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【 取組状況 】（計画項目別） 

 
Ⅰ 要援護者への支援                          

１ 地域福祉活動の推進  

取組・活動の名称 平成 24 年度の取組状況 

（１）小地域の福祉活動の推進・支援 

 ア 小地域の福祉活動支援 
地域の活動拠点となっている地域ケアプ
ラザとの連携を強化し、地域の実情に応
じた活動が展開できるよう支援します。 

○地区別計画振り返り会議への参加（中間期・期末期） 
○地域支援チーム打合せ（随時） 
○事業に関する個別相談・支援（通年） 
○地区別計画の取組発表スライド制作（２月） 
（富岡第三地区／金沢中部地区） 

○既存のボランティアセンターへの活動支援 
① 地区・自治会町内会等の検討会に参加 
② 自治会町内会におけるボランティア相談対応（随時） 

③「金沢区地域の団体交流会」区役所との共催（３月） 

イ 地区別計画推進の支援 
区役所、地域ケアプラザと地域支援チー
ムを組み、各地区の計画推進に関わる取
組を支援します。 

ウ 新たな地域福祉活動への支援 
自治会町内会単位の支えあい活動立ち上
げ等、新たな取組を支援します。 

（２）地区社協への支援 

 ア 地区社協活動の支援 
地区社協活動が着実に推進できるよう、

活動支援及び活動費助成を行います。 

○活動運営費の交付（７月） 
総 額：650,000円(@50,000×13地区) 

○地区社協活動費・事業費の助成（６月） 
総 額：2,065,000円(13地区) 

○災害対応物品の提供(上限 200千円まで)（３～６月） 

イ 地区社協事務局長会議の定例開
催、役員研修会の開催 
事務局長会議を月１回開催し、役員研修

会を年１回以上開催します。 

○地区社協事務局長会議の開催（年 10回） 
開催日：毎月第 3金曜（８月は休会） 
参加者：区内地区社協事務局長、区役所 

○地区社協会長・事務局長合同会議の開催(3/15) 
内 容：①説明「地域活動における食品衛生」 

(金沢福祉保健センター生活衛生課 有竹義男 食品衛生係長) 
②地区別計画推進支援費助成事業の実施について 

参加者：地区社協会長、事務局長等 23名 
○市社協主催「地区社協研修会」への参加（12/15） 
参加者：金沢区からは地区社協役員 45人 

○事務局スキルアップ講座(PC勉強会)･相談対応(随時) 

 

２ 障害児者の社会参加の促進   

取組・活動の名称 平成 24 年度の取組状況 

（１）障害児者余暇活動支援事業の実施 
障害児者の余暇が充実できるよう、地域ケア

プラザ及び関係機関・団体と協力して事業を

実施します。また、余暇活動を実施しようと

するボランティアグル―プを支援します。 

○学齢期障害児余暇活動支援事業「サマーフレンド」の実施
（７～８月：計 13日間） 
会場：区内地域ケアプラザ／リネツ金沢 
参加者：延べ 73人  ボランティア：延べ 90人 
内容：室内プログラム（創作・遊び等）／プール遊び 

○「ベイスターズの野球観戦」の実施（8/30） 
参加者：7人（当事者 3人／ボランティア 4人） 

○各地域ケアプラザ主催余暇支援事業への協力・立ち上
げ支援（通年） 

（２）ふれあい交流事業の実施 
障害のある人を中心に区民交流を図る「ふれあ

い運動会」を関係団体の協力を得て開催します。 

○「第 32 回ふれあい運動会」の実施（障害者と地域住
民との交流）（9/30） 
会場：八景小学校校庭 

参加者：約 300人（運営協力：スポーツ推進委員、ボランティア） 

＊ アンダーラインは第２期金沢区地域福祉保健計画

に掲載している事業です。 
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（３）金沢区障がい福祉保健“いきいき

ネット”の充実 
当事者、関係団体や支援機関等、会員相互の

日常的な情報交換を活性化します。 

また、広報紙を年２回発行し、12 月の障害者

週間に啓発事業を実施する等、課題に応じた

取組を行います。 

○金沢区障がい福祉保健“いきいきネット”の運営 
総会：1回開催  役員会：5回開催 
・会員数（平成 25年 3月末現在） 
団体会員：31件、個人会員：25人 

○インターネット(メーリングリスト)による情報交換：延べ 54件 
メーリングリスト登録件数：50件 

○情報紙「ザ・いきいきネット」の発行：各 2,000部 
（第７号：10月、第８号：３月） 

○連続講座「障がいのある人の権利擁護セミナー」 
 (当事者団体部会との共催)   参加者計：63名 
① 7/13「権利をまもるしくみ」 参加者：21名 
②10/24「制度の違いを知ろう」 参加者：26名 
③11/ 9「あんしんノートの活用」参加者：16名 

○金沢区障がい福祉フォーラムの開催(12/8) 
来場者 375人 
①区内障がい支援機関紹介スライドショーの上映 
②金沢養護学校高等部3年音楽グループよる沖縄伝統芸能「エイサー」等披

露、D-dance.Kanazawaによるダンス披露 
③翻訳家ニキ・リンコ氏×編集者浅見淳子氏によるトークショー 
 テーマ「自閉っ子、努力もできれば社会のルールも守れる人」 

（４）障害福祉施設連絡会等への参加

及び支援 
各施設運営委員会，区地域自立支援協議会、

施設間の連絡会等へ参加し、連携を図るとと

もに、支援を行います。 

＜各種会議への参加＞ 
○障害者地域活動ホーム、作業所、グループホーム等運
営委員会への参加（通年） 

○金沢区地域自立支援協議会への参加（通年） 
○金沢区中途障害者連絡会への参加（通年） 

 

