました。

拠点 4,427 夜間 743

ボランティア

計

内容 時間帯

10,739 10,739

6,312 昼間 9,996

重点
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３．各種生活支援事業 【㊥ 事業№1-5】

(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

不動産担保型生活資金(要保護世帯含む)

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

制度以外のご相談

（前年度 ）

 ○罹災世帯数 2世帯 (前年度0世帯）

○見舞金総額 40,000円 (前年度0円）

(３)  低所得者援護事業 （窓口：区役所生活支援課運営係）

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。

  （前年度11件（3210円））

  

18,463,000

33 0

33 0 0

216

1,534 21

1

36 0 0

99 0 0

0 0

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。

区分 単価 件数 金額

全焼 15,000 1 15,000

半焼 10,000

【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

33 0

22 9,441,000

低所得世帯や高齢者・障害者世帯などで、他からの借り入れが困難な世帯に、世帯の自立支援を図るための資金
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

21

内 容 相談件数 貸付件数

0 0

死亡

0

96,000

決定金額

1,750

0

0

111

2,064

(２)  小災害緊急援護事業

9,345,000

0

1 10,000

重傷

半壊 10,000 0 0

合 計 1,996 22 9,441,000

0 0

6件（2,200円）

15,000 1 15,000

10,000

- 16 -



 Ⅶ 法人運営 【㊥事業№1-1】

１．事業推進体制の充実

（１） 理事会・評議員会・部会・分科会・委員会の開催 【㊥事業№3-3・4、№4-1･2･3、№5-1】
  法人の健全な運営のために、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

12 1.新規会員の入会について 1.原案通り承認

2.平成29年度事業報告及び収支決算について 2.原案通り承認

3.監事監査の結果について 3.原案通り承認

4.監事の推薦について 4.原案通り承認

5.評議員候補者の推薦について 5.原案通り承認

6.評議員選任解任委員会の招集について 6.原案通り承認

7.理事候補者について 7.原案通り承認

8.評議員会の招集について 8.原案通り承認

6月22日(金) 港南区福祉保健 12 1.会長の選任について 1.原案通り承認

14:30～14:55 活動拠点

10月18日(木) 港南区福祉保健 12 1.平成30年度＜予算＞の一部補正について 1.原案通り承認

10:00～11:05 活動拠点 2.第2回評議員会の招集について 2.原案通り承認

12 1.新規会員の入会について 1.原案通り承認

2.平成31年度事業方針(案)について 2.原案通り承認

10 1.平成30年度一般会計収支補正予算(案)に 1.原案通り承認

ついて

2.原案通り承認

3.平成31年度収支予算（案）について 3.原案通り承認

4.平成31年度予算における福祉基金の取り 4.原案通り承認

崩しについて

5.原案通り承認

②評議員会 <議決機関>

場所 出席数

6月22日（金） 20 1.平成29年度事業報告及び収支決算について 1.原案通り承認

2.監事監査報告 2.原案通り承認

3.理事の選任について 3.原案通り承認

4.監事の選任について 4.原案通り承認

10月31日（水） 20 1.平成30年度予算の一部補正について 1.原案通り承認

3月27日(水) 港南区福祉保健
活動拠点

20 1.平成30年度一般会計収支補正予算(案) 1.原案通り承認

10:00～11:20 活動拠点 2.平成31年度事業方針(案)について 2.原案通り承認

3.平成31年度事業計画(案)について 3.原案通り承認

4.平成31年度収支予算(案)について 4.原案通り承認

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29日（火） 2 平成29年度業務執行状況、経理状況、

財産状況について

 

5.第３回評議員会の招集について

2.平成31年度事業計画（案）について

                      注）出席者数には監事を含む

6月7日（木）

3月14日(木）

2月7日（木）

10:00～10:45

港南区福祉保健
活動拠点

港南区福祉保健
活動拠点

港南区福祉保健
活動拠点

開催日時 主な議題 結果

10:00～11:30

港南区福祉保健
活動拠点

10:00～11:06

開催日時

10:00～10:40

開催日時 主な議題 結果

10:00～11:15

10:00～12:00

結果

港南区福祉保健
活動拠点

主な議題

業務執行、経理、財産の管
理状況は適正と認められ
た。

港南区福祉保健
活動拠点

                     注）出席者数には代表理事・監事を含む
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④各種部会 <法人運営の重要事項（役員等推薦等）の検討>

