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１ 理事会・監事監査会・評議員会の開催状況

（１）理事会の開催

開催月日 場所･出席者 議案等 結果 

4月16日 
（木） 

フレンズ戸塚
多目的研修室
理事10名
監事2名

1.会長・副会長の選任について
2.顧問の委嘱について
3.会員の承認について
4.評議員の選任について
5.経理規程の改正について

1.次のとおり選任
会長 有賀美代
副会長 伊藤紀子
副会長 杉﨑勝夫

2.原案どおり承認
3.入会について承認
①ママエスティーム
②カラオケサークルしぐれ会
③上島幸隆
4.次のとおり選任

上島幸隆
5.原案どおり承認

5月20日 
（水） 

フレンズ戸塚
多目的研修室
理事9名
監事1名

1.平成26年度事業報告・決算報告に
ついて

2.平成26年度福祉保健活動拠点事業
報告・決算報告について

3.会員の承認について

1.原案どおり承認

2.原案どおり承認

3.入会について承認

①明治学院大学

ボランティアセンター

7月16日 
（木） 

フレンズ戸塚
多目的研修室
理事10名
監事1名

1.情報の公開に関する規程の一部改正
について

2.会員の承認について

1.原案どおり承認
2.入会について承認
①芹ヶ丘ボランティア青空
②後見的支援センター

とつかエコー

9月9日 
（水） 

フレンズ戸塚
多目的研修室
理事9名
監事3名

1.評議員の選任について
2.予算の補正について
3.会員の承認について

1.提案どおり承認
2.原案どおり承認
3.入会について承認
①（特養）けいあいの郷影取
②母子生活支援施設くらき
③ケアサービス春

11月11日 
（水） 

フレンズ戸塚
多目的研修室
理事8名
監事1名

1.予算の補正について
2.会員の承認について
3.福祉車両の寄贈について

1.原案のとおり承認
2.入会について承認
①特定非営利活動法人

サポートめぐみ
②ツクイ横浜東戸塚
3.原案のとおり承認

1月18日 
（月） 

フレンズ戸塚
多目的研修室
理事10名
監事2名

1.予算の補正について
2.会員の承認について

1.原案のとおり承認
2.入会について承認
①グローバルキッズ

戸塚吉田町保育園
②舞岡の風
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3月23日 
（水） 

フレンズ戸塚 
多目的研修室 
理事11名 
監事3名 

1.規則・規程等の制定基準について 
2.生活支援体制整備事業の受託について 
3.定款の一部変更について 
4.経理規程の一部改正について 
5.予算の補正について 
6.会員の承認について 
7.平成28年度戸塚区社会福祉協議会事業 

計画及び収入支出予算について 
8.平成28年度戸塚区福祉保健活動拠点 
 事業計画及び収入支出予算について 

1.原案のとおり承認 
2.原案のとおり承認 
3.原案のとおり承認 
4.原案のとおり承認 
5.原案のとおり承認 
6.入会について承認 
①ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅 

ほほえみの郷東戸塚 
②スマイルワークス 
③地域作業所第3しもごう 
④ﾚｽﾄｳﾞｨﾗ名瀬の里 
⑤放課後ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 

ﾊｯﾋﾟｰﾃﾗｽ戸塚教室 
7.原案のとおり承認 
8.原案のとおり承認 

 

（２）監事監査会の開催 

開催月日 場所･出席者 議案 結果 

5月14日 
（木） 

フレンズ戸塚 
団体交流室2 
監事2名 

1.26年度業務執行状況、経理状況及び 
財産状況について 

1.26年度業務執行、
経理・財産管理は
適正 

 

（３）評議員会の開催 

開催月日 場所･出席者 議案 結果 

5月20日 
（水） 

フレンズ戸塚 
多目的研修室 
評議員12名 
監事1名 
理事1名 

1.26年度事業報告・収支決算について 
2.26年度戸塚区福祉保健活動拠点事業 

報告・収支決算について 

1.原案どおり承認 
2.原案どおり承認 

 

9月10日 
（木） 

フレンズ戸塚 
多目的研修室 
評議員16名 
監事1名 
理事1名 

1.補正予算について 1.原案どおり承認 

1月21日 
（木） 

フレンズ戸塚 
多目的研修室 
評議員15名 
監事2名 
理事1名 

1.予算の補正について 1.原案どおり承認 

3月24日 
（木） 

フレンズ戸塚 
多目的研修室 
評議員13名 
監事1名 
理事1名 

1.生活支援体制整備事業の受託について 
2.定款の一部変更について 
3.経理規程の一部改正について 
4.予算の補正について 
5.平成28年度戸塚区社会福祉協議会事業 

計画及び収入支出予算について 
6.平成28年度戸塚区福祉保健活動拠点 
 事業計画及び収入支出予算について 

1.原案どおり承認 
2.原案どおり承認 
3.原案どおり承認 
4.原案どおり承認 
5.原案どおり承認 
6.原案どおり承認 
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（４）会員加入状況 

平成 27 年度加入数 18 件 ※前年度比＋7 件 

 

①正会員 

会員種別 会費額(円) 会員数(名・団体) 納入金額(円) 

1 社会福祉施設 10,000 62 620,000 

2 民生委員児童委員 1,000 318 318,000 

3 地区社協 10,000 17 170,000 

4 連合町内会 10,000 17 170,000 

5 障害福祉団体 5,000 40（※1） 195,000 

6 ボランティアグループ 5,000 39（※1） 190,000 

7 保護司 1,000 32 32,000 

8 地域福祉団体 5,000 32（※2） 150,000 

合  計 557（※4） 1,845,000 

  ※＝会費未納会員数    

 

②世帯会員(会費額 40 円) 

会員数 納入金額 

82,833 世帯 3,313,320 円 

 

 

③賛助会員(会費額 団体一口 5,000 円・個人一口 1,000 円) 

会員数 納入金額 

9 名・1 団体 65,000 円 
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２ 部会の開催状況 

 

（１）専門機関部会の開催 

①ＢＣＰ研修（実践編）＆ランチミーティング 
平時の事前準備や初動対応に加えて、社会福祉に関わる施設・団体・組織として重要な 

地域連携・地域貢献のポイントも含め、より実践に即した信頼性の高い経営・運営への 

実現に繋がる内容で実施しました。また、会員相互のつながりづくりを目的としてランチ 

ミーティングを実施しました。 

開催月日 
場所 

参加者数 
内  容 結果 

10 月 26 日 

（月） 

フレンズ戸塚 

14 施設・団体 

21 名 

①BCP研修（実践編） 

～現在の笑顔、守りたい～ 

【講師】鍵屋 一 氏 

（跡見学園女子大学教授） 

②ランチミーティング 

前年度の基礎編を踏まえ、実践に即した 
内容で実施。重要性を再認識したことで 
各施設での実際の取組につながりました。 
また、ランチミーティングにより会員相互 
のつながりができました。 

②福祉のしごとフェア 

区内の福祉人材の確保を目的として、人材を求める福祉の職場と福祉の仕事を希望する人材

を結び付ける場の提供と、福祉の仕事について知ってもらう機会を提供するため、昨年度に

引き続き「福祉のしごとフェア」を開催しました。 

開催 

月日 
場所･参加者数 内  容 結果 

9月 14日 

（月） 

会場:男女共同参画センター横浜 

ホール 

来 場 者：120名 

出展数：36施設・団体 

物販出店：1団体 

共催：男女共同参画センター横浜 

協力：ウィリング横浜 

福祉の仕事総合相談、

個別就職相談、就業 

支援に関する講座・ 

研修案内、障害施設の 

製品販売、啓発 等 

フェア終了後に出展事業者へアンケート

調査実施。（14法人から回答）事業所

訪問・採用試験を行った法人：9法人 

12名、その中から採用された人が4名 

という結果が得られました。区内の 

福祉人材が増えることで、地域が活性 

化されるよう、今後も取り組んでいく 

必要があります。 

3 月 8 日 

（火） 

会場:男女共同参画センター横浜 

ホール 

来 場 者：100名 

出展数：36施設・団体 

物販出店：1団体 

共催：男女共同参画センター横浜 

協力：ウィリング横浜 

福祉の仕事総合相談、

個別就職相談、就業 

支援に関する講座・ 

研修案内、障害施設の 

製品販売、啓発 等 

個別就職相談は110件にのぼり、実際

の就職に対する関心が高いことがうか

がえました。また、1日を通し障害分

野への相談件数が多く見受けられ全体

の約4割を占めました。 
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３ 分科会の開催状況 

（１）地区社会福祉協議会分科会【重点事業】 

開催月日 
場所 

参加者数 
議題 内容 

4 月 28 日 

（火） 

フレンズ戸塚 

 

17 地区 31 名 

行政 1 名 

地域 CP1 名 

事務局 8 名 

1.27年度地区社協分科会会長及び副会長の選出 

について 

2.個別支援と地域支援の融合～「身近な地域の 

つながり・支えあい活動推進事業」の取組み 

から～について 

3.27年度地区社協活動助成金の交付について 

4.地区社協から「社協の現在、そして輝く未来図 

を描く④」～大正地区社協編～ 

5.情報交換（グループワーク） 

「出席した会議の共有方法について」 

6.その他 

1.次のとおり選出された 
会長：宮本英雄 
（柏尾地区社協） 
副会長：鳥居恵美子 
（戸塚第一地区社協） 
2.事務局より説明 
3.事務局より説明 
4.大正地区社協より発表 
5.グループ毎に情報交換・ 
共有を行った 

6.事務局より説明 

6 月 23 日 

（火） 

フレンズ戸塚 

 

16 地区 28 名 

行政 1 名 

事務局 8 名 

1.平成27年度戸塚区社会福祉協議会会費納入の 

お願い 

2.第65回社会を明るくする運動キャンペーンに 

関する協力依頼について 

3.とつかハートプランのPR促進「こころんフラッグ」 

について 

4 .地区社協活動支援助成金の交付について 

5.各種講座・研修のご案内 

6.地区社協から「社協の現在、そして輝く未来図 

を描く⑤」～平戸地区社協編～ 

7.地区社協勉強会「横浜市障害者後見的支援制度 

について」講師：後見的支援センターとつか 

エコー 宮坂 俊彦 氏 

8.情報交換（グループワーク） 

「地域での障がい者に関する相談及びその対応 

について」 

1.事務局より説明 
2.事務局より説明 
3.事務局より情報提供 
4.グループ毎に情報交換・ 
共有 

5.事務局より周知 
6.平戸地区社協より発表 
7.テーマに基づき学んだ 
8.グループ毎に情報交換・ 
共有 

9 月 29 日 

（火） 

フレンズ戸塚 

 

17 地区 33 名 

行政 1 名 

事務局 8 名 

1.地区社協研修「地域の5年後、10年後を考え 

る」～第3期ハートプラン地区別計画策定に 

向けて～ 

講師：（株）地域計画研究所代表内海宏氏 

（株）谷口計画事務所代表取締役 

谷口和豊氏 

1.テーマに基づき学んだ 

1.27年度共同募金運動へのご協力のお願い 

2.とつかハートプランのPR促進について 

～こころんフラッグの作成・配布～ 

3.27年度よこはま地域福祉フォーラムについて 

4.27年度地区社協訪問について 

5.団体ヒアリング（アンケート）調査の結果に 

ついて 

6.事務連絡 

1.事務局より説明 
2.事務局より説明 
3.事務局より説明、周知 
4.事務局より説明 
5.事務局より報告 
6.事務局より連絡・周知 
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11 月 24 日 

（火） 

フレンズ戸塚 

 

16 地区 25 名 

行政 3 名 

事務局 11 名 

1.地区社協研修 

「地区社協分科会と社会福祉法人と地域つながる 

連絡会との意見交換会」 

1.テーマに基づき学んだ 

1.27年度共同募金運動について（報告） 

2.27年度地区社協訪問について 

3.事務連絡 

1.事務局より報告 
2.事務局より説明・依頼 
3.事務局より連絡・周知 

1 月 26 日 
（火） 

ふれあい処 

ひとやすみ 

 

15 地区 24 名 

行政 1 名 

事務局 4 名 

1.拠点見学「ふれあい処ひとやすみ」 

2.「ささえあいセンター東富水、ふれあい処 

ひとやすみの取組みについて」 

1.現場視察をした 
2.テーマに基づき学んだ 

1.第1回よこはま地域福祉フォーラムについて 

2.社会福祉法人と地域つながる連絡会との意見 

交換会の振り返り 

3.事務連絡 

1.事務局より説明 
2.振り返りを行った 
3.事務局より連絡・周知 

3 月 22 日 

（火） 

フレンズ戸塚 

16 地区 29 名 

行政 1 名 

事務局 10 名 

1.28年度地区社協分科会長及び副会長の選出に 

ついて 

2.27年度地区社協活動支援助成金の交付について 

3.28年度戸塚区地域ネットワーク訪問事業の交付 

金について 

4.28年度戸塚区社会福祉協議会事業方針について 

5.28年度地区社協訪問について 

6.地区社協勉強会 講義「子ども・子育て支援事業 

計画について」講師：戸塚区役所こども家庭 

支援担当係長 水井絵美氏 

7.地区社協から「社協の現在、そして輝く未来図 

を描く」⑥～上倉田地区社協編～ 

8.情報交換（グループワーク） 

「学齢期における子育て世帯を支える地域の役割 

について」 

9.事務連絡 

1.事務局より説明 
2.事務局より説明 
3.事務局より説明 
4.事務局より説明 
5.事務局より説明 
6.テーマについて学んだ 
7.上倉田地区社協より発表 
8.グループ毎に情報交換・ 
共有 

9.事務局より連絡・周知 

 

（２）障がい福祉分科会【重点事業】 

開催月日 場所･参加者数 議題 内容 

5月19日 
（火） 

フレンズ戸塚 
多目的研修室 
16名 

1.ほうずき市について 
2.戸塚ふれあい文化祭・戸塚ふれあ 

い区民まつりについて 
3.障がい福祉シンポジウム・映像制 

作について 
4.第3期とつかハートプランについて 

1.事務局より説明・依頼 
2.事務局より説明・全体

で検討 
3.事務局より説明・全体 
 で検討 
4.事務局より説明・依頼 

7月15日 
（水） 

フレンズ戸塚 
多目的研修室 
16名 

1.戸塚ふれあい文化祭について 
2.戸塚ふれあい区民まつりについて 
3.障害者週間について 
4.障がい福祉シンポジウム・映像作 

成について 

1.事務局より説明 
2.事務局より説明 
3.事務局より説明・全体 
 で検討 
4.事務局より説明・全体 
 で検討 
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9月9日 
（水） 

フレンズ戸塚 
多目的研修室 
17名 

1.第3期とつかハートプラン区計画における 
推進委員との意見交換 

2.ボランティアセンター運営委員の選任に 
ついて 

3.戸塚ふれあい文化祭について 
4.戸塚ふれあい区民まつりについて 
5.共同募金 街頭募金運動について 
6.まちものがたりDVDの活用について 
7.障がい福祉シンポジウム・映像制作に 
ついて 