３ 地域の災害時における要援護者支援  

取組・活動の名称 平成 24 年度の取組状況 
（１）災害時対応の充実 

東日本大震災の被災地支援を継続するととも

に、復興活動の実践から学ぶ機会を設け、災

害時及び緊急時における要援護者支援の検討

に活かします。 

○３区合同ボランティアバス(本会、青葉区、瀬谷区) 
 日程：8/2(木)～4(土)【３日間】 
 参加者：28名（他本会職員 2名） ＊総勢 100名 
 内容：岩手県釜石市の夏祭「鈴子の盆」運営支援（ゲー

ムコーナー）/区内でこども用浴衣・甚平を募り寄贈 
○会員研修 金沢区防災講演会「今、釜石は・・・」 
 日時：9月 7日（金）10:00～15:30 
 場所：金沢公会堂、いきいきセンター金沢 
 内容：講師 釜石市町内会会長 他 3名 
参加者：(ｱ)全体会（10:00～12:30）420名 

(ｲ)分野別懇談会(14:00～15:30) 
  自治会・町内会、地区社協     20名 
  民生委員児童委員         34名 
  福祉施設、当事者・ボランティア団体 19名 

（２）災害ボランティアネットワークの

推進 
災害ボランティアの活動が充実できるよう、

定例会、研修会、災害対応訓練等の実施につ

いて支援します。 

○定例会(毎月第一金曜日)への参画 
○各種研修の実施・協力 
①「富岡防災デー」への協力（11/17） 

 ②市大生協 講演(1/10) 
 ③西柴団地福祉サービス 講演(2/5) 
 ④日赤救急法基礎講習(2/17) 
⑤災害対応シミュレーション（2/3）参加者：50人 

○各種防災訓練の参加・協力 
 ①９都県市合同訓練(9/1) 
 ②磯子区災ボラ訓練(9/29) 
 ③金沢区総合防災訓練(10/14) 
 ④市災ボラ図上訓練(11/18)  等 
○市・各区災害ボランティアネットワークへの協力 
○東日本大震災被災地の特産品販売による復興支援 
①いきいきセンターまつり(10/27) 
②富岡東地域ケアプラザ「東風祭」(3/3) 

＊ アンダーラインは第２期金沢区地域福祉保健計画

に掲載している事業です。 
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４ 福祉サービスの提供  
取組・活動の名称 平成 24 年度の取組状況 

（１）送迎サービス事業 
公共交通機関が利用困難な人を対象に、ボラ

ンティアによる送迎サービスを実施します。 

○横浜市外出支援サービス〔市委託事業〕、送迎サービス
〔独自事業〕の実施 
①活動件数（延べ）：845件 ②実利用人数：68人 
③利用登録会員数：325人 ④総走行距離数：7,849㌔ 

○運転ボランティア向け研修の実施（年２回） 
 ① 安全運転講習会(7/13)   参加：15名 
 ② 救命救急訓練講習会(9/19) 参加：14名 

（２）横浜子育てサポートシステム事業 
地域の中で、子どもを預けたり、預かったり

する子育て支援の取組を実施します。 

なお、１０月からの事務移管に向け、必要な

準備を行います。 

（平成 24年 10月から事務移管し事業終了） 
○援助活動件数：延べ 1,065件 
○会員数（平成 24年 9月末現在） 
①利用会員：255人  ②提供会員： 78人 
③両方会員： 22人 

○入会説明会：8回（出張含む） 個別説明会：8回 
○提供両方会員予定者研修(7/31,8/2,8/7) 
参加者：延べ 51人 

○会員交流会(7/29) 参加者：22人 
○会員交流会(9/24) 参加者：13人 
○一時預かり事業「お子さんを預かります！」（計 2回） 
 ①6/12：4人 ②9/6：4人  延べ 8人利用 

（３）生活福祉資金貸付事業 
低所得世帯や障害者世帯、失業により生活困

難になった世帯などへ資金を貸し付け、自立

を支援する事業を実施します。 

○貸付相談件数・貸付件数 
種  別 相談件数 貸付件数 

①総合支援資金 

ア 生活支援費 延べ 352 件 5件 

イ 住宅入居費 延べ 20 件 1件 

ウ 一時生活再建費 延べ 8 件 2件 

②臨時特例つなぎ資金 延べ 54 件 4件 

③生活福祉資金貸付 延べ 753 件 13件 

④不動産担保型生活資金 延べ 24 件 0件 

⑤要保護世帯向け不動産担保型生活資金 延べ 0 件 0件 

○民生委員研修の開催：１件 

（４）たすけあい福祉資金配分事業 
火災、風水害などの災害を受けた罹災世帯を

対象に、基準に沿って見舞金を支出します。 

○たすけあい福祉資金の交付 
 交付件数：4件(全焼 4件) 
 交付総額：40,000円 

（５）交通遺児援護事業 
かながわ交通遺児援護基金の身近な窓口とし

て、交通遺児の福祉向上のために給付金交付

等を実施します。 

○交通遺児給付金の交付（3月） 
 交付件数：１件（中学校卒業） 
 交付総額：50,000円 

 

５ 権利擁護事業の推進  

取組・活動の名称 平成 24 年度の取組状況 

（１）金沢区社協あんしんセンターの運営 
金銭管理に不安がある高齢者や障害者を対象

に、定期訪問、金銭管理サービス等を提供し、

安心して生活できるよう支援します。 

○初回相談：57件   ○継続相談：延べ 2,974件 
○契約者数（平成 25年 3月末現在） 
①定期訪問・金銭管理サービス：38人 
②財産等預かりサービス：15人 