日時

1 当事者団体部会

5月2日（水）

19：10～20：30

6人 

5月2日（水） 1.ひまわりのたねカード作成について

19：10～20：30

6人

1月9日（水） 1.ひまわりのたねカードについて

19：10～20：30 2.次期役員・広報委員について

6人 3.次年度の活動について

2 専門機関部会

12月19日（水） 人材確保・人材定着研修

14:00～15:30

1月19日（土） ふくしの仕事フェア

10：00～15：00

3 地域福祉関係団体部会

⑤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

4月10日（火） 1.港南ひまわりプラン応援補助金について

13:30～15:30 2.地域づくり運営補助金について

39人 3.平成30年度 港南区地区社協助成金基準について

4.各種募金依頼について

6月12日（火） 1.港南区長より「平成30年度港南区運営方針」について

13:30～15:30 2.地区社協分科会の位置づけについて

47人 3.平成30年度地区社協分科会での意見交換テーマについて

7月10日（火）

13:30～15:30

42人

9月11日（火） 1.地区社協研修の報告について

13:30～15:30 2.港南区社会福祉大会について

51人 3.住民支えあいマップの助成金の締切について

10月9日（火） １．福祉ネットワーク担当者会議について

13:30～15:30 2.障がい児者ガイドボランティアについて

40人 3.横浜市、港南区社会福祉大会について

4.第４回よこはま地域福祉フォーラムについて

11月6日（火） 1.地域つなぎ隊研修について

13:30～15:30 2.よこはまの地区社協全体会について

39人

12月11日（火） 1.地区社協助成金（下半期分）の交付について

13:30～15:30 2.港南区ボランティア食品衛生講習会の開催について

43人 3.見守り・支え合い まちづくり研修会

1月8日（火） 1.見守り・支え合い まちづくり研修会の報告について

10:00～11:30 2.フードドライブの実施について

 55人

2月22日（金） 1.横浜刑務所視察委員会委員候補者の推薦について

10:00～12:00 2.次期役員の選出について

3１人

3月12日（火） 1各地区会計監査・総会日程等について

13:30～15:30 2.各種届け出のお願いについて

41人

分科会名

部会名

15団体

ウィリング横浜

1.理事・評議員候補者の推薦について

港南区福祉保健活
動拠点

港南区福祉保健活
動拠点

港南区福祉保健活
動拠点

港南区福祉保健活
動拠点

福祉の仕事に対する理解を深めるために、福祉施設の個別相談を南
区・磯子区と合同で実施した。

港南区福祉保健活
動拠点

港南区福祉保健活
動拠点

港南区福祉保健活
動拠点

港南区福祉保健活
動拠点

港南区福祉保健活
動拠点

主な内容会場

会場

書面審議
（5月)

港南区福祉保健活
動拠点

3.地区社協全体会について

ウィリング横浜

港南区福祉保健活
動拠点

港南区福祉保健活
動拠点

1.平成30年度当事者団体部会実施事業について

港南区福祉保健活
動拠点

理事候補者（1名）、評議員候補者（2名）の推薦が承認された。

1.福祉ネットワークについて

主な内容

書面審議
（5月)

1.理事・評議員候補者の推薦について

理事候補者（1名）、評議員候補者（1名）の推薦が承認された。

2.港南区社協広報委員の交代について

3.地区社協研修（基礎編）の開催について

3.こうなんふれあい助成金の説明会について
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2 民生委員児童委員分科会

6月13日（水） 港南区役所

13:30～15:00 602号会議室

7月13日（金） 港南区役所

13:30～15:00 602号会議室

9月13日（木） 港南区役所

13:30～15:00 601号会議室 2.赤い羽根共同募金 街頭募金協力の日程について

3.第38回港南区社会福祉大会への出席依頼について

10月15日（月） 港南区役所

13:30～15:00 603号会議室

10月15日（月） 港南区役所

13:30～15:00 603号会議室 について

11月12日（月） 港南区役所

13:30～15:00 601号会議室

2月12日（火） 港南区役所 1.港南区社会福祉協議会次期理事候補者の選出について

13:30～15:00 603号会議室

情報交換会の開催について

3月13日（水） 港南区役所

13:30～15:00 602号会議室

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、必要のつど議題を提出 

4月20日(金) 港南区役所

13:30～15:00 603号会議室

5月21日(月) 港南区役所

13:30～15:00 603号会議室

6月20日（水） 港南区役所

15:30～17:00 603号会議室

   

7月20日（金） 港南区役所

13:30～15:00 603号会議室

9月20日（木） 港南区役所

13:30～15:00 603号会議室

10月22日（月） 港南区役所 1.「第38回 港南区社会福祉大会」受賞者の決定ならびに

15:30～17:00 603号会議室    出席依頼について

2.「更生保護こうなん第34号」の配布について

11月20日（火） 港南区役所

13:30～15:00 603号会議室

1月21日（月） 港南区役所

15:00～16:30 603号会議室

実績報告、平成30年度資材必要数の確認について

2月20日(水) 港南区役所

13:30～15:00 603号会議室

3月20日（水） 港南区役所

13:30～15:00 603号会議室

1.平成30年度赤十字社資（募金）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

1.平成30年度共同募金運動への協力依頼について(市連報告)