1.事務局より説明・全体
で検討 

2.事務局より説明 
3.事務局より説明 
4.事務局より説明 
5.事務局より説明・依頼 
6.事務局より説明 
7.事務局より説明 

11月11日 
（木） 

フレンズ戸塚 
多目的研修室 
20名 

1.震災時の医療体制について  
2.障害者週間シンポジウムについて 
3.映像制作について 
4.まちものがたりDVDの活用について 
5.戸塚ふれあい文化祭及び戸塚ふれあい区民 
まつりについて（報告) 

6.共同募金について（報告） 

1.区役所より報告 
2.事務局より説明・検討 
3.事務局より説明・検討 
4.事務局より説明 
5.事務局より報告 
6.事務局より報告 

2月18日 
（木） 

フレンズ戸塚 
多目的研修室 
19名 

1.平成27年度事業報告・平成28年度事業計画 
について 

2.障害者週間シンポジウムについて（報告） 
3.戸塚ふれあい文化祭について 
4.セントラルスポーツクラブ戸塚店の地域 
貢献活動について 

5.セーフティネットプロジェクト横浜の 
取組みについて 

1.事務局より説明 
2.事務局より説明 
3.事務局より説明 
4.事務局より説明 
5.事務局より説明 

 

①分科会で行ったこと 

開催月日 場所･参加者数 内容 結果 

7 月 11 日（土） 妙法寺 
障がい福祉団体 
4 団体 

ほおずき市 作業所製品を販売した。 

10 月 16 日（金） 
～18 日（日） 

戸塚地区センター 
障がい福祉団体、 
地域ケアプラザ 
等 18 団体 

戸塚ふれあい文化祭福祉 
団体作品展 

区内福祉団体・施設の 
会員や利用者、入所者の 
作品を展示した。 

11 月 3 日（火） 障がい福祉団体 
等 15 団体 

戸塚ふれあい区民まつり 各福祉団体より出店、 
手作り作品や製品を販売 
した。 

12 月 10 日（木） 戸塚区総合庁舎 
3 階多目的スペース
(大) 
参加者数 172 名 

障がい福祉シンポジウム 
「とつかで暮らす～知って 
もらいたい わたしたちの 
生活～」 

障害者週間(12月3日～9日)に 
合わせ、障がい理解の推進、また 
当事者の社会参加のために開催。 
戸塚で暮らす障がい者にスポット 
を当てた映像上映、当事者から 
の発表を実施。 
実行委員会を5回開催。 

昨年と対比して一般参加者が 
増加した。地域の会議等での 
映像貸し出しのきっかけと 
なり、戸塚区内の障がい理解 
の推進の一端を担った。 
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H27 年度 戸塚区内 映像制作「まちものがたり3～精神障がいの
ある方たちの暮らし～」 
障害のある方の暮らしをより分かりやすく、
見えやすくするため25年度より年度毎 
１テーマを障がい福祉分科会および区内 
の団体・施設と協力しながら制作。 

障がい福祉シンポジウムにて
初上映。 
27年度貸出回数：11回 
（まちものがたり1,2併せて） 
 
（共同募金）691千円[702千円] 

 

（３）ボランティア・市民活動推進分科会 

 ①ボランティア分科会 

開催月日 場所･参加者数 議題 内容 

6月26日
（金） 

 

フレンズ戸塚 
多目的研修室 
18名 

1.分科会長の選出について 
2.市社協福祉ボランティア・市民活 

動部会について 
3.分科会の取組みとテーマについて 
（意見交換） 

1.次のとおり選出された 
会長：端山恵治氏 

（リリーフ戸塚） 
副会長：田口敬子氏 

（戸塚朗読会） 
2.次のとおり選出された 
代表：香山一江氏 
（横浜点訳グループ 
「はまかぜ」  

3.事務局より説明、意見 
交換 

12月1日
（火） 

フレンズ戸塚 
多目的研修室 
25名 

1.ボランティアグループ活動発表 
2.意見交換 
3.分科会活動報告 
4.その他 

1.ボランティアグループ 
より発表 

2.グループ毎に意見交換 
3.冬の食品衛生勉強会の 

報告 
4.事務局より事務連絡 

 

 ②ボランティア分科会 食事サービスグループ連絡会 

開催月日 場所･参加者数 議題 内容 

11月6日
（金） 

 

フレンズ戸塚
多目的研修室 
25名 

1.冬の食品衛生について 講師：山下和幸氏 
（戸塚区役所生活支援課食品衛生係） 
2.食事サービスグループの連携について 
講師：小林朋子氏（磯子区社会福祉協議会 
事務局次長） 

3.その他 

1.テーマについて学んだ 
2.テーマについて学んだ 
3.事務局より事務連絡 

 

（４）福祉のすそ野を広げる分科会 

開催月日 場所･参加者数 議題 内容 

3月10日
（木） 

 

フレンズ戸塚 
多目的研修室 
37名 

1.研修「子ども食堂のとりくみ」 
講師：相原和行氏（瀬谷区阿久和南部地区 

社会福祉協議会会長）、 
柴田暁子氏（ＮＰＯ法人スペースナナ 
共同代表） 

2.報告「福祉のすそ野を広げる」取組 
3.その他 

1.テーマについて学んだ 
2.事務局より説明、報告  
3.事務局より事務連絡 
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（５）区民生委員児童委員協議会定例会への出席 

場所：区役所会議室、事務局長出席 

開催月日 区社協からの議題（説明・依頼事項） 

4月23日（木） 議題提出なし 

5月21日（木） 1.平成26年度生活福祉資金貸付事業民生委員活動費使途内容報告書について 

6月22日（月） 
1.平成27年度戸塚区地域ネットワーク訪問事業年間予定について 
2.第3回戸塚区集合住宅団地つながる連絡会の開催について 

7月23日（木） 

1.民生委員による生活福祉資金借受世帯状況の把握について 
2.横浜市市民後見人養成・活動支援事業について 
3.赤い羽根共同募金街頭募金について 
4.個別支援と地域支援の融合 

～「身近な地域のつながり・支えあい活動推進事業」の取組から～ 

9月24日（木） 

1.平成27年度生活福祉資金貸付事業民生委員活動費の交付について 
2.平成26年度生活福祉資金借受世帯支援記録票整備状況報告の提出について 
3.生活福祉資金「償還残額のお知らせ」 
4.その他（9月15日ネットワーク訪問事業研修速報、おじゃましますっ6号・ 
こころんフラッグ、共募バッヂ配布 

10月22日（木） 

1.第1回よこはま地域福祉フォーラムの開催について 
2.赤い羽根共同募金街頭募金の報告について 
3.戸塚区地域ネットワーク訪問事業研修（9/15）の報告について 
4.戸塚区社会福祉協議会障がい福祉分科会障害者週間シンポジウム「とつかで 
暮らす～知ってもらいたい私たちの生活～」について 

11月19日（木） 議題提出なし 

12月21日（月） 1.生活福祉資金新任民生委員研修について 

1月20日（水） 1.第4回戸塚区集合住宅団地つながる連絡会の開催について 

2月22日（月） 1.福祉のすそ野を広げる分科会「子ども食堂のとりくみ」について 

3月22日（火） 
1.ネットワーク訪問事業100人大会議～第二弾～の報告について 
2.生活福祉資金残額のお知らせ 
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（６）区連合町内会自治会連絡会定例会への出席 

場所：区役所会議室、事務局長出席 

開催月日 区社協からの議題（説明・協力依頼） 

4月20日（月） 1.日本赤十字社活動資金募集運動【募金】についてのお知らせとご協力のお願い 

6月18日（木） 
1.27年度戸塚区社会福祉協議会一般会費･世帯会費の納入について(お願い) 
2.「第3回戸塚区集合住宅団地つながる連絡会」の開催について(ご案内) 

7月17日（金） 
1.「共同募金2015戸塚区だより」の全戸配布について（依頼） 
2.平成27年度共同募金資材の必要数確認のお願い（依頼） 
3.平成27年度共同募金説明会の開催のお知らせ（ご案内） 

9月18日（金） 
1.共同募金運動に伴う「戸別募金」についてのお知らせとご協力のお願い 
2.共同募金配分金事業(地域福祉保健活動)見える化プロジェクト こころんフラッグの 
作成・配布について 

10月20日（月） 1.戸塚区福祉保健活動拠点開所１５周年記念事業開催のお知らせと班回覧について 

1月18日（月） 1.「第4回戸塚区集合住宅団地つながる連絡会」の開催について(ご案内) 

2月18日（木） 
1.平成27年度広報紙配布手数料等の支払いについて、平成28年度各種広報紙配布のお願い 
について 

3月18日（金） 
1.平成27年度各種募金・区社協世帯会費の報告について 
2.平成28年度赤十字運動強調月間啓発資材の必要数確認のお願い 

 

４ 各種委員会の開催 

（１）編集委員会 

開催月日 場所･参加者数 内容 結果 

6月12日
（金） 

フレンズ戸塚 
団体交流室2 
14名 

1.平成27・28年度編集委員、編集長 
について 

2.平成27年度 社協とつかについて 
3.社協とつか9月号について 
4.その他 

1.次のとおり選出された 
編集長：大副洋一 
（東戸塚地区） 
2.年間スケジュール等の確認 
3.掲載記事について決定 
4.事務局より各種事業を紹介 

7月14日 
（火） 

フレンズ戸塚 
団体交流室2 
18名 

1.社協とつか9月号について 
2.社協とつか2月号編集会議について 

1.初校について確認、協議 
2.日程調整、決定 

11月12日 
（木） 

フレンズ戸塚 
団体交流室2 
15名 

1.社協とつか2月号について 
2.その他 

1.事務局より説明・協議、 
掲載記事について決定、 
今後のスケジュール確認 

2.事務局より各種事業を紹介 

12月14日 
（月） 

フレンズ戸塚 
多目的研修室 
15名 

1.社協とつか2月号について 
2.平成27・28年度社協とつかについて 
3.その他 

1.初校について確認、協議 
2.今後のスケジュール確認 
3.事務局より各種事業を紹介 

2月10日 
（水） 

フレンズ戸塚 
団体交流室2 
13名 

1.社協とつか5月号について 
2.平成28・29年度社協とつかについて 
3.その他 

1.事務局より説明・協議、 
掲載記事について決定、 
今後のスケジュール確認 

2.今後の掲載記事内容に 
ついて確認した 

3.事務局より各種事業を紹介 
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3月18日 
（金） 

フレンズ戸塚 
多目的研修室 
8名 

1.社協とつか6月号について 
2.平成28年度 社協とつかについて 
3.その他 

1.初校について確認、協議 
2.日程調整、決定 
3.事務局より各種事業を紹介 

 

（２）ボランティアセンター運営委員会 

開催月日 場所･参加者数 議題 内容 

10月23日 
（金） 

フレンズ戸塚 
団体交流室２ 
5名 

1.運営委員、委員長の選出について 
2.26年度とつかボランティアセンター 
事業報告について 

3.27年度上半期事業実施状況について 
4.事例検討 

1.次のとおり選出した 
委員長：端山惠治 

2.事務局より報告・説明 
3.事務局より報告・説明 
4.事例検討をした 

3月17日 
（木） 

フレンズ戸塚 
団体交流室２ 
5名 

1.27年度事業実施状況について 
2.26年度ボランティア関連事業中間報告に 
ついて 

3.ボランティアセンターにおける最近の 
コーディネート事情について 

4.その他 

1.事務局より説明 
2.事務局より説明 
3.事務局より説明 
4.ボランティアセンターの広報 
について意見交換をした 

 

（３）助成金等交付審査会 

開催月日 場所･参加者数 議題 結果 

5月15日 
（金） 

フレンズ戸塚 
団体交流室2 
5名 

1.委員長の選出について 
2.26年度ふれあい助成金配分決定 

事業の結果について 
3.助成金の返還について 
4.27年度ふれあい助成金配分案に 

ついて 
5.善意銀行寄託金品等について 

1.常盤委員長を選出 
2.報告のとおり承認 
3.提案のとおり承認 

2件￥84,833.- 
4.提案のとおり承認 
 112件￥10,998,000.- 
5.報告のとおり承認 

12月9日 
（水） 

フレンズ戸塚 
多目的研修室 
6名 

1.新たなニーズを解決するための 
新規事業助成について（中間報告） 

2.善意銀行の配分申請について 

1.報告のとおり承認 
2.申請のとおり承認 
 1件\200,000.- 

3月10日 
（木） 

フレンズ戸塚 
多目的研修室 
7名 

1.新たなニーズを解決するための 
新規事業助成ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 

2.平成28年度戸塚区社協ふれあい 
助成金について 

3.善意銀行について 

1.5団体よりプレゼン 
2.審査により決定 
 5件￥1,994,000.－ 
3.報告のとおり承認 

 

（４）業者選定委員会 

開催月日 場所 議題 結果 

1月18日 
（月） 

フレンズ戸塚 
多目的研修室 
5名 

1.広報紙「社協とつか」デザイン・ 
印刷業務委託に関する業者選定に 
ついて 

1.提案のとおり 5社を選定 
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５ 広報啓発事業    （市社協補助金）（共同募金配分事業）2,423 千円 [2,467 千円] 

（１）広報紙の発行状況(3 回：5 月、9 月、2 月) ※広告の掲載無 

各地区から選出された編集委員が中心となって、広報紙「社協とつか」を編集・発行しました。 

名称 発行回数 
部数 内容 

区社協情報紙 
｢社協とつか｣ 

3回 
 
各93,200部 
全戸配布 
 
関係機関等 
配布 

●第63号（平成27年5月発行） 
1.特集 地域で見守りましょう！ 
2.地域の活動紹介コーナー（下倉田地区） 
3.第2回戸塚区集合住宅団地つながる連絡会が開催されました！ 
4.戸塚の福祉人材紹介 
4.ボランティア情報 
●第64号（平成27年9月発行） 
1.特集 赤い羽根共同募金（芹が丘ボランティア青空） 
2.地域の活動紹介コーナー（戸塚第二地区） 
3.戸塚の福祉人材 
4.平成26年度事業報告・決算報告 ダイジェスト 
 平成27年度事業計画・予算   ダイジェスト 
3.ボランティア情報 
●第65号（平成28年2月発行） 
1.特集 いざというときに備えて 
2.地域の活動紹介コーナー（川上地区、舞岡地区） 
3.福祉人材シリーズ 戸塚の輝くひと 
4.報告 第１回よこはま地域福祉フォーラム 
4.ボランティア情報 

 

（２）区社協かわら版『おじゃましますっ！戸塚区社協です』の発行 

より地域支援の取組を充実させるため、主に地域活動者や支援機関・団体に向

けた区社協かわら版を発行しました。 

発行回数 年 4 回(4・8・9・1 月) 

発行部数 
4 月号  1,500 部 ／ 8 月号  1,500 部 ／ 9 月号 1,500 部 ／ 

1 月号  2,000 部   ※全号、区社協ホームページでも公開 

対  象 地域活動者、支援機関・団体など 

内容 

●第 4 号（4 月号）職員体制・紹介 

●第 5 号（8 月号）特集「社会福祉法人と地域つながる連絡会」 

●第 6 号（9 月号）特集「戸塚区地域ネットワーク訪問事業」 

●第 7 号（1 月号） 

①戸塚小 4 年生が踏み出した最初の一歩！（福祉のすそ野が広がる取組） 

②地域と社会福祉法人（施設）が最良のパートナーシップを実現するために 

③よこはま地域福祉フォーラムの報告（戸塚区発表 3 事例） 

 