○権利擁護に関する啓発活動 
①企画協力：晴嵐かなざわ主催「大広間健康生活座談会」（７月） 
②講演：老人クラブ連合会主催「横浜シニア大学」(10 月） 
③講演：金沢区生活支援センター愛＆あい主催 

「ピア研修 親亡き後の支援を知る」（12 月） 
④講演：泥亀地域ケアプラザ主催「成年後見制度勉強会」（１月） 

（２）金沢区成年後見サポートネットへ

の参加 
区役所、地域包括支援センターや成年後見を

担う専門職との連携を目的に、事例検討や情

報交換等の取組に参加します。 

○金沢区成年後見サポートネット事業事例検討会・連絡
会への参加（年４回：５,７,11,３月） 

○地域包括支援センター連絡会主催「新任ケアマネジャ
ー研修」への協力〔あんしんセンター事業の紹介〕（11月） 

○あんしんセンター利用者への対応にかかる関係者・専
門職との連携、協力要請（随時） 

＊ アンダーラインは第２期金沢区地域福祉保健計画

に掲載している事業です。 
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Ⅱ 関係情報の発信・共有の推進                     

１ 最新で役立つ福祉情報の提供  

取組・活動の名称 平成 24 年度の取組状況 

（１）ホームページを活用した情報提供 
区社協ホームページを適宜更新し、区内の福祉

情報を積極的に提供する等、充実を図ります。 

○アクセス件数：33,459件（昨年度：24,327件） 
○主な掲載・更新内容 
各種講座、イベント募集情報記事の掲載（随時） 

 

２ 情報紙の充実  

取組・活動の名称 平成 24 年度の取組状況 

（１）「福祉かなざわ」の発行 
区社協広報紙「福祉かなざわ」について、区民

参加の編集委員会を開催し、年３回発行します。 

○福祉かなざわの発行（年３回） 
①90号（8,200部発行・町内回覧等） 
特集テーマ「楽しんで、続けていますボランティア」 

②91号（8,200部発行・町内回覧等） 
特集テーマ「あなたのまちの地域ケアプラザ」 

③92号（75,000部発行・各戸配付等） 
特集テーマ「あなたのまちの地区社協」 

 

 

Ⅲ 関係団体・機関との連携強化                     

１ 区内の商店や企業との協働事業の検討  

取組・活動の名称 平成 24 年度の取組状況 

区内の商店や企業の地域貢献活動に関する意向

を把握し、協働できる事業の検討を開始します。 

○企業のボランティア活動に関する意向に応えて活動
の場を提供 

○地域貢献活動を希望する企業への相談対応（随時） 

 

２ 福祉啓発事業等の実施  

取組・活動の名称 平成 24 年度の取組状況 

（１）「福祉保健のつどい」の開催 
社会福祉功労者表彰及び地域福祉活動の啓発

を主な内容として開催します。 

○「金沢区福祉保健のつどい」の開催(2/23) 
来場者：290人 
①社会福祉功労者表彰及び感謝式典の開催 
ア 社会福祉功労者表彰：個人 27人、2団体 
イ 社会福祉功労者感謝（5年以上寄付者）：4団体 

②第２期金沢区地域福祉保健計画 
「いきいき金沢・ささえあいプラン」推進のために 
ア 基調講演「近助の精神」～いざという時のための支えあい～ 

講師：山村武彦氏 
（防災システム研究所、防災・危機管理アドバイザー） 

イ 地区別計画の取組発表 
（富岡第三地区／金沢中部地区） 

（２）「いきいきセンターまつり」の開催 
晴嵐かなざわ、泥亀地域ケアプラザなど館内

の施設と協力し、関係するボランティア団体

の参加を得て開催します。 

○第 14回いきいきセンターまつりの開催(10/27) 
 来場者：800人 
①福祉保健活動拠点利用者による模擬店、バザー 
②被災地支援のための模擬店、物産販売 
協力：金沢区災害ボランティアネットワーク、 

横浜南部市場共栄会 
③被災地復興支援活動パネルの展示      等 

＊ アンダーラインは第２期金沢区地域福祉保健計画

に掲載している事業です。 
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３ 地域ケアプラザとの連携強化  
取組・活動の名称 平成 24 年度の取組状況 

（１）地域活動・交流コーディネーター

連絡会の開催 
区内９か所の地域ケアプラザ地域活動・交流
コーディネーターが参加する連絡会を月１回
開催し、サブコーディネーターも含めた研修
会を年２回開催します。 

○地域活動・交流コーディネーター連絡会の開催（毎月） 
○新任コーディネーター研修会の開催(4/25) 
○コーディネーター・サブコーディネーター研修会の開催 

①第１回(6/6)  参加者：30名 
「地域に根ざした 地域活動・交流コーディネーター・サブコーデ
ィネーター のしごと」 
②第２回(2/14)  参加者：18名 
｢子どもたちの育ちをみまもり、応援する地域であるために｣ 

（２）地域ケアプラザ関係会議への参加 
各地域ケアプラザ運営協議会、地域ケアプラ
ザ所長会、地域包括支援センター職員連絡会
などに参加し、連携を図ります。 

○各地域ケアプラザ運営協議会への参加（9施設） 
○地域ケアプラザ所長会議への参加（月１回） 
○地域包括支援センター職員連絡会への参加 

 

 