募集協力費の送金及び振込口座の確認、並びに平成30年度中間

3.「更生保護こうなん」第34号の配布について

2.第68回社会を明るくする運動「標語パネル」の協賛について

1.赤い羽根共同募金街頭募金の結果について

2.港南区社会福祉協議会「報告書」の送付について

1.「共同募金各区だより」配布依頼について（市連報告）

1.平成30年度区社協世帯賛助会費納入の協力について

1.「更生保護こうなん第35号」の配布について

3.「第１９回港南区ボランティアフェスティバル」チラシ回覧及びポスター

  掲示について

15団体 ※区民児協定例委員会に、必要のつど議題を提出

3.「第68回社会を明るくする運動」ポスター掲示、リーフレット
  の配布について

1.平成30年度赤い羽根共同募金運動及び年末たすけあい
   募金運動の実施について

2.第68回港南区社会を明るくする運動「ミニ集会」の開催について

3.平成30年度 港南区社協報告冊子の配布について

タイム」について

1.民生委員活動費交付、新任研修会について

1.こうなんなつっこ2018における保護者懇談会「おちゃべり

2.平成30年度港南区災害ボランティアセンター公開シミュレーション

1.「社協だより こうなん 第73号の全戸配布について

の実施について

1.平成30年度 共同募金港南区だより配布手数料・日本赤十字社会費

1.平成31年度日本赤十字社社資募集など各種募金・会費・分担金の

2.「更生保護こうなん第35号」の送付について

   目安額について

2.第4回よこはま地域福祉フォーラムの開催報告について

3.放課後等デイサービス連絡会と民生委員児童委員との

1.各種募金団体議案書の送付について

1.こうなんなつっこ「お茶べりタイム報告」

1.「見守り・支え合いまちづくり」研修」への出席・周知の依頼

2.赤い羽根共同募金「街頭募金」運動へのご協力に関して

報告」提出依頼について

2.平成29年度「生活福祉資金借受世帯支援記録票整備状況

1.生活福祉資金＜新任民生委員＞研修会について
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4 ボランティア団体分科会  