（３）ホームページの更新状況(41 回)とアクセス数(年間 45,269 件) 
（法人運営）（共同募金）282 千円[351 千円] 

※広告の掲載無 

区社協の事業ならびに地域福祉の広報・啓発、地域住民の意見収集、 

各地区社協の情報を掲載することによる地区社協支援にもつなげることを 

目的に、ホームページを開設しています。 
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更新項目 戸塚区社協ニュース 地区社協・地域ニュース 

更新回数 27 回 14 回 

主な内容 

・各種講座のご案内 
・各種発行物のご案内 
・事業報告決算報告および 

事業計画収支予算の公開 
・地区社協情報の提供 

・地区社協広報紙の紹介 
・地域行事の報告 等 

＜ホームページアドレス＞ http://totsukashakyo.com/ 
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６ 研修事業 
 

（１）役職員研修 

各種研修会に区社協事務局職員が参加しました。 

№ 日 程 内  容 会 場 人数 

1 
4 月 20 日(月) 

・21 日(火) 
職員全体研修 横浜市健康福祉総合センター 5 

2 
4 月 22 日(水) 

・24 日(金) 
ハートプラン研修 戸塚区役所 3 

3 5 月 22 日(金) 生活福祉資金担当者研修 神奈川県社会福祉会館 １ 

4 6 月 4 日(木) 権利擁護現任者研修 横浜市健康福祉総合センター 3 

5 6 月 5 日(金) 主任研修 横浜市健康福祉総合センター １ 

6 6 月 11 日(木) 区社協経理担当者研修 西区福祉保健活動拠点 2 

7 
6 月 17 日(水) 

・18 日(木) 
2 級研修 横浜市健康福祉総合センター 1 

8 6 月 18 日(木) 戸塚区地域連携チーム研修 戸塚区役所 5 

9 7 月 15 日(水) 地域防災拠点運営委員研修 戸塚区役所 １ 

10 7 月 17 日(金) ボランティア担当者研修 横浜市健康福祉総合センター １ 

11 8 月 20 日(木) 人権研修 横浜市健康福祉総合センター １ 

12 8 月 21 日(金) 生活福祉資金担当者研修 神奈川県社会福祉会館 １ 

13 9 月 17 日(木) 地域福祉保健計画マネジメント研修 ウィリング横浜 2 

14 9 月 30 日(水) 生活福祉資金担当者研修 神奈川県社会福祉会館 １ 

15 11 月 13 日(金) 2 級研修 横浜市健康福祉総合センター １ 

16 11 月 16 日(月) ボランティア担当者研修 横浜市健康福祉総合センター 1 

17 11 月 19 日(木) 主任研修 横浜市健康福祉総合センター １ 

18 11 月 26 日(木) 防災講演会 戸塚公会堂 １ 

19 12 月 4 日(金) 介護予防・日常生活支援総合事業研修 ウィリング横浜 2 

20 12 月 25 日(金) ストレス対処研修 横浜市健康福祉総合センター １ 

21 1 月 18 日(月) 総合事業・整備事業研修 横浜市健康福祉総合センター 2 

22 2 月 22 日(月) ボランティアコーディネーター研修 横浜市健康福祉総合センター １ 
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７ 身近な地域のつながり・支えあい活動推進 

（１）身近な地域のつながり・支えあい活動推進事業 
①身近事業の取組 

単位町内会やその班単位へ積極的にアプローチし、抽出した個別課題を地域課題 

と捉え、課題解決に必要な住民主体の取組や活動へ支援を行った。 

ア 個別ニーズ（相談）から地域課題へ 

地域の会議等で把握した個別ニーズや問題を解決するだけでなく、地域課題 

として捉え、地区全体で取組む体制づくりや事業展開のための取組・支援を 

行った。（サービス拒否者を予防する取組、生活困窮者への支援体制への 

構築、外国籍の人への居場所支援、地域住民への精神疾患に関する啓発の 

取組等） 

イ 地域活動の仕組みづくり（要援護者支援） 

集合住宅団地における見守り体制構築支援、小地域エリアにおける見守り 

ネットワークの支援等 

ウ 当事者・活動者のネットワークづくり 

見える化マップを基盤とした見守り強化とネットワークの構築支援等 

（２）地域ケアプラザ連携支援 

①地域交流コーディネーター連絡会【重点事業】 
日常生活圏域における地域の福祉拠点である地域ケアプラザと連携強化 
を図り、協働で安定した地域支援を行うため、情報交換や課題の共有、 

課題解決に向けた協議・検討を行うことを目的に連絡会を開催した。 

開催月日 場所･出席者 内容 

4月8日 
（水） 

戸塚区役所 
8 階中 3 会議室 
15 名 
CP8 名 
区役所 3 名 
ひかり 1 名 
区社協 3 名 

1.区役所より①親子サークルについて②子育て応援隊について 
③とつかハートプランについて④平成 27 年度広報よこはま原稿 
締切について 

2.区社協より①障がい児支援ボランティア養成講座について②各種 
講座・研修の案内について③民間助成金情報について 

 ④その他 
3.ケアプラザより①寄付金について 
4.その他 

5月13日 
（水） 

フレンズ戸塚 
7 名 
CP5 名 
区役所 1 名 
区社協 1 名 

1.区役所より①地区分担表について②とつかハートプランについて 
③戸塚区地区分析資料集配布についてについて 

2.区社協より①民間助成金情報について②身近事業冊子配布について 
3.ケアプラザより①地域交流研究部会より 
4.情報交換①平成 27 年度スマイル事業の契約書類について 

6月3日 
（水） 

フレンズ戸塚 
 
16 名 
CP7 名 
区役所 5 名 
ひかり 1 名 
区社協 1 名 
その他 2 名 

1.戸塚区民活動センターより①ゆめたねガイドについて 
2.NPO 法人窓の会地域サポーターきづきあいより①精神保健の理解を

すすめる地域サポーター養成講座について 
3.区役所より①とことこマップの作成について②おしゃべりひろば 
モデル事業について③地域づくり大学校について④地域連携チーム 
とつかハートプラン説明会について⑤スマイル事業について 

4.区社協より①地区社協分科会の開催について②送迎ボランティア 
募集のチラシ配架について 

5.ケアプラザより①地域交流研究部会より 
6.情報交換①コーディネーター研修について②情報交換の持ち方につ

いて③事例検討会のエントリーシートの活用方法について④とつか
町フェスタについて⑤その他 
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7月1日 
（水） 

フレンズ戸塚 
 
18 名 
CP8 名 
区役所 6 名 
ひかり 1 名 
区社協 1 名 
その他 2 名 

1.区役所より①障がい児スマイル事業研修会＆連絡会について②とこ
とこフェスタにおける地域ケアプラザパネル作成について③地域ケ
ア会議に関する情報提供及び依頼について 

2.区社協より①行列のできるちらしの作り方研修について②戸塚区集
合団地つながる連絡会について③地域ケアプラザ情報・更新のお願
いについて④助成金情報について 

3.ケアプラザより①地域交流研究会より 
4.その他 
5.ダブルケアの取組について 芹が谷コミュニティてとてと代表植木

美子氏 特別養護老人ホーム和みの園 施設長 木内菜穂子氏 

8 月 5 日 
（水） 

戸塚区役所 
6 階中会議室Ⅰ 
 
11 名 
CP9 名 
区役所 1 名 
区社協 1 名 

1.区役所より①とつかはーとプランの進捗状況について 
2.区社協より①地域交流コーディネーター連絡会名簿について 
②助成金情報について③地域ケアプラザ情報更新のお願いについて 
④元気な会議のつくり方研修周知について 

3.ケアプラザより①地域交流研究会より②コーディネーター研修につ
いて③地域サポーター養成講座について 

9 月 2 日 
（水） 

フレンズ戸塚 
 
15 名 
CP9 名 
区役所 4 名 
ひかり 1 名 
区社協 1 名 

1.区役所より①地域施設連携促進事業に伴うアンケートへの協力依頼
について②とつかハートプランの進捗について 

2.区社協より①地区社協分科会について②地域ケアプラザ情報につい
て③コーディネーター研修の申し込みについて 

3.地域活動ホームひかりより①東戸塚駅オーロラモール展示会につい
て②とことこフェスタについて 

4.ケアプラザより①地域交流研究会より②地域活動交流事業事例検討
会・選考会 

5.情報交換①その他 

10 月 7 日 
（水） 

戸塚区役所 
8 階大会議室Ｂ 
 
14 名 
CP10 名 
区役所 3 名 
区社協 1 名 

1.区役所より①とつかハートプランの進捗状況について②読書活動月
間について 
委員と地域ケアプラザ職員との交流会について 

2.区社協より①よこはま地域福祉フォーラム「おたがいさま」の縁づ
くりについて②ＢＣＰ研修について③社会福祉法人と地域つながる
連絡会について④おじゃまします！戸塚区社協です配布 

3.ケアプラザより①地域交流研究会より 
4.情報交換①子育て応援隊「戸塚子育て情報ガイド」の記事協力依頼

について 

11 月 4 日 
（水） 

フレンズ戸塚 
 
15 名 
CP10 名 
区役所 3 名 
区社協 1 名 
その他 1 名 

1.区役所より①とつかの子育て情報ガイドについて②障がい児 
スマイル事業について③親子のコミュニケーションについて 
④ダブルケアに関する情報提供について⑤とつかハートプランの 
進捗について 

2.区社協より①地区社協分科会について②障がい者シンポジウム 
「とつかで暮らす」について 

3.ケアプラザより①地域交流研究会より②自立支援協議会より 

12 月 2 日 
（水） 

フレンズ戸塚 
 
13 名 
CP9 名 
区役所 2 名 
ひかり 1 名 
区社協 1 名 

1.区役所より①とつかハートプランの進捗状況について②ダブルケア
に関する情報提供について③オープンイノベーションの取組に関す
る包括連携協定について 

2.区社協より①共同募金募金箱回収について 
3.ケアプラザより①地域交流研究会より②自立支援協議会より 

1 月 6 日 
（水） 

フレンズ戸塚 
 
15 名 
CP10 名 
区役所 3 名 
区社協 1 名 
その他 1 名 

1.区役所より①戸塚区地域施設連携促進事業研修会開催について 
②利用者支援事業について③ダブルケア関連事業者支援プロジェク
トを受けて課題の検討について④とつかハートプラン進捗状況につ
いて 

2.区社協より①コーディネーター研修振り返りについて 
3.ケアプラザより①地域交流研究会より 
4.情報交換①貸館登録団体について情報共有 
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2 月 3 日 
（水） 

フレンズ戸塚 
 
14 名 
CP8 名 
区役所 3 名 
ひかり 1 名 
区社協 2 名 

1.区役所より①ダブルケア関連事業支援プロジェクトを受け課題の検
討について②ハートプラン関連について報告③横浜市平成 28 年度
予算における政策・財政運営・行政運営について 

2.区社協より①よこはまの地区社協活動～データ集～配布について②
集合団地つながる連絡会周知について③福祉の仕事フェア周知につ
いて④おじゃまします！戸塚区社協ですの配布について 

3.ケアプラザより①地域交流研究会より 
4.情報交換①自立支援協議会について②戸塚区地域施設連携促進事業

研修会について③貸館登録団体の更新について④戸塚区精神障害者
活動支援事業の研修について⑤障がい児スマイル事業について⑥保
土ヶ谷擁護学校作品展示について 

3月2日 
（水） 

フレンズ戸塚 
 
18 名 
CP10 名 
区役所 5 名 
区社協 1 名 
その他 2 名 

1.区役所より①ひよこの会・遊び場しゃべり場ホットタイムの警報時
の対応について②利用者支援事業における「横浜子育てパートナー」
の紹介について③障がい児スマイル事業について④とつかハートプ
ランについて 

2.区社協より①地区社協分科会について②平成 28 年度ボランティア
保険について③平成 28 年度地域交流コーディネータボランティア
保険について④平成 28 年度役割分担について 

3.ケアプラザより①地域交流研究会より 
4.情報交換①区レベル地域ケア会議について②ローカルグットヨコハ

マとの意見交換会について 

 

（３）地域交流コーディネーター研修会の開催【重点事業】 
 

平成 27 年度は第 3 期地域福祉保健計画策定年度であり、各地区別のデータを使

用し、データの分析、アセスメント、表現の手法等を学び技術と能力の向上を 

図るために研修を行いました。 

実施日・出席者数 内容 

8 月 5 日（水） 

戸塚区役所 6 階 

中会議室Ⅰ 23 名 

【内訳】 

CP12 名/区役所 6 名/ 

区社協 5 名 

内容：データの分析・アセスメント・表現の手法について 

   ～ハートプラン地区別データの活用～ 

講師:（株）谷口計画事務所 代表取締役 谷口和豊氏 

10 月 7 日（水） 

戸塚区役所 8 階 

大会議室Ｂ 

24 名 

【内訳】 

CP12 名/区役所 11 名/ 

区社協 1 名 

内容：表現の手法ついて 

   ～人を巻き込む、メディア＆ソーシャルメディアの使い方～ 

講師:ＮＰＯ法人 横浜コミュニティデザイン・ラボ 

代表理事 杉浦裕樹氏他 

1 月 6 日（水） 

15 名 

【内訳】CP9 名/ 

区役所 5 名/区社協 1 名 

研修の振り返り 

今年度実施した研修を踏まえ、とつかハートプランの策定に、培った

知識を活かすことができたか振り返りを行った。また、今後、地域支

援を行うにあたり研修をしたい内容について協議を行った。  
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（４）地域ケア会議への出席 

【個別ケース地域ケア会議地域ケア会議】 

開催月日 場所 内容 

6 月 18 日（木） 名瀬地域ケアプラザ 
認知症独居高齢者を支えるボランティア体制

について 

7 月 16 日（木） 原宿地域ケアプラザ 
認知症独居高齢者の在宅生活の限界点の見極め

について 

7 月 24 日（金） 南戸塚地域ケアプラザ 
介護者と同居している認知症高齢者の近隣ト

ラブルについて 

12 月 17 日（木） 原宿地域ケアプラザ 
支援困難ケースに対する関係者間の情報共有、

支援者の限界点の確認について 

3 月 2 日（水） 舞岡柏尾地域ケアプラザ 
認知症高齢者の関係者間の情報共有、ネットワ

ークづくりについて 

3 月 2 日（水） 東戸塚地域ケアプラザ 認知症独居高齢者の関係者間の情報共有ついて 

 