Ⅳ 活動の機会等の促進                         

１ いきいき金沢助成金による活動支援  

取組・活動の名称 平成 24 年度の取組状況 
区内のボランティア活動、非営利な地域福

祉・障害福祉を推進する「事業」の支援を目

的として、活動費を助成します。 

○いきいき金沢助成金 
・平成 24年度助成金配分件数 
申請：134件 助成決定：133件 最終配分：130件 

・配分総額 12,866,000円（詳細は 12～13ページ参照） 
○平成 25年度の助成に向けての説明会 
・開催日（計４回） 2/15(2回)、2/19、2/27 
・内容 申請方法、該当する事業について等 

○平成 25年度助成金配分件数 
申請：121件  助成決定：120件 

 

２ 各種助成金情報の提供  

取組・活動の名称 平成 24 年度の取組状況 
活用できる助成金について、情報提供を行います。 ○民間団体実施の助成金の情報ファイルを窓口に設置 

 

 

Ⅴ 人材の発掘・育成                              

１ 区ボランティアセンターの機能充実  

取組・活動の名称 平成 24 年度の取組状況 
（１）ボランティアに関する相談・コー

ディネート・情報提供等の充実 
ボランティアに関する相談を受け、手助けし
て欲しい人とボランティアを適切につなげ、
必要な情報提供が行えるよう相談援助の向
上に努めます。 

○ボランティア依頼件数 243件 
 （単発依頼：220件、継続依頼：43件） 
○ボランティア紹介件数：378件 
○ボランティア登録 
 ・新規 個人：74人、グループ：3団体 
 ・累計 個人：385人、グループ：53団体 
○アドバイザーミーティングの開催（月１回） 

（２）ボランティア活動の活性化 
ボランティア情報を積極的に提供し、ボラン

ティア養成講座を開催する等、活動への参加

者を拡充します。また、登録ボランティアの

交流会を開催し、活動の活性化を支援します。 

○ボランティア交流会 
参加者：第 1回（7/5）13人／第 2回（2/16）20人 

○ボランティア保険講習会（2/27）：50人参加 
○食品衛生講習会(3/19)：13人参加 
○ボランティア入門講座（9/10,11/9,1/10,3/11）：延べ 

22人参加 
○金沢区精神保健福祉ボランティア講座 
（1/29～2/27 計５日間）延べ 65人参加  

＊ アンダーラインは第２期金沢区地域福祉保健計画

に掲載している事業です。 
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２ 地域のボランティアセンターへの支援  

取組・活動の名称 平成 24 年度の取組状況 
（１）新規開設及び運営への支援 

支えあい活動を実践しようとする地域のボラ

ンティアセンターについて、開設に向けた支援

や安定した運営が行えるよう支援を行います。 

○六浦ボランティアネットワーク定例会議へ参加 
（毎月：第１金曜日中心） 
・個別支援に関する情報共有や事例検討 
・情報交換 
（各団体の情報／会員･生活支援サポーター養成講座修了者の懇談等） 

（２）地域のボランティアセンター
交流会の開催 

日頃の活動に生かせるよう、ボランティアセ

ンター間の交流会を開催します。 

○金沢区地域の団体交流会（3/16） 
参加者：62人（22団体） 
・地区事例発表 
・各グループの課題・情報交換 

 

３ ボランティア団体の活動充実への支援  

取組・活動の名称 平成 24 年度の取組状況 
（１）各種ボランティア講座の開催・

組織化支援 
各種ボランティアの育成のため、学習できる機会
を提供します。また、地域ケアプラザ等と連携し
てボランティア講座の開催について支援します。 

再掲〔５ページ Ｖ－１（２）参照〕 

  

 ４ 福祉教育の充実  

取組・活動の名称 平成 24 年度の取組状況 
（１）福祉教育の実施 

福祉教育に関する相談に応じ、生徒を対象と
した講座開催の支援を行うとともに教職員
向けの講座を開催します。また、対象者の拡
大等事業のあり方を検討します。 

○学校からの相談に対応：14件 31コマ 
○能見台・富岡 CPにおける学校と福祉施設の連絡会 
（5/30） 参加者：19人 

○並木・富岡東 CPにおける学校と福祉施設との連絡会 
（３回：6/26,9/20,2/8） 参加者：延べ 56人 

○先生のための福祉講座開催 
①「先生のための福祉講座」（7/25,26）参加者：118人 

（２）福祉教育支援事業助成金による
学校支援 

福祉教育に取り組む小学校、中学校を対象に
事業費の助成を行います。 

○福祉教育支援事業助成金の交付（計 9件） 
小学校： 7校 198,000円 
中学校： 2校  4,000円 

 

 

Ⅵ 福祉保健活動拠点の運営                                           

１ 区ボランティアセンターの機能充実（再掲） 

取組・活動の名称 平成 24 年度の取組状況 
再掲〔５ページ Ｖ－１参照〕 再掲〔５ページ Ｖ－１参照〕 

 

２ 施設の適正な運営  

取組・活動の名称 平成 24 年度の取組状況 
利用調整会議などを活用して、利用者の声を

反映した拠点の運営を行います。 

○利用調整会議（年２回：会議・研修会） 
・第１回(8/1)「知って得する福祉用具の使い方」 
・第２回(2/1)「将来にわたり安心して生活するために  

最近よく聞く『成年後見制度』ってなあに」 
○ロッカー・メールボックス抽選会(6/1) 
○利用登録団体 122団体（平成 25年 3月末現在） 
利用件数 延べ 2,098件 

＊ アンダーラインは第２期金沢区地域福祉保健計画

に掲載している事業です。 
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Ⅶ 区社会福祉協議会の機能強化                                       

１ 会員の拡充 

取組・活動の名称 平成 24 年度の取組状況 

様々な機会を捉えて、会員の拡充に努めます。 ○会員数の推移 
 

 