4月13日（金） 1.新規ニードについて

10:00～12:00 2.平成29年度準総会及び活動報告

21人 3.研修会について

4.区社協ボランティアセンター共催講座について

5月１1日（金） 1.新規ニードについて

10:00～12:00 2.ふれあい助成金について

16人 3.そよかぜふれあいまつりについて

4.地域の活動発信

6月8日（金） 1.新規ニードについて

  10:00～12:00 2.なつっこボランティアについて

21人 3地域の活動発信

4.そよかぜふれあいまつり報告について

7月13日（金） 1.新規ニードについて

10:00～12:00

15人 3.西日本災害ボランティアセンター設置状況について

9月14日（金） 1.新規ニードについて

10:00～12:00 2.共同募金についてご協力のお願い

23人 3.港南区社会福祉大会第2部講演会のご案内

4.ゆめワールド中間報告

5.区障連ふれあいスポーツ大会について

10月12日（金） 1.新規ニードについて

10:00～12:00 2.赤い羽根共同募金ご協力のお礼

21人 3.ふれあいスポーツ大会

4.子どもゆめワールドの報告

5.地域の活動発信

11月9日（金） 1.新規ニードについて

10:00～12:00

18人

5.地域の活動発信

11月26日（月） 日本赤十字社本社研修交流会

7:00～17:00

12月14日（金） 1.新規ニードについて

10:00～12:00 2.食品衛生講習会について

17人 3.平成31年度活動計画について

4.地域の活動発信

1月11日(金) 1.新規ニードについて

10:00～12:00

18人

5.地域の活動発信

2月8日（金）

10:00～12:00 2.平成30年度ボランティア保険について

44人 3.こうなんふれあい助成金説明会について

4.そよかぜ祭りについて

3月8日（金）

10:00～12:00

18人

6.地域の活動発信

5.食品衛生講座実施

2.地域福祉保健計画について

3.準総会と監査日程

2.なつっこボランティアについて

1.新規ニードについて

5.そよかぜふれあい祭りについて

港南区福祉保健活
動拠点

港南区福祉保健活
動拠点

港南区福祉保健活
動拠点

4.次回研修会について

4.地域の活動発信

2.ボランティア食品衛生講習会について

4.ボランティアフェスティバルについて

3.選考委員について

50団体

港南区福祉保健活
動拠点

港南区福祉保健活
動拠点

港南区福祉保健活
動拠点

港南区福祉保健活
動拠点

研修交流会

港南区福祉保健活
動拠点

3.選考委員の選出について

4.研修先について

6.地域の活動発信

1.新規ニードについて

港南区福祉保健活
動拠点

港南区福祉保健活
動拠点

2.研修交流会について

港南区福祉保健活
動拠点
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日時・出席数

5 住民参加型等市民活動団体分科会 22団体、9施設

6月6日（水）

13：30～16：00 2. 区社協より

25人

12月5日（水）

13：30～16：00 2.区社協より

25人

3月6日（水） 1. テーマを絞った意見交換 テーマ：精神障がい者への支援について

13：30～16：00

25人

6 高齢者施設分科会 5団体

6月4日（月） 1.役員の選任について

10:00～11:40 2.福祉の仕事フェアについて

3.職員交流会について

4.社会福祉法人の地域貢献活動について

10月16日（火） 1.役員の選任について

15:00～17:00 2.福祉の仕事フェアについて

3.職員交流会について

4.社会福祉法人の地域貢献活動について

1月31日（木） 1.役員の選任について

15:00～17:01 2.今年度の振り返りについて

3.次年度の活動について

2団体

6月4日（月） 1.役員の選任について

10:00～11:40 2.福祉の仕事フェアについて

3.職員交流会について

4.社会福祉法人の地域貢献活動について

10月16日（火） 1.役員の選任について

15:00～17:00 2.福祉の仕事フェアについて

3.職員交流会について

4.社会福祉法人の地域貢献活動について

1月31日（木） 1.役員の選任について

15:00～17:01 2.今年度の振り返りについて

3.次年度の活動について

8 障害者施設分科会 4団体

6月4日（月） 1.役員の選任について

10:00～11:40 2.福祉の仕事フェアについて

3.職員交流会について

4.社会福祉法人の地域貢献活動について

10月16日（火） 1.役員の選任について

15:00～17:00 2.福祉の仕事フェアについて

3.職員交流会について

4.社会福祉法人の地域貢献活動について

1月31日（木） 1.役員の選任について

15:00～17:01 2.今年度の振り返りについて

3.次年度の活動について

⑥各種委員会等
日時・出席数

1 ボランティアセンター運営委員会  8人

12月4日（火） 1.平成30年度善意銀行について

10：00～12：00 (1)平成29年度 善意銀行預託金配分実績一覧

6人 (2)平成30年度 善意銀行預託状況について

(3)平成30年度 善意銀行寄託金配分計画（案）について

(1)平成30年度 ボランティア講座実施状況について

3.その他

(1)平成31年度 ボランティア講座公募について

(2)ボランティアセンター通信の発行について

2月6日（水）

14:00～15:30

5人 3.ボランティア講座 31年度実施団体(案)について

港南区福祉保健活
動拠点

港南区福祉保健活
動拠点

港南区福祉保健活
動拠点

港南区福祉保健活
動拠点

港南区福祉保健活
動拠点

港南区福祉保健活
動拠点

港南区福祉保健活
動拠点

主な内容会場

港南区福祉保健活
動拠点

3.各団体の近況状況及び情報交換

3.各団体の近況状況及び情報交換

港南区福祉保健活
動拠点

2.次年度の開催日程および内容について

港南区福祉保健活
動拠点

1. テーマを絞った意見交換 テーマ：生活困窮者自立支援事業につい
て

会場

7 児童施設分科会

港南区福祉保健活
動拠点

港南区福祉保健活
動拠点

港南区福祉保健活
動拠点

4.ボランティアセンター平成30年度活動報告並びに平成31年度活動計
画（案）について

委員会名

2.ボランティア講座について

1.平成30年度善意銀行預託状況について

主な内容

2.平成31年度善意銀行預託金配分（案）について

分科会名

3.各団体の近況状況及び情報交換

港南区福祉保健活
動拠点

1. テーマを絞った意見交換 テーマ：生活支援体制整備事業について
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2 こうなんふれあい助成金運営委員会 7人

7月11日（水）

14:00～15:30

7人

3 会長顕彰選考委員会 4人

9月13日（木） 港南区役所

10:00～11:00 共同ルーム

4人 2.会長顕彰被表彰者の選考について

4 広報委員会 8人

7月18日（水）

9月19日（水）

3月5日（火）

5 評議員選任解任委員会  4人

6月13日（水）

10:00～10:20

4人

(２)  区社協会員の拡充 【㊥事業№4-1、№5-2】
 ①区社協運営や事業に対する理解を広げ組織力を強化するために、新規会員加入を積極的に働きかけました。

     新規加入団体   2団体  

数 団体名

第1種 公私施設・団体 1

第6種 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・NPO 1

会員入会状況（平成30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 43団体

第2種 民生委員児童委員 277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 169団体

第5種 障害者団体等当事者団体 45団体

第6種 ボランティア団体・市民活動団体等 53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※ 12団体、36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 2人

※第7種の個人は保護司 656

②依頼時に同封するチラシに使途を掲載し、ご協力いただけるよう取り組みました。

前年度納入額

3,206,510円

245,000円

(３)  社会福祉法人の運営支援 【㊥事業№4-2】
 社会福祉法の改正を受け、共通のテーマについての情報交換や、共同事業の企画といった取組みを行いました。

【再掲Ⅶ-6、-7、-8】

73号
港南区福祉保健活
動拠点

障害者スポーツ、福祉ネットワーク
区社協からの報告

2.その他

1.評議員の選任（欠員補充）について
港南区福祉保健活
動拠点

1.平成30年度制度概要
2.平成30年度こうなんふれあい助成金・年末たすけあい分助成の受付

状況について
3.平成30年度こうなんふれあい助成金・年末たすけあい配分助成の

配分（案）について

1.平成30年度港南区社会福祉協議会会長顕彰推薦状況に
  ついて

港南区福祉保健活
動拠点

会員種別

分 野

合 計

会費種別 納入額

世帯賛助会費 3,248,900円

特別賛助会費 260,600円

①ＮＰＯ法人アドラーよこはま

①児童デイサービス事業所「はるプラス港南」

拡充
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(４) 地域福祉保健計画の推進 【㊥事業№1-4、№5-5】 【再掲Ⅰ-１-(1)】