【小地域レベル地域ケア会議】 

開催月日 場所 内容 

5 月 28 日（木） 下倉田地域ケアプラザ 
支援につながりにくいケースについて情報交換

と課題を共有 

9 月 4 日（金） 上矢部地域ケアプラザ 
周囲との関わりを拒否しているひとへの支援に

ついて検討 

9 月 7 日（月） 県営柏陽台団地集会所 

県営団地における地域での見守り体制の確認 

と整理、地域課題を抽出し住民主体で取組める 

課題について協議・検討 

1 月 16 日（土） 東戸塚地域ケアプラザ 
地区で活動する支えあい団体同士の活動状況、 

課題の情報交換 

1 月 25 日（月） 平戸地域ケアプラザ 
民生・児童委員へのアンケート結果報告会を通 

して地域の課題を共有、地域の連携 

2 月 1 日（月） 南戸塚地域ケアプラザ 

認知症について共有して、共通認識を持つ。ま 

た、地域課題を抽出し、今後の地域活動のきっ 

かけにする 

2 月 10 日（水） 原宿地域ケアプラザ 

認知症高齢者や独居高齢者に関連する諸問題 

について、個別ケース地域ケア会議を経て抽出 

された課題を共有 
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【全体会議】 

開催月日・場所 内容 

10 月 30 日（金） 

戸塚区役所 

1.戸塚区地域ケア会議実施状況の報告 

2.戸塚区地域ケア会議検討会のまとめ報告 

3.「戸塚区地域ケアプラザレベル会議取組」報告 

4.グループワーク 

5.その他連絡事項①事業企画からの情報提供②その他お知らせ 

3 月 24 日（木） 

戸塚区役所 

1.戸塚区地域ケア会議実施状況の報告 

2.戸塚区地域ケア会議検討会のまとめ報告 

3.「戸塚区地域ケアプラザレベル会議取組」報告 

4.グループワーク 

5.その他連絡事項①区社協からのお知らせ（生活支援 Co の配置、AC 事業に

ついて）②見つけてネット情報提供③基本チェックリストの実施状況 

 

【地域ケア会議検討会】 

実施日 内容 

8 月 31 日（月） 

戸塚区役所 

1.地域ケア会議実施状況及び課題共有 

2.検討事項①ケアプラザレベル地域ケア会議実施報告②意見交換「ケアプラ 

ザレベル地域ケア会議実施上の留意点」③その他（様式等について） 

3.情報交換 

4.今後の日程について 

2 月 16 日（火） 

戸塚区役所 

1.戸塚区地域ケア会議実施状況報告 

2.区レベル地域ケア会議について①目的・機能②検討課題・検討内容③参加 

者④類似する会議⑤必要な準備 

3.その他連絡事項①平成 27 年度第 2 回戸塚区地域ケア会議連絡会について 

②平成 27 年度地域ケア会議連絡会（横浜市） 

 

（５）地域ケアプラザ運営協議会への出席 
連携・協働して地域支援へ取組む為には地域ケアプラザ事業を知っておく必要 

があることから、地域ケアプラザが開催する運営協議会へ、事務局長ならびに 

地区担当職員が出席した。 

【開催日】 

上矢部地域

ケアプラザ 

7 月 2 日（木） 

3 月 17 日（木） 

平戸地域 

ケアプラザ 

7 月 23 日（木） 

3 月 3 日（木） 

南戸塚地域

ケアプラザ 

10 月 22 日（木） 

3 月 17 日（木） 

東戸塚地域 

ケアプラザ 

6 月 25 日（木） 

3 月 17 日（木） 

原宿地域 

ケアプラザ 

6 月 10 日（水） 

10 月 22 日（木） 

下倉田地域 

ケアプラザ 

10 月 29 日（木） 

3 月 31 日（木） 

上倉田地域 

ケアプラザ 

10 月 15 日（木） 

3 月 24 日（木） 

舞岡柏尾地域

ケアプラザ 

7 月 7 日（火） 

3 月 4 日（金） 

名瀬地域 

ケアプラザ 

9 月 24 日（木） 

3 月 24 日（木） 

汲沢地域 

ケアプラザ 
10 月 15 日（木） 
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（６）地域ケアプラザ所長会への出席 

事業連携・協力、情報提供等のため出席しました。 

4 月 21 日（火） 6 月 16 日（火） 8 月 18 日（火） 10月 20日（火） 12月 15日（火） 2 月 16 日（火） 

南戸塚 CP 舞岡柏尾 CP 原宿 CP 下倉田 CP 名瀬 CP 上矢部 CP 

 

（７）その他ケアプラザ関係会議への出席 

①包括支援センター社会福祉士連絡会への出席 

実施日／会場 内容 

5 月 19 日（火）戸塚区役所 職員紹介、広報紙配布等 

7 月 21 日（火）戸塚区役所 講座案内、あんしんセンター案内等 

9 月 15 日（火）戸塚区役所 共催研修についての連絡、広報誌配布等 

11 月 17 日（火）戸塚区役所 共催研修についての役割分担等 

1 月 19 日（火）戸塚区役所 あんしんセンター利用状況報告について等 

2 月 16 日（火）戸塚区役所 広報紙配布等 

3 月 15 日（火）戸塚区役所 サポートネットについて、広報紙配布等 

②包括支援センター主任ケアマネジャー連絡会への出席 

実施日／会場 内容 

4 月 9 日（木）戸塚区役所 職員紹介、広報紙配布等 

5 月 14 日（木）戸塚区役所 「個別支援と地域支援の融合」冊子配布等 

6 月 11 日（木）戸塚区役所 送迎事業の紹介等 

7 月 9 日（木）戸塚区役所 情報提供等 

9 月 10 日（木）戸塚区役所 講座案内等 

10 月 8 日（木）戸塚区役所 講座案内等 

11 月 12 日（木）戸塚区役所 あんしんセンター事業紹介等 

2 月 4 日（木）戸塚区役所 講座案内、広報誌配布等 

3 月 10 日（木）戸塚区役所 講座案内等 
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（８）戸塚区集合住宅団地つながる連絡会の開催 

   【趣旨】多種多様に発生している生活課題を解決する為、集合住宅団地という 

住宅形態の利点を生かした解決方法等を協議・検討する連絡会を発足。 

   【目的】集合住宅団地に適した「見守り・助けあい・支えあい」の取り組みを 

考えながら住民活動の活性化と誰もが暮らしやすい生活環境を目指し   

て開催しました。 

開催月日 場所･出席者 内容 結果 

8月27日 
（木） 

フレンズ戸塚 
多目的研修室 
 
59 名 
 
（自治会町内会、民

生委員・児童委員、

Vo 団体 他） 

1.事例発表 

①楽しむことからはじめる輪！～女性 

やアクティブシニアはダイヤモンド～ 

【発表】ニューシティ東戸塚南の街 

②参加したい！を受け止める「誰か」 

から「自分」におきかえるまちづくり 

～活動の年頃は 70 代・80 代～ 

【発表】保土ヶ谷区千丸台団地 

（千丸台地区社協会長 他） 

2．情報共有・検討『年代別で考える、 

住民の巻き込み方』 

「役員・担い手・活動者」

をテーマに、ネットワーク

を生かしながら解決方法

を見出すことが、誰もが

住みやすい生活環境の

整備と住民活動活性化

の第一歩であることを学

び、多地区の様々な事

例も参考にしながら、各

所において団地の特性

にあった取組が展開され

てきた。 
2月25日 

（木） 
フレンズ戸塚 
多目的研修室 
 
62 名 
 
（自治会町内会、民
生委員・児童委員、
Vo 団体 他） 

1.講話『家庭･地域の防災･減災』 

～集合住宅団地における災害時 

のリスクや必要な備えって？～ 

【発表】戸塚区役所総務課危機 

管理担当係長 平田義高 氏 

2.事例発表①『防災への取組』 

【発表】県ドリームハイツ自治会 

（戸塚区）②『住民全体ですすめる 

災害対策』～自治会活動はサイフ 

ォンとフラスコの関係～ 

【発表】くぬぎ台団地自治会 

（保土ヶ谷区） 

2.情報共有・検討「自分の地域の 

防災対策について」 

災害時の取組という一部

分を切り取って住民一体

で取り組むことは難しく、

日頃からの住民同士のつ

ながりが災害時の支えあ

い・助けあいにつながるこ

とを事例発表から共有

し、各所で地域性にあっ

た取組が展開され始めて

いる。 

 

（９）社会福祉法人と地域つながる連絡会について 
   

①連絡会の開催 
   【目的】現在の多種多様、山積する地域課題を解決し、誰もが安心して自分 

らしく暮らせる地域社会を創り出すため、地域の活動団体・組織、 

ボランティア、NPO、民間企業、社会福祉法人等が重層的に連携・協働 

した取組ができるよう、第一段階として、地域の活動団体・組織と 

社会福祉法人を結びつけ、ネットワークの構築と地域課題の解決を 

目的として、連絡会を開催しました。 

【効果】 

ア 両者のつながりを通じて、相互の利点を生かした取組みや活動が地域で 

展開されます。 
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イ 地域において多用な主体による取組みや活動が創出され、住民力や地域 

力が向上します。 

ウ 社会福祉法人同士が協働・連携することで、制度の狭間の課題に対して 

「点」ではなく「面」で取組むことができます。 

エ 主体となりうる多様な組織・団体、法人等を社協が結びつけ地域課題の 

解決に向けて牽引することにより社協の持つ地域情報（社会資源含む） 

やネットワーク、地域住民に対する信頼性等の強みが、社会福祉法人が 

持っている人・物・資金・ノウハウ等の資源と結合して強固な地域支援 

へと結びつけることができます。 

【準備会】※準備委員8名（タウンニュース社含む） 

その他、タウンニュース社や区役所にも準備会の段階から参画してもらうことで、社会福祉法人 

の存在意義や連絡会の周知を、より効果的・効率的に行うことができました。 

開催月日 場所･出席者 内容 結果 

6月12日 
（金） 

フレンズ戸塚 
団体交流室 2 
委員：6 名 
行政：2 名 
事務局：3 名 

1.出席者紹介  

2.社会福祉法人と地域つながる 

連絡会の趣旨説明 

3.社会福祉法人の現状について 

4.社会福祉法人と地域つながる 

連絡会の開催内容・方法につ 

いて 

5.その他 

地域の課題は地域で解決する＝ワンスト

ップサービスの実現や「制度や市場原理

では満たされないニーズに積極的に対応

する」ことが社会福祉法人の使命と役割

であることを確認し、実現に向け区内社

会福祉法人・施設による分野を越えたネ

ットワークの構築と取組が必要不可欠で

あることを認識し、地域福祉型社会福祉

法人連合体の確立を目標に掲げました。 

8月7日 
（金） 

フレンズ戸塚 
団体交流室 2 
委員：4 名 
事務局：2 名 
 

1.第 1 回連絡会の振り返り 

2.今後の方向性・展開について 

3.スケジュールの確認 

4.その他  

地域に社会福祉法人を認識してもらうた

めの見える化とアイデンティティの確立

に取り組むと同時に社会福祉法人同士の

つながりを強化する連絡会のミッション・

ポリシーを設けることを決定しました。 

10月21日 
（水） 

フレンズ戸塚 
団体交流室 2 
委員：5 名 
行政：2 名 
事務局：2 名 

1.第 2 回連絡会のスケジュール 

について 

2.第 2 回連絡会の協議・検討 

内容、情報共有について 

3.地区社協と社会福祉法人と 

の意見交換会について 

4.今後の方向性・展開について 

5.その他 

困りごとを抱えた「ひとり」のために動

くことができるのが民間組織である社会

福祉法人の強みであることを生かし、個

に寄り添い、個の問題を地域課題として

捉え、より身近な「戸塚らしい」地域貢

献を地域とともに考えていきたいとの思

いを共有しました。 

1月14日 
（木） 

フレンズ戸塚 
多目的研修室 
委員：4 名 
行政：2 名 
その他：3 名 
事務局：2 名 

1.公民連携による地域課題の解決・ 

新規事業の創出に向けての連携・ 

協力【説明：市政策局政策部政策課】 

2.第3期とつかハートプラン（戸塚 

区地域福祉保健計画）について 

【説明：戸塚区福祉保健課】 

3.今年度の振り返りと今後の方向性 

スケジュール等について  

4.その他 

社会福祉法人・施設にとどまることな

く、民間企業とも連携・協力して課題解

決に取り組むことで、重層的な隙間のな

い支援体制をの構築や新規事業創出の可

能性を考えました。 

実際に、企業と連携した取組も展開され

ています。 
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2月15日 
(月) 

特別養護老人 
ホーム 
和みの園 
委員：7 名 
行政：1 名 
事務局：2 名 

1.今年度の振り返り 

2.今後の連絡会の在り方、方向性に 

ついて 

(1)広報ツール（タウンニュース、 

エフエム戸塚）を活用した連絡会 

及び社会福祉法人・施設の見せ方 

について 

(2)連絡会のミッション・ポリシーに 

ついて  

(3)次年度の連絡会について（内容、 

スケジュール等） 

3.その他 

地域との最良のパートナーシップを実現

するため、地域エリアマネジメントへ積

極的に参画し、社会福祉法人・施設が地

域（住民）の生活と福祉をつなぐ「架け

橋」となることを確認しました。その活

動を地域へ周知するための広報について

検討しました。 

 

 【連絡会】 

開催月日 場所･出席者 内容 結果 

7月10日 
（金） 

フレンズ戸塚 
多目的研修室 
 
26 名 
※法人・施設、 

区役所他 

1.趣旨説明 

2.グループ討議 

(1)社会福祉法人の現状と課題 

について 

(2)社会福祉法人としての可能 

性について 

3.全体での共有 

4.まとめ 

社会福祉法人の現状や課題、可能性につ

いて社会福祉法人同士で情報共有・検討

を行いました。ここでは、社会福祉法人が

できることとして、第 2 回の連絡会へと

つながる既存の制度・システムを利用し

た、社会福祉法人の見える化とアイデン

ティティの確立、第 3 回連絡会へとつな

がる地域とのパートナーシップによる取

組みの推進等の意見が集約できました。 

10月30日 
（金） 

フレンズ戸塚 
多目的研修室 
 
33 名 
※法人・施設、区
役所、その他 

1.勉強会 

(1)横浜型地域貢献企業認定制度 

（IDEC）説明：戸塚区福祉保健課 

事業企画担当係長 林正隆 氏 

(2)LOCAL GOOD YOKOHAMA 

説明：市政策局 政策部政策課 

担当係長 関口昌幸 氏 

(3)かながわライフサポート事業 

説明：神奈川県社会福祉協議会  

福祉サービス推進部ライフ 

サポート担当課長 大関 晃一 氏 

2.グループでの情報共有・検討 

『より良い地域づくりを行うため 

に、のぞましいパートナーシップを 

構築する～社会福祉法人が地域に 

期待すること～』 

3.まとめ 

社会福祉法人のガバナンスの強化と見え

る化、社会福祉法人のアイデンティティ

の確立と専門性を生かした地域貢献とい

う2つの視点から勉強会を実施しまし

た。グループ検討では、社会福祉法人・ 

施設が地域に期待することを話しあい、 

その協議結果を持って、第3回の地域と 

の意見交換会へ望みました。 
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11月24日 
（火） 

フレンズ戸塚 
多目的研修室 
 
52 名 
※地区社協、法
人・施設、その他 

地区社協と社会福祉法人・施設との 

意見交換会 

1.社会福祉法人の使命と役割に 

ついて特別養護老人ホーム 

松みどりホーム施設長 小倉 徹 氏 

2.意見交換・情報共有『より良い地 

域づくりを行うために』～地域と 

社会福祉法人・施設が最良のパー 

トナーシップを実現する～ 

コーディネーター：静岡福祉大学 

社会福祉学部教授 西尾敦史 氏 

3.講評・まとめ 

意見交換の結果、「小地域における身近な

相談窓口になりたい」「地域と顔の見える

関係を構築し、地域づくりに共にかかわっ

ていきたい」という両者の思いとニーズが

合致したことから、地域と社会福祉法人・

施設の連携・協働の方向性が明確になりま

した。地域が福祉の専門家である社会福祉

法人を利用しやすい環境をつくっていく

ことの必要性を認識しました。 

 