２ 部会・分科会の活性化 

取組・活動の名称 平成 24 年度の取組状況 
様々な福祉課題を検討する場として充実し

ます。 

○ボランティア・市民活動団体分科会（７回） 
①第１回（5/8） 出席：21団体 
内容：平成 24年度の取組について ほか 

②第２回（7/12） 出席：19団体 
内容： 研修について   等 

③第３回（9/13） 出席：19団体 
 内容：施設見学について 等 
④第４回（1/10） 出席：14団体 
内容：ボランティア活動を続ける為にグループとして
活動や運営に工夫をしていること 

⑤第５回（3/14） 出席：20団体 
内容：平成 25年度の取組について   等 

＜ 研修会 ＞（２回） 
①9/3：講演「東日本大震災でのボランティア活動」 

参加：16団体 
②12/4,12/12：施設見学「かながわ赤十字情報プラザ」 

参加：20団体 
○地区社協分科会（２回） 
①理事・評議員の推薦（５月） 
②地区社協会長・事務局長合同会議として開催（3/15） 
〔１ページ：Ⅰ １－（２）イ参照〕 

○福祉団体等分科会（２回） 
①第１回（11/19） 出席：４団体 
 内容：事業の進捗状況と予定、各団体の情報交換 
②第２回(3/19)   出席：４団体 
 内容：平成25年度事業計画について、各団体の情報交換 

○当事者団体部会（３回） 
①連続講座「障がいのある人の権利擁護セミナー」 
 第 1回 7/13「権利をまもるしくみ」参加：21名 
第 2回 10/24「制度の違いを知ろう」参加：26名 
第 3回 11/9「あんしんノートの活用」参加：16名 

（金沢区障がい福祉保健“いきいきネット”との共催） 
②第１回(2/28) 出席：11名 
 内容：区庁舎整備に関するバリアフリー意見交換会 

次年度以降の取組について       等 
③区庁舎整備に関するバリアフリー意見交換会の参加 
 （14名参加） 

 
会員種別

平成24年
3月末
会員数

平成24年度
入会数

平成24年度
退会数

平成25年
3月末
会員数

合計 428 4 3 429

(内訳)

  ①施　　　設 35 0 0 35

  ②民生委員 269 0 0 269

  ③地区社協 14 0 0 14

  ④自治会町内会 14 0 0 14

  ⑤当事者団体 34 2 2 34

  ⑥ボランティア 39 0 0 39

  ⑦福祉団体等 20 1 0 21

  ⑧行　　　政 3 1 1 3
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○保健医療福祉専門分科会（2回） 
①第１回（5/23） 出席：23人 
内容：ア 平成 24年度事業計画について 

イ 企業の社会貢献活動との関わり(意見交換) 
 ②第 2回（3/21） 出席：12人 

内容：ア 「地域における要援護者の見守りについて」
～平常時 そして 災害時～ 

イ 平成 25年度事業計画の策定に向けて 等 

 

３ 会員研修会の開催 

取組・活動の名称 平成 24 年度の取組状況 

時宜に適した内容で、会員向け研修会を開催し

ます。 

○会員研修 金沢区防災講演会「今、釜石は･･･」 
再掲〔２ページ Ⅰ－３(1)参照〕 

○「社会福祉法人新会計基準対応研修」の開催（11/6,7） 
  参加：延べ 13名 
○「金沢区福祉保健のつどい」の開催（2/23） 

再掲〔５ページ Ⅲ－２(1)参照〕 

 

 ４ 事務局体制の強化 

取組・活動の名称 平成 24 年度の取組状況 

職員の能力向上が図れるよう、各種研修の実

施及び研修機会を充実します。 

○新人育成リーダーの配置による新任職員教育（通年） 
○職員人事考課定期面談による計画的ＯＪＴ（年２回） 
○職員研修の実施(2/28) 
講義：テーマ「障害者総合支援法と施策の動向」 
（講師：市健康福祉局障害企画課） 

○市社協、ウィリング横浜、県社協等研修への派遣（随時） 

 

 

Ⅷ 第２期金沢区地域福祉保健計画の推進                   

１ 区役所、地域ケアプラザ等と連携した計画推進  

取組・活動の名称 平成 24 年度の取組状況 

（１）区域計画の推進 
区域計画について、区役所、地域ケアプラザ

等と連携し、着実な推進を図ります。 

区域計画である区社協事業計画について、関係機関・団
体と連携し、ほぼ予定通り進捗 
○区地域福祉保健計画推進プロジェクト(5/23) 
○区地域福祉保健推進会議(6/8)      にて報告 
○地域福祉保健計画・区域研修への参加・協力(7/23,31) 

（２）地区別計画推進の支援（再掲） 再掲〔１ページ Ⅰ－１（１）ア参照〕 

 

 

Ⅸ 関係団体事務局の効率的運営                        
 

１ 神奈川県共同募金会金沢区支会       

２ 金沢保護司会 

３ 金沢区更生保護協会            

４ 金沢区遺族会 

５ 日本赤十字社金沢区地区委員会 



 

【 法人運営 】 
 

１ 理事会の開催 
日 程 ・ 会 場 内  容 

第

１

回 

平成 24年 5月 25日（金） 

いきいきセンター金沢 2 階 会議室 

出席者数 理事 7名〔総数 10名〕 

監事１名 

〔 議  案 〕 
１ 会員の承認について 

２ 顧問の選任について 

３ 評議員の選任について 

４ 諸規程並びに規則の一部改正について 

・保有する個人情報の保護に関する規程 

・保有する情報の公開に関する規程施行規則 

５ 平成23年度事業報告並びに一般会計収入支出決算について 
６ 平成 24年度一般会計収入支出予算の補正について 

〔 報告事項 〕         
１ 平成 24年度各種委員会委員について 

第

２

回 

平成 24年 11月 26日(月) 