①地域福祉保健計画支援チームオリエンテーション

日  程： 5月9日(水）

場  所： 港南区役所

参加者： 69人

内 容： 港南ひまわりプランの説明・支援チームと地区担当の役割について・各ケアプラザごとの顔合わせ

②地域福祉保健計画支援チーム研修

日  程： 7月25日(水）

場  所： 港南区役所

参加者： 54人

内 容： 中間期振り返りの説明・支援チーム会議（グループワーク）

(５) 福祉基金の運用
 

福祉基金を運用し、事業に活用しました

年末たすけあい助成金配分事業 780,000円

地区社協支援事業 1,500,000円

ボランティアセンター事業 200,000円

送迎サービス事業 100,000円

社会福祉大会事業 310,000円

２．事務局体制の充実 【㊥事業№1-4、№5-3･4・10】

「身近な地域のつながり・支えあい活動推進事業」実施のための事務局体制を整備しました。

 ○移動情報センターの設置

 ○住民福祉活動推進担当、地域ケアプラザ連携推進担当の配置

 ○「ご意見箱」の設置、「窓口満足度調査」の実施 【再掲Ⅵ－１－(１)】

 ○地区担当の配置
 

３．その他

（１）社会福祉士実習の受入 【㊥事業№3-4・8】
社会福祉援助技術現場実習の希望者を受け入れ、指導を行いました。

実習受入人数 2名
 

区役所・地域ケアプラザ・区社協職員向けに、地域福祉保健計画の概要や目指す地域像の共有、関係者間の連携
を目指して、合同オリエンテーションを開催しました。

個別支援業務と地域支援業務の有機的なつながりについて理解し、社会的孤立を背景とした課題へ対応力を身に
つけることを目的として、事例検討を通した研修を行いました。

  第3期港南区地域福祉保健計画の推進について区役所との共同事務局として、また区役所・地域ケアプラザと支援チーム
として、他関係機関と連携をしながら取り組みました。

重点
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 Ⅷ  福祉保健活動拠点の運営 【㊥事業№3-7、5-3・11】

１．福祉保健活動拠点運営

 

 ①港南区福祉保健活動拠点利用調整会議の開催

第1回 10：00～11：30 ・拠点利用に当たってのお願い

・AEDの使い方講座

第2回 14:30～16:00 ・平成30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について

②利用登録団体 133団体 （前年度末 134団体）   

③利用実績

(前年度 2,923件)

④福祉情報コーナーの運営

活動拠点内に設置した福祉情報コーナーにて、ボランティアや地域活動等の様々な情報提供を行いました。

⑤ボランティア事業の実施

【再掲Ⅱ－1】

 

 Ⅸ 公益事業

家屋貸付事業の実施
地域作業所パステル支援

   地域活動支援センター 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
 

 福祉関係6団体の事務局を担い、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)  港南区遺族会

午前 245 350 202 57 225

911 302 1,685

151

指定管理者としてより地域に密着した福祉保健活動拠点の運営を進め、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。

12月12日（水）

 3月11日（月）

部屋別利用実績 団体別利用実績

8 96

午後 285 423 245 101

582 2,898合計 658 924 568 166

パステルの隣地の草刈りを業者に委託しました。

261

夜間 128 121

点字
製作室

多目的
研修室

団体
交流室

区分 その他
当事者
団体

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
団体

対面朗読
・編集室

録音室
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平成30年度 善意銀行預託金配分状況

港南区民生委員児童委員協議会 普及・啓発事業費（広報発行費等） 100,000

ＮＰＯ法人 ＣＡＰかながわ 開拓事業費（人権教育に伴う啓発備品作成） 30,000

特定非営利活動法人 開拓事業費（会報の作成・発送費） 30,000

こころの健康を考えるかるがも会

「こうなん来夢」

港南台給食フェスティバル実行委員会 非営利事業費（フェスティバル（H30.9.27）開催） 30,000

ひまわり給食ボランティアの会

すずかけサロン 野庭住宅第３自治会サロン食事会経費の一部 40,000

区社協 港南区社会福祉協議会へ配分希望（2件） 港南区社会福祉協議会の事業費 101,750

平成30年度 こうなんふれあい助成金助成状況

【要援護者支援事業】
区分

300,000

400,000

180,000

400,000

400,000

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

75,000

80,000

80,000

120,000

55,000

80,000

集
い
の
場

要援護者
支援

障害児者
支援

福祉のまち
づくり

健康増進

集いの場

家事・生活支援

配食

送迎

障害児者支援ま
たは当事者活動
宿泊・日帰りハイ
ク
視覚・聴覚障害者
支援活動

実施回数および、１回あたりの支援対象者人数の程度により
６段階の上限額を設定。（50,000円～400,000円）
年間に対応した述べ訪問回数により５段階の助成上限額を設定。
（50,000円～400,000円）
１回あたりの配食対象者数および、年間の実施回数に応じて５段
段階の上限額を設定。（60,000円～400,000円）
年間の述べ送迎回数により３段階の上限額を設定。
（250,000円～350,000円）
実施回数および、１回あたりの支援対象者人数の程度により
５段階の上限額を設定。（40,000円～200,000円）