②社会福祉法人・施設『見える化』プロジェクトの実施 

ア 趣旨・目的 

社会福祉法人・施設の存在意義を広く地域住民へ認識してもらうことで、分野を 

越えてネットワークを構築し、制度や市場原理では満たされない地域のニーズに 

対し地域とともに積極的に取り組んでいることを広く地域住民へ周知しました。 

イ 賛同者数 22 法人 29 施設 

ウ 期待される効果 

社会福祉法人・施設の存在意義が地域へ浸透し、地域課題を解決するために協 

議・検討するために組織された自治会町内会や地区社会福祉協議会等にメンバー 

として参画し、地域住民とともに「まちづくり」に関わっていくことが期待され 

ます。 

エ プロジェクト内容 

・タウンニュースへ社会福祉法人・施設名を掲載し、積極的に「まちづくり」に 

関っていることを周知しました。（戸塚区版平成 28 年 3 月 31 日発行号） 

・社会福祉法人のネットワーク（連絡会）の一員としての証であるステッカーを 

作成し配布しました。 

・「エフエムとつか」での社会福祉法人・施設情報の発信を予定 

※平成 28 年 4 月より毎月定期的に放送を予定している「社会福祉法人・施設に 

よるリレートーク」へ出演していただき、施設情報等を地域へ発信します。 

③社会福祉法人・施設と第 3 期とつかハートプランの連携・協力 

ア 趣旨 

第 3 期とつかハートプランでは、企業や施設等との連携を重要な取組みの一つと 

して位置付けています。計画の推進には区内社会福祉法人との連携・協力がます 

ます重要となることから、社会福祉法人と地域つながる連絡会では、ステッカー 

を作成し施設等で掲示することで積極的な連携・協力の意思表明を行いました。 

また、戸塚区社協からは、社会福祉法人と地域つながる連絡会のメンバーへ、 

とつかハートプランの趣旨に賛同し取組みを行っている目印である「こころん 

のぼり旗」を贈呈しました。 
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イ 贈呈式 

・日 時  平成 28 年 3 月 25 日（金） 

・場 所  フレンズ戸塚 3 階 多目的研修室 

・出席者  社会福祉法人と地域つながる連絡会：メンバー代表 7 名 

戸塚区社協：有賀会長 

       戸塚区役所：田雑区長 

      その他（区役所）・事務局：8 名 

・内 容  ①連絡会運営委員より会の趣旨と連携・協力の申出 

(ステッカーの説明等) 

②戸塚区社協有賀会長から「こころんのぼり旗」を贈呈 

（田雑区長は立会い人）     

 

こころんのぼり旗        つながる連絡会ステッカー 
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８ 地区社協活動の支援 

 

地域支援に関わる各業務を通じて、地域福祉保健計画「とつかハートプラン」に 

基づき、住民と共に小地域福祉活動支援に取組みました。従来からの地区社協活 

動支援に加え、今年度も引き続き地域ケアプラザと連携をより深め、住民により 

身近な地域での課題把握、解決の仕組みづくりに取組みました。 
 

（１）地区社協活動支援助成金の交付 

助成額 6,480 千円→   6,430 千円（▲ 50 千円） 

地区社協活動の充実・活性化及び支援・育成、安定した活動費確保の為、活動費 

の一部を助成しました。 
 

№ 地区名 
組織運営活動 事業活動※ 社会を明るくする運動 

合計 
市社協補助金 共同募金 世帯会費 

1 戸塚第一 50,000 493,350 30,000 573,350 

2 戸塚第二 50,000 149,100 30,000 229,100 

3 戸塚第三 50,000 485,250 30,000 565,250 

4 踊場 50,000 286,800 30,000 366,800 

5 北汲沢 50,000 149,100 30,000 229,100 

6 舞岡 50,000 294,900 30,000 374,900 

7 川上 50,000 197,700 30,000 277,700 

8 柏尾 50,000 234,150 30,000 314,150 

9 東戸塚 50,000 213,900 30,000 293,900 

10 平戸 50,000 278,700 30,000 358,700 

11 平戸平和台 50,000 169,350 30,000 249,350 

12 上矢部 50,000 270,600 30,000 350,600 

13 名瀬 50,000 315,150 30,000 395,150 

14 大正 50,000 736,350 30,000 816,350 

15 汲沢 50,000 185,550 30,000 265,550 

16 上倉田 50,000 298,950 30,000 378,950 

17 下倉田 50,000 311,100 30,000 391,100 

 合計 850,000 5,070,000 510,000 6,430,000 

※事業活動内訳：各地区一律￥60,000+前年度地区毎の戸別募金額の比率に応じた助成 
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（２）地区担当制導入 

地区社協毎に区社協事務局職員を配置。区役所・地域ケアプラザなど支援機関 
と連携し、地区社協活動への支援を強化しました。 

 

（３）地区社協事業への参加・支援    訪問回数 594→692 回(+98) 

地域会議や事業、行事へ積極的に参加し、把握した地域課題や問題を整理・ 

蓄積、地域課題解決に向けた支援を行いました。 

 

（４）地区アセスメントシートの作成 

地域の状況を様々な角度から評価し、的確な地域ニーズの把握だけではなく、 

地域の関係性や力関係を把握・分析、地区アセスメントシートを更新しました。 

 

（５）地区社協訪問 

各地区の実情や課題状況を把握するため訪問ヒアリングを実施しました。 

①区社協からの情報提供（区社協事業、講座周知 等） 

②第 2 期とつかハートプラン地区別計画についての振り返り 

③現在地域で抱えている生活課題・問題点について意見交換・情報交換 

 

地区名 
訪問 

回数 
主な訪問内容 

地区アセスメント

シートの有無 

地区社協 

訪問日 

戸塚第一 70 
総会、高齢者昼食会、サロン、民児協議会定例会、連合町内会定例会、 

健民祭、子育て交流会、福祉教育、ハートプラン関係等 
有 

1月 22日

（金） 

戸塚第二 63 
総会、定例会、地域祭、レク大会、子育て交流会、ボランティア交流会、

福祉教育、ハートプラン関係等 
有 

2月 25日

（木） 

戸塚第三 54 
総会、食事会、ハートプラン関係、ささえあい活動、連合町内会定例会、

社会を明るくする運動、ネットワーク訪問事業、地域イベント等 
有 

3月 19日

（土） 

踊場 29 
理事会、食事会、見守りの会、ネットワーク訪問事業地区連絡会、 

ハートプラン関係 
有 

2月 18日

（木） 

北汲沢 15 理事会、給配食会、健民祭、ハートプラン関係 有 
2月 5日

（金） 

舞岡 55 
総会、理事会、連合町内会定例会、障がい余暇活動、活動団体支援、子

育て連絡会、ネットワーク訪問事業関係、ハートプラン関係等 
有 

1月 22日

（金） 

川上 62 
地区社協活動委員会、ボランティア全体会、福祉活動発表会、男の料理 

教室、歴史散歩、子育て支援、ハートプラン関係 
有 

1月 16日

（土） 

東戸塚 67 
食事会、子育て支援、凧あげ大会、コミュニティサロン支援、集合住宅 

支援、ハートプラン関係 
有 

3月 1日

（火） 

柏尾 64 
総会、、民児協議会定例会、連合広報部会、お楽しみ会、食事会、サロ

ン、福祉教育、ハートプラン関係、地域イベント等 
有 

2月 1日 

（月） 

平戸 53 
研修会、食事会、ハートプラン関係、ボランティア情報交換会、 

各種行事 
有 

12月 11日

（金） 
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平戸平和台 45 食事会、ハートプラン関係、ささえ愛活動 有 
1月 29日 

（金） 

大正 43 
総会、ｺﾐｭﾆﾃｨｻﾛﾝ支援、社会を明るくする運動、ハートプラン関係、 

地域ケア会議等 
有 

3月 16日

（水） 

上矢部 33 
総会、ハートプラン関係、地域イベント、社会を明るくする運動、 

子育て支援等 
有 

1月 25日 

（月） 

名瀬 54 
総会、常任理事会、地域イベント、ハートプラン関係、子育て支援、 

地域ケア会議、社会を明るくする運動、ネットワーク訪問事業等 
有 

1月 30日

（土） 

汲沢 34 定例会、見守り活動支援、ハートプラン関係 有 
2月 27日

（土） 

上倉田 19 総会、社会を明るくする運動、子育て支援、定例会、ハートプラン関係 有 
2月 5日 

（金） 

下倉田 21 
総会、社会を明るくする運動、子育て支援、ハートプラン関係、 

地域ケア会議 
有 

2月 5日 

（金） 

合計 781  

 

（６）地区社協研修会の開催 

地区社協の組織・機能及び運営強化を目的に実施しました。 

①組織・機能強化研修 

【座学研修（講演会・グループワーク）】 

開催月日 場所･出席者 内容 結果 

9月29日
（火） 

フレンズ戸塚
多目的研修室 
33名 

地域の5年後、10年後を考える 

講師（株）地域計画研究所 代表 内海宏 氏 

（株）谷口計画事務所 代表取締役 谷口和豊氏 

第3期ハートプラン地区別計画 

の策定に向けて、今後の取組み 

や方向性について検討できた。 

 

【視察研修】 

開催月日 場所･出席者 内容 結果 

1月26日
（火） 

「ふれあい処

ひとやすみ」 

神奈川県 

小田原市 

東富水地区 

「ふれあい処ひとやすみ」「ささえあい 

センター東富水」の現場視察。 

社会福祉法人が運営している交流拠点の 

見学、地区ボランティアセンターの運営に

ついて学ぶ。 

地区社協が主体となって、身近

な支えあいの仕組みを作って

いる他市を視察することで更

なる相乗効果を得ることがで

きた。 

②運営（実務）強化研修 

開催月日 場所･出席者 内容 結果 

7月30日 
（木） 

フレンズ戸塚 

多目的研修室 

40 名 

行列のできるチラシの作り方 

（ステップアップ編） 

講師：NPO 法人男女共同参画おおた  

理事長 坂田 静香 氏 

昨年度開講した講座のステッ

プアップ編。地区社協活動のＰ

Ｒツールとしてのちらしの有

効活用について学び、今後の取

組みに反映することができた。 
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（７）地区社協全体研修 

開催月日 場所･出席者 内容 

12月11日 
（金） 

全体 1 , 3 6 6名
戸塚区112名 
関内ホール他 

1.基調講演「新しい地域福祉のかたち」 
～孤立と排除を生まないまちづくりビジョン 
講師：中央大学法学部 宮本太郎教授 

2.分科会「身近な地域のつながり・支えあい活動推進事業」の実践、 
地区社協のとりくみ等を6つの分科会で開催。 

 

（８）社会を明るくする運動 

犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの 

立場において力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする運動を 

戸塚保護司会、戸塚区更生保護女性会、１７地区社会福祉協議会との連携によ 

り実施しました。 

 

 ①街頭啓発等 

開催月日/参加人数 会場 内容 

7 月 10 日（金） 

約 2,000 名 

ＪＲ戸塚駅周辺 

ＪＲ東戸塚駅周辺 
駅周辺で啓発運動を行いました。 

8 月 29 日（土） 

約 200 名 

戸塚区役所 3 階 

多目的スペース大 

ひまわりバザー：区民に向けてリサイクル品等の 

バザーを開催しました。 

 ②17 地区ミニ集会 

地区名 開催月日 会場 参加人数 

戸塚第一 11 月 7 日（土） 戸塚地区センター 55 名 

戸塚第二 10 月 12 日（月） ぜんば公園 200 名 

戸塚第三 9 月 1 日（火）～全 5 日間 吉田元町会館ほか 200 名 

踊場 11 月 8 日(日) 汲沢小学校体育館･アドベンチャーホール・運動場 480 名 

北汲沢 10 月 25 日（日） 壱町ヶ谷公園 200 名 

舞岡 7 月 18 日(土) 舞岡地区センター体育室 193 名 

川上 7 月 19 日(日） 秋葉町内会館 111 名 

柏尾 7 月 19 日(日) 柏尾小学校体育館 247 名 

東戸塚 7 月 19 日（日） 上信濃公園 46 名 

平戸 7 月 4 日(土） 平戸台小学校コミュニティハウス 111 名 

平戸平和台 ７月 19 日（日） 境木小学校体育館 140 名 

上矢部 1 月 25 日（月）～全 2 日間 上矢部会館 103 名 

名瀬 7 月 25 日(土) 名瀬第二町内会館 70 名 

大正 10 月 31 日（土） 大正中学校体育館 60 名 
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汲沢 8 月 29 日(土) 汲沢地域ケアプラザ 65 名 

上倉田 7 月 25 日（土） 上倉田地域ケアプラザ 65 名 

下倉田 7 月 4 日(土)・12 日（日） 下倉田地域ケアプラザ 52 名 

 

（９）地域ネットワーク訪問事業の実施 交付額 593 千円→590 千円 

地域のネットワークにより、声かけ、見守りを中心とした定期的な訪問を 

行い、ひとり暮らし高齢者等が住み慣れた地域で安心して暮らしていける 

よう「地域ネットワーク訪問事業」を区役所から委託を受け実施しました。 

 

①地区連絡会活動交付金の交付     

地区社協名 
交付額

(円) 
北汲沢 37,000 平戸 35,000 汲沢 32,000 

戸塚第一 37,000 舞岡 35,000 平戸平和台 34,000 上倉田 35,000 

戸塚第二 26,000 川上 32,000 上矢部 32,000 下倉田 35,000 

戸塚第三 37,000 柏尾 35,000 名瀬 35,000 合 計 590,000 

踊場 37,000 東戸塚 37,000 大正 39,000 
 

 

 

②地区連絡会代表者会議の開催   
開催日・出席者

数 
主な議題 結果 

7 月 31 日（金） 

16 地区 24 名 

1.地域ネットワーク訪問事業について 
①地域ネットワーク訪問事業の説明について 
②H26 年度訪問実施状況について 
③H27 年度地域ネットワーク訪問事業地区連絡会活動交付 

金について 
④H27 年度地域ネットワーク訪問事業年間計画について 
2.各地区の取り組み状況について 
3.要綱の改正について 
4.その他情報交換 

1.事務局より説明 

2.出席者より報告 

3.事務局より説明 

4.情報交換 

1 月 22 日（金） 

16 地区 18 名 

1.講話「異変のサインについて」 
2.情報交換【各地区の取り組み状況について】 
3.地域ネットワーク訪問事業について 
①H27 年事業および決算報告作成の依頼 
②実績報告書作成の依頼 
③H28 年度予算案の提示および事業・予算計画の提出依頼 
4.要綱の改正について 
5.ネットワーク訪問事業「100 人」大会議～第二弾～ 