いきいきセンター金沢 2 階 会議室 

出席者数 理事 8名〔総数 10名〕 

監事 2名 

〔 議  案 〕         
１ 評議員の選任について 

〔 報告事項 〕         
１ 送迎サービス利用料金の改定について 

２ 基金の状況について 

３ 本会事業の進捗状況について 

４ 平成 24年度「金沢区福祉保健のつどい」の開催について 

５ その他 

第

３

回 

平成 25年 1月 25日(金) 

いきいきセンター金沢 2 階 会議室 

出席者数 理事 9名〔総数 11名〕 

監事 3名 

〔 議  案 〕         
１ 障害者地域作業所等設置支援資金貸付規程の一部改正

について 

〔 報告事項 〕         
１ 各種委員会の整理見直しについて 

２ 主な事業の進捗状況について 

３ 「金沢区障がい福祉フォーラム」の開催結果について 

４ 平成 25年度事業計画の策定に向けて 

５ 「平成24年度 金沢区福祉保健のつどい」の開催について 

６ その他 

第

４

回 

平成 25年 3月 25日(月) 

いきいきセンター金沢 2 階 会議室 

出席者数 理事 9名〔総数 11名〕 

監事 2名 

〔 議  案 〕         
１ 会員の承認について 

２ 平成 24年度一般会計収入支出予算の補正について 
３ 部会、分科会及び委員会等設置規程の一部改正について 

４ 任期満了に伴う評議員の選任について 
５ 平成25年度事業計画並びに一般会計収入支出予算について 

〔 報告事項 〕         
１ 平成 24年度社会福祉法人の指導監査結果について 
２ 平成 25年度の理事会・評議員会開催日程について 

３ その他 

 

２ 監事会の開催 
日 程 ・ 会 場 内  容 

平成 24年 5月 18日(金) 

いきいきセンター金沢 2 階 会議室 

出席者数 監事 2名〔総数 2名〕 

１ 平成 23 年度事業報告並びに一般会計収入支出決算に
関する監査 



 

３ 評議員会の開催 
日 程 ・ 会 場 内  容 

第

１

回 

平成 24年 5月 28日(月) 

いきいきセンター金沢 2 階 会議室 

出席者数 評議員 14名 

〔総数 22名〕 

監事１名 

〔 議  案 〕         
１ 平成23年度事業報告並びに一般会計収入支出決算について 

２ 平成 24年度一般会計収入支出予算の補正について 

３ 役員の選任について 

〔 報告事項 〕         
１ 会員の入退会について 

２ 諸規程並びに規則の一部改正について 

・保有する個人情報の保護に関する規程 

・保有する情報の公開に関する規程施行規則 

３ 平成 24年度各種委員会委員について 
４ その他 

第

２

回 

平成 24年 11月 27日(火) 

いきいきセンター金沢 2 階 会議室 

出席者数 評議員 17名 

〔総数 23名〕 

〔 議  案 〕         
１ 理事の選任について 

〔 報告事項 〕         
１ 送迎サービス利用料金の改定について 

２ 基金の状況について 

３ 本会事業の進捗状況について 

４ 平成 24年度「金沢区福祉保健のつどい」の開催について 
５ その他 

第

３

回 

平成 25年 3月 26日(火) 

いきいきセンター金沢 2 階 会議室 

出席者数 評議員 18名 

〔総数 22名〕 

〔 議  案 〕         
１ 平成 24年度一般会計収入支出予算の補正について 
２ 部会、分科会及び委員会等設置規程の一部改正について 
３ 平成25年度事業計画並びに一般会計収入支出予算について 
４ 任期満了に伴う役員の選任について 

〔 報告事項 〕         
１ 障害者地域作業所等設置支援資金貸付規程の一部改正

について 

２ 会員の新規入会について 

３ 平成 25年度の理事会・評議員会開催日程について 

４ その他 

 



 

【 善意銀行 】 
 

１ 平成 24年度収支一覧 

［収入］ ［支出］ 

前年度からの繰越金 5,447,873 会長専決による配分① 1,290,000 

本年度善意銀行寄託金 1,619,910  いきいき金沢助成金支出 1,005,000 

利息 1,201  Ｂ（①＋②） 2,295,000 

   ［差引］ 

Ａ（平成 24 年度善意銀行収入） 7,068,984 次年度繰越額（Ａ－Ｂ） 4,773,984 

 

２ 平成 24年度預託金配分一覧 

配分種別 配分日 配分施設・団体名 配分希望理由 配分金額 

審査・会長専決

による配分 

2月 5日 福祉作業所ゆうゆう 椅子等の備品整備 500,000 

2月 5日 金沢区地域作業所連絡会 喫茶「明」備品整備 700,000 

3月 8日 金沢区民生委員児童委員協議会 
行旅人等に対する 
法外援護費給付 

90,000 

計 1,290,000 

平成 24年度 

配分決定分 

6月 いきいき金沢助成金 助成金支出 1,005,000 

計 2,295,000 

 

３ 平成 24年度寄託金寄託者一覧     （平成 24年 4月 1日～平成 25年 3月 31日） 
№ 寄託者名 金額（円） № 寄託者名 金額（円） 

1 金沢スプリングコンサート実行委員会 100,000 24 横浜市泥亀地域ケアプラザ 18,050 
2 横浜ポートヒル ライオンズクラブ 金沢茶道会 50,000 25 横浜市泥亀地域ケアプラザ・いきいきキッチン 12,253 