当事者の参加人数が５名以上の宿泊・日帰りバスハイク

回数・人数要件なし

年間開催日数と１回あたりの対象者参加者数により、２段階の上
限額を設定。（30,000円～40,000円）

年３回以上の実施と５人以上の参加

子育てまち育て塾

野ばらの会

サロン芹が谷

団体名 事業名

２件

５件

日野第一子育て応援隊

３件

地域住民の居場所作り(一人暮らし・親子)

０件

０件

音楽のひろば

カモメクッキング

かよう会

芹が谷コミュニティ てとてと

 特定非営利活動法人総ぐるみ福祉の会

２４件

１６件

不登校ひきこもりの学習支援

高齢者会食会

カウンセリング

ひなたぼっこ

子育てサロン

新規立上げ事業助成

会食会

ミニデイサービス

高齢者サロン

ひまあ～る会

心の健康教室

下永谷地区わいわいサロン

30,000

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

港南区子ども会連絡協議会

港南区食生活改善推進委員会

区域連絡会

食事ボランティ
アグループ

その他ボラン
ティア・市民活
動団体等

計画事業費（研修会開催経費）

普及・・啓津事業費（居場所づくり目的のイベント）市民団体 芹が谷コミュニティー てとてと

助成条件

４３件

配分額

助成件数 助成額

100,000

計画事業費（区内81クラブ活動資金） 100,000

普及・啓発事業費（広報発行費等） 100,000

904,000

791,750

普及・啓発事業費（広報パンフの作成）

合計（１２件）

100,000

30,000

物品購入費（アソート用包装資材）

11,317,000合    計 １０８件

5,482,000

560,000

2,580,000

941,000

100,000

250,000

２件 500,000

【別表 １】

【別表 ２】

   配 分 先 配分使途

１３件

0

0

助成額

高齢者給食(会食会)とそれに伴うプログラム

音楽療法サロン

親子の居場所づくり（フリースペース・サロン）

要援護者支援区分の活動で、年３ヶ月以上の実施見込みをしてい
る事業の立上げに対し助成

高齢者ミニデイサービス

（ひとり暮らし・虚弱）高齢者サロン

助成区分

活動ホーム・地域作業所共同団体

コミュニティールームここ

学習支援グループ トトロ

高齢者サロン・ミニデイ・オレンジカフェ

ぺんぺん草の会

楽田の郷

子育てサロン（親子の居場所)

住民サロン

高齢者サロン
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区分

80,000

80,000

76,000

80,000

400,000

80,000

80,000

80,000

80,000

150,000

80,000

70,000

80,000

65,000

50,000

120,000

80,000

50,000

400,000

60,000

80,000

120,000

120,000

100,000

80,000

91,000

300,000

160,000

400,000

400,000

160,000

160,000

400,000

160,000

80,000

60,000

140,000

80,000

80,000

300,000

80,000

180,000

250,000

250,000

【障害児者支援事業】

区分

63,000

48,000

80,000

60,000

40,000

50,000

60,000

障害児余暇活動(リズム運動等)

障害児余暇活動(ボウリング大会)

団体名 事業名 助成額

集
い
の
場

配
食

送
迎

港南子育て支援Ｗ．Ｃｏぱすてる

ＧＯＯＤ ＪＯＢ

指で読む絵本 あじさいの会

ひまわり給食ボランティアの会

配食サービスボランティア「てまり」

榎戸ふくしの会

ひぎり茶屋を支える会

 乳幼児一時預かり(サロンドベビー）

年代を問わず生活の支援

介護予防事業・家事援助、外出支援

高齢者・障害者等、住民同志の助け合い

子育て家庭への生活支援

障
害
児
者
支
援

リハビリ１５の会（通称ドラえもんの会）

家
事
・
生
活
支
援

高齢者・障害者・母子の日常生活支援

住民同士の助け合い活動

中学生以下の保育・一時預かり、家事支援

視覚・知的・身体障害児の教材作成を通した相談支援

障害者施設での給食づくり(調理助け合い)

ひとり暮らし・障害者配食サービス

ひとり暮らし・65歳以上配食サービス

住民同士の助け合い活動

子育て家庭への訪問、育児支援

つくしんぼ

横浜トラッジャーズ

子育て支援

障害児者余暇活動

精神障害理解・啓発の為の学習会、講演会

野庭住宅第六 やよい会

スフレ港南

こうなん福祉まごころの会

ころぼっくるサロンドベビー

さわやか港南

 福祉クラブ生協港南家事介護ワーカーズコレクティブぴいす

フレンズ港南

保育グループどんぐり

ワーカーズコープ愛コープ港南

ママ’Ｓ ママ

西松本どんぐりの会

ひとり暮らし高齢者等への配食

港南台地区障害者・高齢者対象送迎活動

スキップ

リズム運動療法 トットとポッポ

団体名 事業名

合    計

もめんの会

三丁目の夕日

高齢者サロン

若者就労支援の居場所提供

特定非営利活動法人 夢輪

野のカフェ

芹が谷子ども食堂 スナップえんどう

ひまわりサロン「おおきた」

こうなんYOU輝

縫製を通した居場所作り

ミニデイサービス(楽器指導を含む)