1.戸塚区高齢・障害支援課  
高齢・障害係長 
角田浩之氏より講話 

2.出席者で情報交換 
3.事務局より説明 
4.事務局より説明 
5.事務局よりご案内 
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③ネットワーク訪問員向け研修会の開催  
日程 

参加人数 
会場 内 容 結果 

9 月 15 日（火） 

230 名 
戸塚公会堂 

「アノ人に学ぶ！見守り活動の極意」 

事例発表：清水靖枝 氏（瀬谷区阿久和北部地区社会 

福祉協議会 会長） 

講師：村井祐一 氏（田園調布大学社会福祉学科教授） 

内容：先進地域の事例から学ぶ・見守り活動をする 

上での個人情報活用について 

見守りについて、自身 

の地区の活動を振り 

返るきっかけとなっ 

た。また、個人情報の 

正しい取扱いについ 

て再認識できた。 

2 月 29 日（月） 

105 名 

戸塚区役所 

8 階 

大会議室 

ネットワーク訪問員「100人」大会議～第二弾～ 

内容：見守り活動についての事例発表（戸塚第三地区、

舞岡地区）、情報交換会 

民生委員、友愛活動 

員等がそれぞれ 

一同に集まり、情報 

共有が行えた。 

 

④各地区に対する支援 

各地区でのネットワーク訪問事業について、地区社協および各団体と協力し、 

活動を推進しました。 

 

（１０）職員事例検討会の実施 

趣旨：身近なつながり・支えあい活動の推進等、個別、地域支援方法の 

検討や情報共有ならびに職員の資質向上を目的に実施。 

実施：月１回程度 計８回実施  

会場：フレンズ戸塚 

開催月日 地区名 出席者数 

6月11日（木） 東戸塚 10 名 

6月25日（木） 踊場 8名 

8月24日（月） 戸塚第二 9名 

9月24日（木） 平戸平和台 9名 

10月8日（木） 戸塚第三 10名 

12月8日（火） 下倉田 9名 

2月10日（水） 上倉田 10名 

2月26日（金） 大正 10名 
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９ 地域福祉保健計画の推進 

(１) 地域福祉保健計画の推進（地域福祉活動計画と一体化） 
「地域の福祉保健課題を地域が主体的に解決する」という「とつかハートプラン」 
の趣旨に基づき、地域住民の暮らしに影響を与えている課題について、地域住民 
とともに考え、解決に向けた取組を進めると同時に、住民の主体的な活動が継続 
して展開されるよう、区役所、地域ケアプラザと連携・協働して、第２期とつかハート 
プランを推進しました。 
また、第３期とつかハートプランについて、より身近な地域で推進できる取組を計画 
に反映できるよう、地区の状況や特性を踏まえ地域と連携チームが一体となって 
策定しました。 

 

①区推進委員会の開催 会場：戸塚区役所 
実施日 

出席者数 
主な議題内容 結果 

6 月 8 日（月） 

委員 17 名 

行政 11 名 

事務局 7 名 

1.平成26年度の振り返りについて 

(1)区の振り返り 

(2)区社協の振り返り 

2.第3期とつかハートプランの策定について 

(1)第3期とつかハートプランの構成について 

(2)部会のメンバーについて 

(3)部会の進め方について 

(4)策定のスケジュールについて 

(5)地区別計画策定の手引きについて 

3.とつかハートプランのＰＲ促進に関する提案について 

4.その他 

1.資料に基づき事務局より説明 

2.資料に基づき事務局より説明し、

協議・検討を行った 

3.資料に基づき事務局より説明し、

了承された 

4.情報提供があった 

10月 23日（金） 

委員 19 名 

行政 11 名 

事務局 7 名 

1.第3期とつかハートプラン策定について 

(1)部会報告 

(2)区計画素案について 

(3)今後のスケジュールについて 

2.地区別計画の策定について 

3.こころんフラッグ・のぼりについて 

4.その他 

1.資料に基づき事務局より 

説明。内容等について 

協議・検討を行った 

2.資料に基づき事務局より説明 

3.資料に基づき事務局より報告 

4.情報提供があった 

2 月 1 日（月） 

委員 14 名 

行政 11 名 

事務局 4 名 

1.第3期とつかハートプラン地区別計画の策定状況に 

ついて 

2.冊子のデザイン等について 

3.今後のスケジュール 

4.その他 

1.資料に基づき事務局より説明 

2.資料に基づき事務局より説明 

3.資料に基づき事務局より説明 

4.情報提供があった 

 

②各地区別計画推進委員会の開催 
 

第２期とつかハートプラン地区別計画の推進並びに第３期とつかハートプラン地区 

別計画の策定に向けた、各地域ケアプラザ圏域の地区別計画推進委員会に事務局と 

して参加しました。なお、第３期地区別計画策定にあたっては、新たに連携チーム 

を発足し、事務局も地域と一体となり取り組み、各エリアの課題と解決に向けた 

目標や取組内容の検討をしました。 
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【第 2 期 地区別計画推進委員会開催数】 

上矢部地域 

ケアプラザエリア 
4 回 

平戸地域 

ケアプラザエリア 
4 回 

南戸塚地域 

ケアプラザエリア 
4 回 

東戸塚地域 

ケアプラザエリア 
4 回 

原宿地域 

ケアプラザエリア 
3 回 

下倉田地域 

ケアプラザエリア 
3 回 

上倉田地域 

ケアプラザエリア 
2 回 

舞岡柏尾地域 

ケアプラザエリア 
4 回 

名瀬地域 

ケアプラザエリア 
6 回 

汲沢地域 

ケアプラザエリア 
2 回 

 

【第 3 期 地区別計画策定委員会等開催数】 

戸塚第一地区 6 回 川上地区 5 回 名瀬地区 5 回 

戸塚第二地区 8 回 柏尾地区 5 回 大正地区 9 回 

戸塚第三地区 6 回 東戸塚地区 5 回 汲沢地区 7 回 

踊場地区 3 回 平戸地区 3 回 上倉田地区 11 回 

北汲沢地区 3 回 平戸平和台地区 3 回 下倉田地区 3 回 

舞岡地区 6 回 上矢部地区 6 回 

 

③部会の開催 

第 3 期策定にあたり、部会を立ち上げテーマ毎に協議・検討したことでテーマに関わる 

関係機関が幅広く意見交換し情報等を集約することができました。また、それぞれの 

活動の充実と連携推進を図るための具体的な方策の検討を行ったことで地域・住民に 

密着した区計画を策定することができました。 

 

 【みまもり・支えあい部会】 

実施日 内容 

7 月 30 日(木) 団体アンケート結果分析、検討テーマの絞り込み等 

9 月 9 日（水） 区社協「障がい福祉分科会」に参加し、分科会員と意見交換 

10 月 2 日（金） 「とつか子育て応援隊」に参加後、部会メンバーで意見交換 

11 月 17 日（火） 区計画素案についての意見交換等 

 

 【ふれあい健康部会】 

実施日 内容 

8 月 3 日(月) 団体アンケート結果分析、検討テーマの絞り込み等 

8 月 31 日（月） 意見交換（ふらっとステーション・とつかにて） 

11 月 11 日（水） 区計画素案についての意見交換 
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 【担い手づくり・情報部会】 

実施日 内容 

8 月 3 日(月) 団体アンケート結果分析、こころんフラッグの作成 

9 月 1 日（火） 
区民意識調査や「とつか夏の福祉体験スクール」の振り返り等も参

考に意見交換 

11 月 11 日（水） 区計画素案についての意見交換 

 

④区社協団体アンケートの実施 

 区社協会員の 98 施設・団体に対し、「地域との連携」「地域課題」「地域活動の 

視点」「活動の質の向上」等についてアンケート及びヒアリング調査を実施し、 

その結果を、区計画へと反映させました。 

 

⑤こころんフラッグの作成・配布 

内容：赤い羽根共同募金と「とつかハートプラン」マスコット「こころん」を 

プリントしたのぼり旗とこころんフラッグを作成し、区内の共同募金受配 

団体、地域福祉保健活動団体、地区連合町内会、地区社会福祉協議会、 

学校等約 250 団体へ配布しました。また、第 3 期とつかハートプランの 

趣旨に賛同し、連携・協働して計画を推進していく区内社会福祉法人・ 

施設へも配布しました。 

※県共同募金会のモデル事業として実施し、費用も県共同募金会が負担。 

結果：活動場所等に掲げることで、地域福祉保健計画の地域住民への浸透だけ 

ではなく、共同募金使途の見える化の効果も発揮したことで、住民理解 

と透明性のある募金活動へとつなげることが期待できます。 

 

⑥地域福祉保健計画研修会の開催 

実施日／会場

出席者数 
内容 結果 

4 月 22 日（水） 

4 月 24 日（金） 

戸塚区役所 

 

区役所 40 名 

地域 CP 16 名 

区社協 8 名 

 

※両日同じ 

内容で実施 

1.地域連携チームの役割と実務、とつかハート

プランについて 

2.講義『データから考えるとつか』 

 講師：㈱地域計画研究所  

代表 内海 宏 氏 

    ㈱谷口計画事務所  

代表 谷口 和豊 氏 

4 月より発足した地域連携チームは、担当

する地域と協働しながらよりよい地域づくり

を行うことが求められます。これらを円滑に

進めていくための一助として、地域のデー

タを正しく活用し、適切に地域に情報提供で

きるよう、研修会を開催しました。地域福祉

保健計画の目的や意義を認識し、推進して

いくための地域との関わり方を知ると共に、

日常的な業務と地域支援とのつながりを理

解し、地域特性にあった計画を策定・推進す

る意識を持つことができました。 

 

⑦区役所と定例会を開催し、情報共有、進捗状況の確認等を行いました。 

（原則、毎月第 1 木曜日） 
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１０ ボランティア活動関係事業 

 

（１）ボランティア登録者数（昨年度実績） 

新規個人登録 累計個人登録 新規団体登録 累計団体登録 

133 名(136 名) 627 名（502 名） 13 団体(12 団体) 56 団体(46 団体) 

 

（２）ボランティア相談件数 

相談件数 

2,733 件 

 

（３）ボランティア派遣件数 
  

依頼件数 192 件(231 件) 

派遣件数 162 件(186 件) 

対応率（％） 84.4％(80.5%) 

 

（４）ボランティアコーディネートの状況 

依頼者分類 依頼件数 紹介件数 調整中 調整つかず 取り下げ 紹介人数 調整数 

児童 9(25) 8(23) 0(0) 1(0) 0(2) 13(61) 176(419) 

障害 49(55) 34(39) 3(10) 7(2) 5(4) 53(71) 631(686) 

高齢 
（おおむね65歳以上） 

109(113) 95(92) 6(12) 2(1) 6(8) 559(256) 1,106(1,711) 

外国人 1(3) 1(2) 0(0) 0(1) 0(0) 1(1) 1(29) 

限定せず 12(16) 12(13) 0(0) 0(1) 0(2) 19(22) 204(155) 

その他 12(19) 12(17) 0(0) 0(0) 0(2) 15(22) 147(199) 

合計 192(231) 162(186) 9(22) 10(5) 11(18) 660(433) 2,265(3,199) 
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（５）ボランティア情報紙の発行     

情報誌・紙 
の名称 

発行 配布方法・ 
配布先 

内容 
発行月 部数 

社協とつか 

3 

各

93,200 
全戸配布 

ボランティア募集情報 

9 ボランティア募集情報 

2 ボランティア募集情報・善意銀行 

ボランティア
センター 
通信 
 

6 

各

2,000 

ボランティア
登録（個人・
団体）、区内
公共施設、地
域の会議等で
の配布 等 
 

報告 ボランティアのいろは・囲碁将棋ボランティア登録説

明会、特集 ボランティア井戸端会議、連載 ボランティア

のたまて箱、連載 きらり★あの施設のボランティア担当者 

9 

報告 横浜シニア大学・ボランティアいろは、特集 出番で

すよ！アクティブシニア、連載 ボランティアのたまて箱、

連載 きらり★あの施設のボランティア担当者、講座案内 

傾聴ボランティア養成講座、各種お知らせ 

1 

報告 第 2 回ボランティア分科会、特集 ボランティアのつ

どい、みんなの投稿「ボランティアをしてかわったこと」、

傾聴ボランティア養成講座受講生 奮闘中！ 

2 特集 アクティブシニアボランティア募集 

ボランティア
募集情報 
 

6 

各

1,000 
同上 

ボランティアセンターに来ているボランティア募集一

覧の掲載（11 箇所） 

8 
ボランティアセンターに来ているボランティア募集一

覧の掲載（15 箇所） 

9 
ボランティアセンターに来ているボランティア募集一

覧の掲載（17 箇所） 

1 
ボランティアセンターに来ているボランティア募集一

覧の掲載（15 箇所） 

 

（６）ボランティア講座(10 講座)【重点事業】 

講座名 
開催月日 

参加人数 
場所 

内容 

（共催団体等） 

ボランティアの 

いろは 

4月～12月 

毎月10日 

12回 

のべ97名 

フレンズ戸塚 

・とつか区民

活動センター 

ボランティアに興味のある方、初心者向けの講座 

ボランティア基礎講座/ボランティア疑似体験ゲーム

/交流会（とつか区民活動センター） 

春季入門手話講座 

5月～7月 

毎週金曜日全

10回 

のべ166名 

フレンズ戸塚 
手話を通じて聴覚障がい者との 

コミュニケーションを図る 

囲碁・将棋ボランティア

登録説明会 

5月14日（木） 

9名 
フレンズ戸塚 

主に施設で活動する囲碁・将棋 

ボランティアの説明および登録会を実施。 
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（７）ボランティアコーディネーター研修 

開催月日 
参加者数 場所 内容 

10月27日（火） 
11月17日（金） 

かながわ県民センター 
・自己の内面を知り、コミュニケーション能力をアップさせよう 
・ボランティアが広がらない！求められるボランティア 
コーディネーターの役割とは？ 

2月22日（水） 横浜市健康総合センター 
ボランティアグループを支援する～長く活動しているボランティア
グループや活動者へのコーディネーター対応について～ 

 

(８) 戸塚区社協ふれあい助成金説明会の開催 

開催日時 場所 内容 

 
3月4日（金）のべ74名 
①10:00～ ②15:00～ 

フレンズ戸塚 助成金説明、申請書の書き方、質疑応答等 

 