3 （個人） 20,000 26 カトリック金沢教会 10,000 

4 富岡六地蔵尊奉賛会 30,000 27 布サロン 浜木綿 10,000 

5 （匿名）ヨコハマいきいきポイント 27,500 28 
 

福まち応援団 3,881 

6 高舟台松寿会 11,860 29 大栄建設株式会社 56,930 

7 （個人） 7,425 30 大栄建設株式会社 40,000 

8 （匿名） 2,000 31 横浜労福協横浜なぎさ支部 30,000 

9 明るい社会づくり運動 金沢区協議会 50,000 32 （個人） 5,000 

10 （個人） 5,000 33 （個人） 30,000 

11 （個人） 5,000 34 アミーガ(手芸の会) 100,000 

12 小泉町内会 15,000 35 （個人） 16,000 

13 ㈱イトーヨーカ堂 能見台店 17,543 36 （個人） 10,408 

14 N・T 健康体操 3,000 37 （個人） 20,000 

15 日本発条労働組合 横浜支部 80,000 38 （個人） 5,000 

16 （個人） 798 39 N・T 健康体操 3,000 

17 泥亀町内会 
 
 

4,000 40 能見台地区連合町内会 5,400 

18 （個人） 381,321 41 金沢区賀詞交歓会実行委員会 100,000 

19 金沢区婦人団体連絡会 63,939 42 日本発条労働組合 横浜支部 70,000 

20 金沢区佛教会 100,000 43 平成 25 年金沢区消防出初式実行委員会 2,798 

21 金沢区民謡舞踊普及会 30,000 44 横浜市富岡東地域ケアプラザ 700 

22 横浜市能見台地域ケアプラザ・能見台地区センター 11,270 45 生活リハビリしらさぎの会 2,174 

23 金沢区吟剣詩舞道連盟 52,660  

計  1,619,910 

  



 

- 12 - 

【 いきいき金沢助成金 】 
 

１ よこはま ふれあい助成金（助成総額 3,462,000円） 

区 分 
Ａ 地域福祉推進事業 

Ａ－① Ａ－② Ａ－③ 

対象事業 

何らかの支援が必要な人々に対する地域福祉推進

事業 
●会食、配食、デイサービス･サロン、ホームヘルプ・家事援助、送迎、

フリースペース、相談事業 など 

視覚障害者や聴覚障害者への

技術を要する直接支援事業及

びその技能習得のための講座 
●音声訳、点訳、拡大写本、誘導 など 

助成条件 

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 
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 

利用者数、回数等の条件なし 

配分限度額 20万円 5万円 5万円 

配分件数･総額 10件・1,915,000円 3件・150,000円 1件・50,000円 

助成団体 

あじさいの会、いきい木会、NPO 法
人海の会、ひかりサポート、西柴
団地福祉サービス、NPO 法人のびの
会、まごころ会、六浦東・地域子
育て会、ゆうわ会ふれあい広場、
NPO 法人さくら茶屋にししば 

グリーンピース、湘南八
景「お助けマン」、六浦・
あけぼの 

点訳グループ「かなざわ」 

 

区 分 
Ｂ 障害当事者活動 

Ｂ－① Ｂ－② Ｂ－③ 

対象事業 

障害児者及びその家族が行う障害児者の自立支援 

並びに社会参加のための事業 
●訓練会、青年学級、趣味・スポーツ、研修、作業実習、

中途障害者リハビリ教室 など 

障害当事者やその家族などに

よる宿泊、日帰りハイク事業 

助成条件 

実施回数が年 36回以上

かつ 1 回当たりの当事

者参加が 10 人以上 

実施回数が年10回以上かつ1回あた

りの当事者参加が５人以上 

当事者の参加が 5 人以上 

配分限度額 20万円 5万円 5万円 

配分件数･総額 0件・0円 7件・350,000円 5件・250,000円 

助成団体 

（なし） あゆみの会、金沢 SNE の会、金沢
区中途障害者連絡会、生活リハビ
リしらさぎの会、横浜シーガル、
ラ・メール六浦、とまとの会 

金沢ホープの会、かもめの会成人グル
ープ、野島クリスマスキャンプ実行委
員会、パワフル、∞の会 

 

区 分 Ｃ 福祉のまちづくり 

対象事業 

「誰もが安心して暮らしていけるまちづくり」を市民参画型で行う事業 

〔Ａ･Ｂの①、②助成条件に満たない事業〕 
●手話サークル、施設ボランティア、布（木）のおもちゃ・えほん、日本語ボランティア、セルフヘルプグループ、災害ボランテ

ィア、パソコンボランティア、車イスダンス、プレイパーク（公園遊び）、読み聞かせ、など 

●講演会、研修会、福祉まつりなどの単発イベント 
助成条件 1 回あたりの参加者が 5 人以上 

配分限度額 3万円 

配分件数･総額 26件・747,000円 

助成団体 

あいあい音楽部、あおぞら会、あとの会、M・V・金沢、金沢区にプレイパークをつくろう会、NPO
法人関東シニアライフアドバイザー協会 SLA 神奈川南横浜グループ、キラキラキッズの会、現代・
ことの会、コアラ学級、高齢者 NPO 金沢区シニアガイド、ジョナサン、たすけあい夏山、男性ボラ
ンティア金沢”助さん”、高機能自閉症理解推進グループ『のびのび会』、ふらっと茶房、横浜映画
ボランティアクラブ、NPO 法人らしく並木、朗読椿の会、若草グループ、縫いぬいの会、エル・コ
ンブリオ、オリーブの会、どんぐりころちゃん、六浦東地区健康づくりの会、横浜金沢おもちゃ病
院、子育てのわ にじいろ 
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２ 赤い羽根助成金（助成総額 9,055,000円） 