子育て支援(講演会、研修、情報交換・提供)

ひとり暮らし高齢者サロン

若者・子育て支援（学習支援）

会食・ミニデイサービス

地域交流・居場所作り

(野庭住宅)第四ボランティア

9,122,000

南平台シルバー交友会

くすの木の会

アドラーよこはま

日野第一地区リハビリ教室 あじさい

リハビリボランティア活動 ふじの会

浜の会

ホームヘルプ・家事援助

区内及び隣接区の高齢・障害者対象送迎活動

中途障害者等リハビリサロン

ひとり暮らし高齢者サロン

大久保最戸地区リハビリ交流会

スポーツ吹き矢を通した高齢者集いの場

オレンジカフェたんぽぽ実行委員会

あそび・隊

おはり箱

元気のちかみち隊

港南区子育て連絡会

助成額

特定非営利活動法人 福祉の家

中途障害者等デイサービス・リハビリ教室

聴覚障害者の交流・情報交換(デイS・茶話会)

高齢者の健康自立、安否確認、認知症予防

ひとり暮らし・要介護者の集いの場

こどもの遊び場、昼食の提供、学習支援

認知症予防カフェ

会食会（低糖質イブニングケア）

高齢者支援サロン・茶話会

日下地区リハビリ教室 中途障害者を含む高齢者健康サロン

笹寿会ささカフェ

高齢者の集いの場

認知症カフェ・居場所

未就学児おやこの広場家族問題相談・学習会

中途障害者を含む高齢者健康サロン

知的障害児者余暇活動支援

ささげブーブークラブ

地域訓練会なずな会

クローバー

あいの会

雑色南地域高齢者サロン

知的障害者余暇支援活動(サッカー)

中途障害者等リハビリ教室
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区分

80,000

60,000

75,000

60,000

25,000

100,000

60,000

40,000

40,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

【福祉のまちづくり事業】
区分

40,000

40,000

30,000

35,000

40,000

30,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

19,000

40,000

40,000

30,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り

中途障害者等リハビリ教室

港南区聴覚障害者協会 聴覚障害者の交流・情報交換

視覚障害者の情報を確保する活動

Ｏｃｅａｎ （おーしゃん）

傾聴の会こうなん

港南幸の会

団体名

障害児余暇活動

日帰りバスハイク

港南マジッククラブ

手話サークル「手にことばを」

カトレア

かたつむり会

港南音訳ボランティア いとでんわ

木曜手話の会

港南台にほんごの会

よいしょ

こうよう親の会

視
聴
覚
障
害
支
援

港南区「街の先生」の会

+ α

港南マハロ

障
害
当
事
者
活
動

ハ
イ
ク

ポンポンクラブ

めだかの会

横浜失語症友の会

香勇会民謡クラブ

こだまの会

紫乃会

日野第一ボランティアグループ

港南台生き生きプレイパーク

Ａｍｉ

元気玉の会

コミュニティランド

港南阿波おどり愛好会

ひよこの会

はまっこSKY

港南区視覚障害者福祉協会

助成額

文庫あかいやねのおうち

生涯学習フェスティバルの企画・運営

ケアプラザ等での出前講座支援

福祉施設、公園の環境維持支援

団体名 事業名 助成額

ＰＯＣＯ Ａ ＰＯＣＯ

港南区中途失聴難聴者協会

合    計 1,291,000

合    計 904,000

日野町内会タンポポ

手話り場

聴覚障害者支援（手話通訳）

手話サークル

ルリュール

視覚障害者音声訳

聴覚障害者支援（手話通訳）

セカンドライフ港南中央

日本語学習を通した外国籍在住者の日常生活支
援、文化の伝達

民謡演奏によるデイサービス支援、自治会交流活
動での指導

不登校、引きこもり啓発講演会の開催

障害者施設での食事づくりサポートや特養等への
通所者のお世話

施設での歌唱・演奏指導を通して高齢者の生活意
欲の向上を図る

傾聴を通した人的交流の仲介

医療センター入院乳児用ベビー服作り

グラス＆カリヨン

介護者の集い さくらの会

周辺街道沿いのゴミ拾い、除草のほか、近隣施設
での奉仕活動

生涯学習としての手話の学びと聴覚障害者との交流

地域の青少年と地域活動を結びつける行事等の展開

読書を通じた子育て支援

障害児の音楽療法

中途失聴者当事者情報交換会

日帰りバスハイク

事業名

阿波踊りを通じての機能訓練や歌唱指導を行い、
地域に結び付ける

幼児と母親の居場所、子育て支援

知的障害者の余暇活動支援(ヨガ)

福祉施設入所者を対象とした演芸指導や交流企画
への参画、認知症予防

施設の喫茶や交流活動の支援

安全・事故対応研修と子育て支援後援

読み聞かせを通じた平和学習や、震災について伝
搬する取組み

マジックの習得を通して仲間作りやリハビリ理念の
浸透を図る

地元老人会や介護施設と連携して様々な交流会開
催や配食を実施

サロンなどで認知症予防を目指した演奏(ミュージッ
クベル)と指導

共倒れしない介護活動を目指した講座、相談対応
などの交流の場

視覚障害者誘導

知的障害者余暇活動

知的障害者余暇活動
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平成30年度 年末たすけあい募金配分状況 （地区社協活動支援）
種別