シニア大学 

ボランティア講座 

7月8日（水） 

51名 

男女共同参画

センター横浜 

戸塚区老人クラブ連合会主催によるシニア

大学でのボランティア講座。趣味や社会活

動としてのボランティア活動促進を目的と

したプログラム（戸塚区老人クラブ連合会） 

福祉学習 

サポーター 

養成講座 

7月24日（金） 

8名 
フレンズ戸塚 

福祉教育の場で活動するボランティアの 

養成講座 

元気な会議の作り方 

8月～9月 

全3回 

49名 

フレンズ戸塚 

ファシリテーション・ファシリテーション 

グラフィックを学び、活発な会議を行うこ

とを目指す講座 

ボランティアの集い 
10月16日（金） 

24名 
フレンズ戸塚 

登録ボランティア同士の交流やスキルアッ

プを目指す 

ボランティアの 

いろは 

フォローアップ講座 

3月18日（金） 

19名 
フレンズ戸塚 

ボランティアのいろは受講生を対象とした

、フォローアップ講座 

秋季入門手話講座 

10月～12月 

毎週土曜日全

10回のべ105名 

フレンズ戸塚 
手話を通じて聴覚障がい者との 

コミュニケーションを図る 

傾聴ボランティア養

成講座 

11月～12月 

全7回 

のべ245名 

フレンズ戸塚 
傾聴ボランティアの養成講座および実習、 

グループ立ち上げの準備 

傾聴ボランティア 

講演会「傾聴力」を

身につけよう 

2月23日（火） 

37名 
フレンズ戸塚 

傾聴ボランティアの養成講座の落選者を 

中心とした講演会 

37



(９)市民活動推進分科会住民参加型在宅福祉サービスグループ連絡会 

の開催 
在宅福祉サービスを実施している各活動団体（NPO 法人、ボランティア団体、 

市民活動団体等）との連携強化、情報共有、課題解決のための仕組みづくりを 

目的に連絡会を開催し、区役所、区社協からの情報提供、学習会、活動団体間の 

情報交換を行いました。 

 

会 場 福祉保健活動拠点フレンズ戸塚 他 団体数 9 団体 

 

（１０）ボランティアグループ支援事業 

ボランティアセンターに寄せられるボランティアグループの相談から、活動先のご

案内やメンバー募集の支援をしました。また、区内のニーズに対応したボランティ

アグループの立ち上げ支援や講座を実施しました。 

 

（１１）とつか区民活動センターとの連絡会の開催 

区計画における取り組みの一環として、とつか区民活動センターとの 

連絡会を開催し、情報共有や講座の開催等に向けた検討を行いました。 

  開催回数 場所 内容 

3回 フレンズ戸塚・とつか
区民活動センター 

とつかボランティアセンター共催事業の打ち合わせ、 
講座等の情報共有 

 

（１２）戸塚区地域づくり大学校 

「住んでいてよかった」と思える地域を自分たちの手で実現するための学び 

合いの場。受講生、事例紹介者、講師がともに地域の資源や人材を再発見し、 

様々な地域の課題を協力しながら解決していく「自治の力」を身につけること 

を目的とした戸塚区地域づくり大学校を 4 者協働（NPO 法人くみんネット 

ワークとつか、NPO 法人市民セクターよこはま、戸塚区役所区政推進課）で 

開催しました。 

日程／参加団体

数 
場所 内容 

5 月 11 日（月） 

7 団体 
フレンズ戸塚 

①第 3 期ハートプラン策定についての意見 

②分科会長より提案事項 ③各団体からの情報提供 

7 月 6 日（月） 

4 団体 
フレンズ戸塚 

研修会 

「在宅生活ができなくなった場合のサービス等について」 

9 月 7 日（月） 

5 団体 
フレンズ戸塚 

①こころんフラッグの作成・配布について 

②見学会について③各団体からの情報提供 

11 月 9 日（月） 

7 団体 
交流サロン・庄戸 

住民が地域と連携をとりながら、居場所の運営を行ってい

る事例として、「交流サロン・庄戸」見学 

1 月 18 日（月） 

2 団体 
フレンズ戸塚 

①交流サロン・庄戸 見学会について（報告） 

②平成２８年度の計画について③各団体からの情報提供 

3 月 14 日（月） 

3 団体 
フレンズ戸塚 

①平成 28 年度事業計画について 

②各団体からの情報提供 
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 ①事務局会議等 

開催日・出席者数 会場 内容 

毎月 2 回・6 名 
戸塚区役所 

とつか区民活動センター 

プログラム企画、講座準備、

振り返りなど 

 ②事業実施について     

開催日 会場 内容 

7 月 18 日（土） 

参加：24 名 
戸塚区役所 

第1講 地域づくりを考える 

講演 ①地域づくりを考える 

講師：菊池賢児 氏（踊場地区連合町内会長、地域づくりの知恵袋 

監修者） 

②子育て支援が接着剤！面で広がる、深まる、菌根ネットワーク 

講師：塚原泉氏（神奈川区地域子育て支援拠点かなーちえ施設長） 

③地域でNPOが果たす役割「協働からエリアマネジメントへ」 

講師：島津禮子（NPO法人ふらっとステーション・ドリーム副理事長） 

8 月 22 日（土） 

参加：22 名 

コミュニティ・サロン・

ほっこり、交流サロン・

庄戸、長屋門公園、 

阿久和北部見守り合い

拠点「みまもりの家」、 

今宿地域ケアプラザ 

第2講 まちづくりの現場訪問バスツアー 

Aコース：金沢区コミュニティ・サロンほっこり、栄区交流サロン・庄戸 

B コース：瀬谷区長屋門公園、阿久和北部見守り合い拠点「みまもりの

家」、旭区くつろぎカフェからサロン散歩道への取組 

9 月 5 日（土） 

参加：19 名 
戸塚区役所 

第 3 講 現場訪問をみんなで共有 

講師：内海宏氏（㈱地域計画研究所代表取締役、NPO 法人 

アクションポート横浜理事） 

9 月 26 日（土） 

参加：19 名 

名瀬第二町内会館 

名瀬地域ケアプラザ 

第 4 講 みんなでまち歩き&マップ作り～名瀬のまち歩き 

とマップづくり～ 

講師：内海宏氏（同上） 

11月 21日（土） 

参加：17 名 
戸塚区役所 

第 5 講 自分の地域で実現したい「夢プラン」作り 

講師：内海宏氏（同上） 

1 月 23 日（土） 

参加：16 名 
戸塚区役所 

【卒業式】 

夢プラン発表会&みんなでトーク 講師：内海宏氏（同上） 

 
 

（１３）ボランティア・フォーラム・とつかへの協力 

 2016 ボランティア・フォーラム・とつか（2 月 13 日）の開催に協力しました。 
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１１ 福祉教育関係事業 

（１）福祉教育の学校等への対応状況 （22 件） 

種別 依頼件数 対応件数 日数 コマ数 調整数 延べ参加者数 

学校 

小 19 15 17 20 214 1,880 

中 5 5 5 12 85 737 

その他 1 1 1 1 6 118 

企業 1 1 1 2 7 20 

合計 26 22 24 35 312 2,755 

 

実施日 学校名・団体名 学年 人数 内容 対応 

6月24日（水） 東俣野小学校 3年生 67名 高齢者疑似体験 
・原宿地域ケアプラザ 
・区社協 

6月29日(月） 平戸台小学校 4年生 32名 車いす操作体験 
・平戸地域ケアプラザ 
・区社協 

8月25日（火） 東汲沢小学校 教職員 20名 車いす操作体験・講話 
・トヨタハートフルプラザ 
・区社協 

10月1日（木） 倉田小学校 6年生 72名 共同募金運動 ・区社協 

10月14日（水） 横浜保育福祉専門学校 3年生 118名 共同募金運動 ・区社協 

11月10日（火） 秋葉小学校 4年生 117名 視覚障がい理解 ・View-Net神奈川 

11月18日（水） 東汲沢小学校 5年生 79名 高齢者疑似体験 
・汲沢地域ケアプラザ 
・区社協 ・サポーター 

11月18日（水） 東汲沢小学校 1,2年生 165名 聴覚障がい理解 ・戸塚区聴覚障害者協会 

11月18日（水） 東汲沢小学校 3年生 84名 視覚障がい理解 ・View-Net神奈川 

11月20日（金） 深谷小学校 3,4年生 104名 点字体験 ・横浜点訳グループはまかぜ 

11月25日（水） 秋葉中学校 1年生 150名 
車いす操作体験 
高齢者疑似体験 

・東戸塚地域ケアプラザ 
・名瀬地域ケアプラザ 
・区社協 ・サポーター 

11月30日（月） 川上小学校 3,4年生 107名 
アイマスク体験 
点字体験 

・横浜点訳グループはまかぜ 

12月1日（火） 平戸台小学校 全校 233名 高齢者理解 
・平戸地域ケアプラザ 
・もえぎケアセンター平戸 
・区社協 

12月2日（水） 川上北小学校 4～6年生 466名 視覚障がい理解 ・View-Net神奈川 

12月15日（火） 舞岡中学校 2年生 210名 車いす操作体験 
・舞岡柏尾地域ケアプラザ 
・区社協 ・サポーター 
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12月17日（木） 戸塚小学校 4年生 152名 共同募金運動 ・民児協 ・区社協 

1月13日（水） 戸塚小学校 4年生 152名 手話講座 ・戸塚区聴覚障害者協会 

1月21日（木） 汲沢中学校 1年生 179名 点字体験 ・横浜点訳グループはまかぜ 

1月21日（木） 汲沢中学校 1年生 179名 車いす操作体験 
・汲沢地域ケアプラザ 
・二輪草 

2月2日（火） 品濃小学校 教職員 30名 聴覚障がい理解 ・戸塚区聴覚障害者協会 

2月10日（水） 汲沢中学校いずみ級 全学年 19名 視覚障がい理解 ・View-Net神奈川 

3月8日（火） さくらプラザ 職員 20名 
車いす操作体験 
高齢者疑似体験 
アイマスク誘導体験 

・区社協、サポーター 

 

（２）福祉教育(体験)研修･講座の実施 

名称 開催月日 場所･参加者 内容 

先生のための 
福祉講座 
 
主催／ 
横浜市社協 
18区社協 
市教育委員会 

7月30日（木） 
7月31日（金） 

横浜市健康福祉総合
センター 
 
7月30日28名 
うち区内参加者3名 
7月31日33名 
うち区内参加者2名 

プログラム 
①導入「福祉とは、福祉教育とは」 
講演、グループワーク 
講師：学習院大学教授 長沼豊氏 
 
②福祉教育をより効果的に実施する工夫を
共に考える 

夏休み福祉  
体験講座 

①8月17日（月） 
8月18日（火） 

②8月19日（水） 

フレンズ戸塚 

参加者数のべ140名  

①手話講座、車いす操作体験、点字、布
おもちゃ、視覚障がい理解、高齢者疑似体
験の中から２つ選択 
※戸塚区内のボランティアグループが協力 
②認知症サポーター養成講座  

夏休み福祉  
体験スクール 

①オリエンテーション 
7月23日（木） 
②体験  
8月1日～14日 
③振り返り 
8月21日（金） 

フレンズ戸塚 
①56名  
②69名  
③38名  

①ボランティアとは、マナー、服装、持ち物
について説明  
②区内施設、活動団体22ヶ所で1日体験 
③体験した感想の発表、お礼状・作成 

 

（３）福祉機材の貸出状況 

種別 整備数 貸出 
件数 種別 整備数 貸出 

件数 
貸出件数

合計 

車いす 16 15 点字器 40 8 

55件 アイマスク 80 9 妊婦体験セット 1 1 

高齢者疑似体験セット 13 13 白杖 9 9 
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１２ 権利擁護事業 

（市社協委託料）（利用料収入）539 千円[539 千円] 

（1）区あんしんセンターの利用状況 
自分で金銭や大切な書類を管理することに、不安のある高齢者や障がい者 
の財産や権利を守り、あんしんして日常生活が送れるよう支援するため、 

「あんしんセンター」事業を実施しました。 
定期訪問 

金銭管理サービス 預かりサービス 利用者(契約者)数 終了者数 

38件 10件 40名(昨年度38名) 8件 

 
また、適切なサービスを提供することで利用者の自立生活を支援することを 
目的に、関係機関・団体と連携して、包括的な支援体制を構築するため、 
定期的にケースカンファレンスを実施。 

 
 

①初回相談件数 【相談対応件数 3,632→3,422 件(-210)】 
区分 認知症 他高齢 知的 精神 身体 その他 合計 

回数 3 14 1 2 3 17 40 

 

②活動件数 

区分 認知症 他高齢 知的 精神 身体 その他 
合計 

支援計画書内に基づく活動 

電話 58 637 151 645 244 0 1,735 

来所 0 11 30 13 3 0 57 

訪問 33 321 64 376 121 0 915 

手続き援助 12 203 37 182 69 0 503 

合計 103 1,172 282 1,216 437 0 3,210 

契約前対応  合計 

電話 28 74 7 6 24 12 151 

来所 0 0 0 0 0 2 2 

訪問 ７ 17 1 1 6 2 34 

手続き援助 0 ７ 0 0 0 0 7 

合計 35 98 8 7 30 16 194 

契約終了後対応  合計 

電話 0 0 0 18 0 0 18 

来所 0 0 0 0 0 0 0 

訪問 0 0 0 0 0 0 0 

手続き援助 0 0 0 0 0 0 0 

合計 0 0 0 18 0 0 18 
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（２）成年後見サポートネットの実施 

権利擁護に関する課題を検討し、区域の権利擁護関係機関・団体等のネット 

ワークを強化することを目的として戸塚区地域包括支援センター社会福祉士、 

戸塚区役所高齢・障害支援課担当専門家(弁護士、司法書士、行政書士、社会福 

祉士)とともに事例検討や研修などを行いました。区社協は区役所と協働で会議

を企画・実施しました。 

 

（３）市民後見人養成・活動支援事業 

戸塚区内の市民後見人養成課程受講者に対し、地域の社会資源を知り、関係機関 

とのネットワークのあり方を学ぶことを目的として、横浜生活あんしんセンター 

と協力し、下記のとおり活動支援を行いました。  

日程・場所 内容 

5 月 19 日（火） 

戸塚区役所 

中会議室 

講義(1)横浜市市民後見人養成・活動支援事業について 

事例検討(1)親族と連絡のとれない方への医療対応について 

7 月 21 日（火） 

戸塚区役所 

中会議室 

事例検討 

(1)後見の申し立てについて 

(2)徘徊のある高齢者の法的な手続きを進める際の留意点について 

9 月 15 日（火） 

戸塚区役所 

中会議室 

事例検討 

(1)後見申し立ての間に本人容態急変した場合の対応について 

(2)本人が第三者の金銭管理を拒否する際の支援について 

11 月 17 日（火） 

戸塚区役所 

中会議室 

ブロック分科会 

講義(1)ジェノグラム・エコマップについて 

事例検討(1)精神障がいの方の生活支援について 

1 月 19 日（火） 

戸塚区役所 

中会議室 

事例検討 

(1)申し立て支援をどのように行うかについて  

(2)自分のお金を、親のために使う知的障害のある５０代女性について 

2 月 16 日（火） 

戸塚区役所 

大会議室 

戸塚区地域包括支援センター社会福祉士職連絡会研修会 

「後見的支援制度について」「障がい者自立生活アシスタント事業について」 

講師：後見的支援センター とつかエコー 宮坂俊彦氏 

   自立生活アシスタント事業所 SELFA 斉藤直美氏 菅野昌充氏 

   戸塚生活支援センター 田村浩史氏 

日程・場所 内容 

4 月 10 日（金）戸塚区生活支援センター 施設見学 

11 月 17 日（火）戸塚区役所 サポートネットブロック分科会に参加 

3 月 10 日（木）フレンズ戸塚 面談 
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１３ 移動情報センター事業 
（市受託金収入）7,553 千円[7,960 千円] 