区 分 
Ｄ 地域福祉推進事業 

Ｄ－① Ｄ－② 

対象事業 
何らかの支援が必要な人々に対する地域福祉推進事業 
●デイサービス・サロン、ホームヘルプ・家事援助、送迎、フリースペース、相談事業 など 

助成条件 年間のサービス利用者数が 240 人以上 年間のサービス利用者数が 120 人以上 

配分限度額 15万円 10万円 

配分件数･総額 21件・2,970,000円 11件・1,070,000円 

助成団体 

赤井北部つくしの会、金沢区手話サークル「橋の会」、金
沢区民生委員児童委員協議会、金沢こだまの会、金沢東部
地区社会福祉協議会、金沢ミュージックサロン ひびきあ
い、グリーンピース、グループのぞみ、NPO 法人こころの
電話金沢、NPO 法人さくら茶屋にししば、湘南八景「お助
けマン」、瀬ヶ崎西部支えあいふれあいネットワーク、で
いさろん ひまわり、ど・れ・みの会、NPO 法人のびの会、
ふれあい・さざなみ、六浦・あけぼの、六浦東・地域子育
て会、六浦フレンドクラブ、高齢者ＮＰＯわかたけクラブ、
サニーアベニュー 

金沢中部地区社会福祉協議会、ぎんな
んの会、草花と遊ぶ会、ぐるぐる工房、
たすけあい夏山、富岡第一地区社会福
祉協議会、富岡第二地区社会福祉協議
会、夏山東ふれあいネットワーク、野
ばら、六浦ボランティアネットワーク、
フレンドリースペース金沢 

 

区 分 
Ｅ 障害当事者活動 

Ｅ－① Ｅ－② 

対象事業 
障害児者及びその家族が行う障害児者の自立支援並びに社会参加のための事業 
●訓練会、青年学級、趣味・スポーツ、研修、作業実習、中途障害者リハビリ教室 など 

助成条件 年間の当事者参加数が 240 人以上 年間の当事者参加数が 120 人以上 

配分限度額 15万円 10万円 

配分件数･総額 7件・970,000円 8件・770,000円 

助成団体 
NPO 法人海の会、風の会、金沢区中途障害者
連絡会、金沢区聴覚障害者協会、金沢ホー
プの会、サンライズ訓練会、ピアズ金沢 

金沢区地域作業所連絡会、かもめの会成人グループ、
失語症を失語症者が直す、ジャッキーさくら、ドレミ
の会、並木陽さしの会、パワフル、ポパイ 

 

区 分 Ｆ 地区社協 

対象事業 地区社協事業推進 

助成条件 地区社協事業推進費 

配分限度額 40,000円＋（20円×世帯数×地区における区社協世帯会費納入率） 

配分件数･総額 13件・2,065,000円 

助成団体 

富岡第一地区社会福祉協議会、富岡第二地区社会福祉協議会、富岡第三地区社会福祉協議会、能見
台地区社会福祉協議会、金沢シーサイドタウン地区社会福祉協議会、金沢東部地区社会福祉協議会、
金沢中部地区社会福祉協議会、金沢南部地区社会福祉協議会、金沢地区社会福祉協議会、六浦東地
区社会福祉協議会、六浦地区社会福祉協議会、六浦西地区社会福祉協議会、釜利谷地区社会福祉協
議会 

 

区 分 Ｇ 自主事業 

対象事業 障害者地域活動ホーム・地域作業所・グループホームが行う自主事業 

助成条件 障害者自立支援法適用外の事業 

配分限度額 10万円 

配分件数･総額 11件・1,060,000円 

助成団体 
金沢ひだまりの家、障害者地域活動ホーム金沢福祉センター、コナン、地域活動ホーム シーサイド、
すぺーす海、大道ホーム、ごのご、ドリームハウス春風、地域作業所なぎさ２１世紀、福祉作業所
ゆうゆう、中途障害者地域活動センターライブアップ金沢 
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区 分 
Ｈ 新規事業 

Ｈ－① Ｈ－② Ｈ－③ 

対象事業 
新規グループ・地域ボランティアセンター立ち上げ 
＊10月以降事業を開始する場合は、2/3助成 

助成条件 
サービス利用者が 1 回につ

き 21 人以上 

サービス利用者が1回につき20人以

下 

地域ボランティアセンター立ち

上げ 

配分限度額 10万円 ５万円 10万円 

配分件数･総額 １件・50,000円 

助成団体 金沢シーサイドタウン地区民生委員児童委員協議会 

 

区 分 Ｉ その他の事業 

対象事業 オープニングイベントや 10周年等記念事業 

助成条件 記念冊子作成費、講師謝金等（同一団体では、10 年に 1 回程度助成） 

配分限度額 10万円 

配分件数･総額 １件・100,000円 

助成団体 赤井北部つくしの会 

 

 

３ 善意銀行助成金（助成総額 349,000円） 

区 分 Ｊ 備品購入 

対 象 備品購入費 

助成条件 購入費用の３分の２まで（申請時に見積書の提出が必要） 

配分限度額 10万円 

配分件数･総額 4件・271,000円 

助成団体 あいあい音楽部、金沢ひだまりの家、大道ホーム、ドリームハウス春風 

 

区 分 Ｋ 小破修繕 

対 象 備品の小破修繕 

助成条件 小破修繕費用の３分の２まで（申請時に見積書の提出が必要） 

配分限度額 10万円 

配分件数･総額 1件・78,000円 

助成団体 金沢シーサイドタウン地区社会福祉協議会 

 

 