上大岡地区社会福祉協議会

大久保最戸地区社会福祉協議会 100,000

笹下地区社会福祉協議会 100,000

日下地区社会福祉協議会 100,000

日野地区社会福祉協議会 100,000

日野第一地区社会福祉協議会 100,000

港南台社会福祉協議会 100,000

永野地区社会福祉協議会 100,000

野庭団地地区社会福祉協議会 100,000

野庭住宅地区社会福祉協議会 100,000

下永谷地区社会福祉協議会 100,000

永谷地区社会福祉協議会 100,000

芹が谷地区社会福祉協議会 100,000

ひぎり地区社会福祉協議会 100,000

日野南地区社会福祉協議会 100,000

平成30年度 年末たすけあい(留保金)配分  助成状況

510,000

731,000

【広域活動組織】
区分

100,000

100,000

70,000

70,000

70,000

100,000

510,000

【社会福祉施設】
区分

50,000

50,000

70,000

70,000

70,000

50,000

70,000

50,000

70,000

70,000

40,000

21,000

50,000

助成額

【別表 ３】

団体名 配分使途 配分額

地
区
社
協
事
業

給食会、リハビリ教室、新規サロン立上げ事業、住民支えあいマップ作成 100,000

広報誌発行、リハビリ教室、高齢者・子育て支援、住民支えあいマップ作成

広報誌発行、研修会、高齢者給食会、リハビリ教室、子育て支援

研修会、高齢者給食会、子育て支援

広報誌発行、研修会、高齢者給食会、高齢者・子育て支援、住民支えあいマップ作成

広報誌発行、リハビリ教室、高齢者・子育て支援

広報誌発行、研修会、広報誌発行

広報誌発行、高齢者給食会

広報誌発行、研修会、子育て支援

広報誌発行、研修会、リハビリ教室、高齢者・子育て支援

広報誌発行、研修会、高齢者・子育て支援

731,000

団体名 事業名 助成額

団体名

 一般社団法人みのりの里 地域活動支援センター おもろ

（福）そよかぜの丘
港南中央地域活動ホーム そよかぜの家

 ＮＰＯ法人港南福祉ホーム港南福祉ホーム

 ＮＰＯ法人港南福祉ホーム港南福祉ホーム 第2ひまわり

ＮＰＯ法人こころの健康を考えるかるがも会
コーポあおぞら

 （福）こうよう会多機能型事業所 ジャンプ

ＮＰＯ法人こころの健康を考えるかるがも会 パステル

 （福）こうよう会就労継続支援Ｂ型事業所 はばたき

ＮＰＯ法人こころの健康を考えるかるがも会
WAIWAIコーポ

港南区障害者団体連絡会

港南区シルバークラブ連合会

港南区ボランティア連絡会

広報誌発行、リハビリ教室、子育て支援

広報誌発行、研修会、子育て支援

広報誌発行、高齢者給食会、研修会、リハビリ教室、住民支えあいマップ作成

広報誌発行、研修会、リハビリ教室、高齢者・子育て支援

【別表 ４】

助成条件 助成件数

13件

広
域
活
動
組
織

港南区女性団体連絡協議会

合 計

地区社会福祉協議会福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ事業助成 地区内の人・世帯に対して、個別援助（買い物や送迎など）のコーディネートを行う事業

合    計

Ｄ２

障害者・家族・ボランティアの交流

女性の福祉保健意識の向上

高齢者の健康・親睦づくり

ボランティア活動する団体・個人のつながりづくり

民生委員児童委員活動の推進

自主製品展示・販売等の活動展開催（１～２月予定）

【備品】 事業実施に伴う買換え(冷蔵庫)

活動紹介、当事者と住民との交流を目的とした活動
展開催（１月）

一泊旅行(10～11月予定)

施設環境改善整備(階段手すりの設置)

参加型ミニコンサートによる地域交流（年３～４回）

 【備品】オーブンレンジ・炊飯器

【備品】事業実施に伴う買換え(ガス湯沸かし器、書
庫、ベッド)

一泊旅行(11～12月予定)

菓子製造のラベル印刷委託

英会話を通した「おもてなし」の学び(チャッツ) ６月
～全１０回

【備品】 配食用オーブンレンジ

港南区民生委員児童委員協議会

 ＮＰＯ法人F＆H（ Honey Bee & フラワーロード ）

 （福）そよかぜの丘グリーンヒルズ そよかぜ

ＮＰＯ法人こころの健康を考えるかるがも会
かるがもの家

 一般社団法人みのりの里 地域活動支援センター まなび

施設環境改善整備(リビング等の壁面修復 ９月～)

  ６件広域活動組織

社会福祉施設

助成区分

回数条件なし。参加される障害当事者の人数が５名以上であること。

回数条件なし。事業対象者の大半が、港南区民であること。

港南区社会を明るくする運動実施委員会 街宣、ミニ集会等啓発

合計

事業名 助成額

1,500,000

3,000,000
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