  （市補助金収入）10 千円         
 

横浜市より受託し、移動に困難を抱える障がい児者等からの相談に応じて、 

相談支援機関との調整・連携を図りながら、各サービス事業者やボランティア 

等の情報提供や紹介、移動支援に関わるボランティア等の育成に向けた取組み 

を行いました。また、平成 28 年 1 月よりガイドボランティア事務取扱団体登録

にともない、新たな地域の担い手を発掘するために今後も継続してガイドボラン

ティア研修の開催や周知活動をおこない、登録者数を増やします。 
 

（１）推進会議 会場：フレンズ戸塚 

日程・参加者 内容 結果 

6 月 4 日(木) 

8 名 

1. 各種報告について 

2. 27 年度事業計画について 

3. 相談から見える課題・成果について 

4. 事業者連絡会について 

5. その他 

1.事務局より説明 

2.事務局より説明 

3.事務局より説明 

4.事務局より説明 

7 月 8 日(水) 

事業者 13 社（14 名） 

推進委員 5 名 

※事業者連絡会と合同開催 ― 

10 月 28 日(水) 

9 名 

1. 各種報告について 

2. 今年度の取組みについて 

3. 事例紹介 

4. 平成 27 年度今後の事業について 

5. その他 

1.事務局より説明 

2.事務局より説明 

3.事務局より説明 

4.事務局より説明 

2 月 24 日(水) 

7 名 

1. 各種報告について 

2. 今年度の取組について 

3. 相談から見える課題について 

4. 28 年度事業計画（案）について 

5. その他 

1.事務局より説明 

2.事務局より説明 

3.事務局より説明 

4.事務局より説明 

 

 

（２)事業者連絡会・研修 

①移動支援に関する事業者連絡会 会場：フレンズ戸塚 

日程・参加者 内 容 結 果 

7 月 8 日(水) 

事業者：13 社(14 名) 

推進委員：5 名 

1. 推進委員・参加者紹介 

2. 戸塚区移動情報センター相談内容の紹介 

3. 情報交換（事例検討） 

4. その他 

事業者相互の情報交換や意見交

換を行ったことで、事業者間の情

報共有ができ、横のつながりを強

化することができた。 
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②障がい児者のガイドヘルパースキルアップ研修 

『問題行動への対応』 会場：フレンズ戸塚 

日程・参加者 内 容 結 果 

2 月 8 日(月) 

事業者：14 社（24 名） 

推進委員：3 名 

1.問題行動への対応 

講師：横浜やまびこの里ヘルパーセンター 

やまびこ所長 神田 宏 氏 

2.その他 

移動支援に関わる事業者が、障

がい児者を支援する上で必要な

スキルを学ぶことができた。 

 

(３)相談窓口 

相談件数 
316 件 

（昨年度 296 件） 

 

【障がい種別】 

身体 知的 精神 複数障害 その他 

49 156 2 45 64 

 

【相談内容】 

通院 余暇 通学 通所 制度説明 その他 

29 82 70 73 5 57 

 

（４）ガイドボランティア研修・交流会 会場：フレンズ戸塚など 

日程・参加者 内 容 結 果 

7 月 17 日(金) 

9 名 

【講義編】 

1.全身性障がいの理解・関わり方について 

2名が新規ボランティア

登録につながった。 

8 月 6 日(木) 

2 名 

8 月 22 日(土) 

8 名 

【実践編】会場：東戸塚地域ケアプラザ 

みんなで過ごす夏休み in とつか 2016 

（区内在住・在学の小学生～高校生（主に車椅子・ス

トレッチャー使用）を対象とした余暇活動 

8 月 31 日(月) 

6 名 

1.実践編の振り返り 

2.ガイドボランティア事業案内  

3.ボランティア登録案内 

4.交流会 

11月 20日(金) 

10 名 

1.視覚障がいの理解について 

2.室内体験・屋外での実習  

3.ガイドボランティア事業・ボランティア登録案内 

4名が新規ボランティア

登録につながった。 

2 月 15 日(月) 

36 名 

1.発達障がい・知的障がいの理解について  

2.親の話・疑似体験・ロールプレイ 

3.ガイドボランティア事業・ボランティア登録案内 

10 名が新規ボランティ

ア登録につながった。 
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１４ 送迎･外出支援事業 

（市社協委託料）（利用料収入）4,119 千円[4,675 千円] 

（１）送迎サービスの利用実績 

延べ利用 

回数(回) 

延べ利用回数 1,182 

内外出支援   1,046 

（高齢 1,021 難病 25） 

利用実 

人数(人) 

実利用人数 113 

内外出支援  100 

（高齢 93  難病 7） 

 

（２）登録状況 

利用者登録 送迎ボランティア登録 利用車輌 

123名 5名 本会所有車輌3台 

 

（３）研修会実施状況 

名称 開催月日 場所･参加者 内容 

送迎ボランティア向け 
個人情報保護研修会 

4月14日（火） 
～ 

4月21日（火） 

フレンズ戸塚 
10名 

・個人情報の取扱いについて 
・情報交換など 

送迎サービス事業接遇 
研修 12月19日（土） 戸塚自動車学校 

3名 
・安全運転講習 
・ワークショップ 

送迎サービス事業 
ボランティア向け研修会 

6月26日（金） 
12月7日（月） 

フレンズ戸塚 
多目的研修室 
4名  
3名 

・各区送迎事業事故報告 
・安全運転について 
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１５ 障がい関係事業 

（１）障がい児余暇支援【重点事業】 

 

①「みんなで過ごす夏休み in とつか 2016」【再掲】 
学齢障がい児への理解をより一層深めると共に、夏休み期間中の学齢障がい児が 

充実した時間を過ごせるよう支援するために関係機関と協力し、実施しました。 

※ガイドボランティア研修の「実践編」として実施。 
 
 

協力：東俣野特別支援学校、東戸塚地域ケアプラザ 

 

日程・会場 内容 
参加者(人) 

児童・生徒 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

1 
8 月 6 日（木）午後 

東戸塚地域ケアプラザ 

手形で絵を描こう、 

布おもちゃで遊ぼう、音楽会、 
1 5 

2 
8 月 22 日（土）午前 

東戸塚地域ケアプラザ 

手形で絵を描こう、 

布おもちゃで遊ぼう、音楽会、 
10 10 

合 計（延べ人数） 11 15 

 
 
（２）自立支援協議会との連携 

戸塚区自立支援協議会に事務局として携わり、担当者会、事務局会議、代表 

者会議及び児童分科会、地域啓発分科会に職員が出席しました。 
 
①担当者会（5 回）※各分科会の活動共有、講演会、事例検討などの実施 

日程 

参加者数 
会場 内容 

5 月 21 日(木) 

37 名 

東戸塚地域活動ホーム 

ひかり  

「戸塚区の防災について」講師：戸塚区役所 

総務課危機管理担当、その他 

7 月 16 日(木) 

36 名 

東戸塚地域活動ホーム 

ひかり 

「計画相談及び基幹相談支援センターの構想に 

ついて」講師：健康福祉局障害福祉課、その他 

9 月 17 日(木) 

36 名 

東戸塚地域活動ホーム 

ひかり 

「個別支援教育の現状について」 

講師：保土ヶ谷養護学校教諭、その他 

11 月 19 日(木) 

40 名 

東戸塚地域活動ホーム 

ひかり 

「障害者差別解消法の取り組みについて」（講師：

横浜市健康福祉局障害企画課）、その他 

1 月 21 日(木) 

58 名 

戸塚区総合庁舎 3 階 

多目的スペース 

事例検討  事例提供者：戸塚障害者地域活動 

ホームしもごう、その他 

 
②事務局会議（6 回） 

日程 会場 内容 

4 月 16 日(木),6 月 18 日(木) 

8 月 20 日(木),10 月 15 日(木) 

12 月 17 日(木),2 月 18 日(木) 

戸塚区役所 自立支援協議会の運営について              
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③代表者会議 

日程 会場 内容 

3 月 14 日(月) 戸塚区役所 
活動状況報告及び活動予定 

（事業計画）について 他 

 
④分科会 

 日程 会場 内容 

地域啓発 

分科会 

11回 

6月 8日(月),8月 28日(金),10月 

28 日(水),12 月 16 日(水),1 月 8 

日(金),1 月 15 日(金),1 月 22 日 

(金),1 月 23 日(土),2 月 5 日 

(金),2月 8日(月),2月 26 日(金) 

東戸塚地域活動

ホームひかり 

 

ダイエー東戸塚店 

障がい者への理解・普及啓発を目的とした 

取組みについて検討 

●戸塚区障がい者美術館計画「みんなちがっ 

ていいんだよ！」（1月23日～2月8日 

開催、展示数170作品） 

児童 

分科会 

6回 

4 月 15 日(水),6 月 25 日(木) 

8 月 19 日(水),10 月 14 日(水) 

12 月 16 日(水),2 月 17 日(水) 

東戸塚地域活動

ホームひかり 

「障がい児が地域で共に生きる社会の実現」 

を目的とした取組みについて検討 

●放課後等の児童支援について 

●とつか子育て応援隊・戸塚区子育てサポー

ト連絡会主催「とことこフェスタ参加」（9月

12日開催、自立支援協議会・児童分科会紹介

パネル展示） 
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１６ 児童関係事業 

（1）子育て支援者ネットワーク等への参画 

①とつか子育て応援隊定例会・戸塚区子育てサポート連絡会 

 地域の中で安心して楽しく子育てできることを目指して、区内の子育て支援関係 

 者による定例会・連絡会に参画し、支援活動の情報把握と提供に努めました。 

②とことこフェスタ準備会（4 月 10 日、6 月 12 日）に参加しました。 

③『とことこフェスタ』（9 月 12 日）で妊婦への理解を深めるため、妊婦擬似体験 

のコーナーを設けました。 

 

１７ 生活福祉資金貸付事業 （県社協受託金収入）3,826 千円[3,802 千円] 

   事業相談件数 1,715→1,459 件（－256） 貸付件数 44→38 件（－6） 

   低所得者・障がい者・高齢者・離職者等に対し、生活の自立と安定のため 

   資金の貸付を実施しました。 

 

 相談対応件数 貸付件数 貸付金額 

総合支援資金貸付 11 件 1 件 154,200 円 

臨時特例つなぎ資金貸付 0 件 0 件 0 円 

緊急小口資金貸付 34 件 2 件 200,000 円 

福祉資金・教育支援資金貸付 117 件 35 件 21,529,000 円 

不動産担保型生活資金貸付 9 件 0 件 0 円 

計 171 件 38 件 21,883,200 円 

 
 

１８ 相談事業 

 

相談件数 15,036→14,071 件（－965） 

窓口、電話等で職員が対応した相談件数を内容別に集計しました。 

 

内容 Vo 機材 寄付 送迎 AC 貸付 教育 拠点 移動 合計 

件数 2,733 55 41 1,319 3,422 1,715 312 4,158 316 14,071 

 
（凡例）Vo…ボランティア相談、機材…福祉機材貸出、寄付…善意銀行寄付、送迎…送迎 

サービス事業、AC…あんしんセンター、貸付…生活福祉資金等、教育…福祉教育、 
拠点…福祉保健活動拠点、移動…移動情報センター 
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１９ 福祉団体活動助成事業 

（１）「ふれあい助成金配分事業」 

（市社協補助金）（共同募金）（善銀）10,998 千円[10,508 千円] 

①申請団体区分と助成金総額 (単位：円) 

区分 申込件数 申請金額 

A区分：市民参加による地域福祉推進事業 59件 7,483,000 

B区分：障がい当事者活動 8件 545,000 

C区分：福祉のまちづくり活動 29件 860,000 

D区分：障がい福祉団体（第5種会員） 16件 1,660,000 

特別助成：上記のうちA～C区分に申請の区社協会員に加算 ★ 45件 450,000 

合計 10,998,000 

 

②助成団体と助成金の内訳（単位：円） 

A 区分 59 件 7,773,000 円 （7,483,000 円+特別助成 290,000 円） 

№ 団体名 事業名 助成額 特別助成 

1 配食サービスの会 ひまわり 配食サービス 360,000 ★ 

2 特定非営利活動法人いこいの家夢みん デイサービス・サロン 360,000 ★ 

3 NPO 法人ﾜｰｶｰｽﾞ･ｺﾚｸﾃｨﾌﾞ たすけあい戸塚 フリースペース 360,000 ★ 

4 ぐるーぷ・ちえのわ みんなの家 デイサービス・サロン 360,000 ★ 

5 舞ハウス デイサービス・サロン 180,000  

6 移動サービスワーカーズコレクティブ らら・むーぶ戸塚 送迎・外出支援 360,000 ★ 

7 配食サービスボランティアグループはこべの会 配食サービス 260,000 ★ 

8 芹ヶ丘ボランティア青空 送迎・外出支援 250,000  

9 humhum 会食会・茶話会 250,000  

10 特定非営利活動法人 こまちぷらす フリースペース、勉強会 260,000 ★ 

11 舞フレンド デイサービス・サロン 210,000 ★ 

12 食事サービス上倉田 会食会・茶話会 210,000 ★ 

13 東戸塚地区配食サービスの会 にこにこネットワーク 配食サービス 210,000 ★ 

14 なでしこ食事サービス 会食会・茶話会 200,000  

15 ボランティアバンクえん 日常生活支援 200,000  

16 高齢者食事サービスグループ「りんどう」 配食サービス 200,000  

17 ほっとスペース ぴぐまりおん 余暇支援 200,000  

18 戸塚第三地区Ｂ班木曜会 会食会・茶話会 160,000 ★ 

19 戸塚第三地区Ｃ班さくら会 会食会・茶話会 160,000 ★ 

20 もみの木会 配食サービス 160,000 ★ 

21 戸塚区保育協力者グループ きらきらの会 子育てサロン 160,000 ★ 

22 ねむのき会 配食サービス 160,000 ★ 
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23 ドリーム地域給食の会 会食会・茶話会 110,000 ★ 

24 リリーフ戸塚 在宅高齢者支援 90,000 ★ 

25 舞岡たすけあいの会 配食サービス 60,000 ★ 

26 汲沢ふれあい会食の会 会食会・茶話会 80,000 ★ 

27 ふれあい「サロン」ひまわり デイサービス・サロン 60,000 ★ 

28 特定非営利活動法人 窓の会 フリースペース 110,000 ★ 

29 子育てサロン「きらきら」 子育て支援 23,000  

30 小さな集い 会食会・茶話会 100,000 ★ 

31 しらさぎ会 デイサービス・サロン 90,000  

32 みるくキャンディー 子育て支援 100,000  

33 いきいきサロン名瀬 デイサービス・サロン 100,000  

34 ひだまりサロン名瀬 デイサービス・サロン 90,000  

35 悠々サロン デイサービス・サロン 70,000  

36 はなぐるま 会食会・茶話会 100,000  

37 平台友遊会 デイサービス・サロン 60,000  

38 ぽっぷんまま 子育て支援 100,000  

39 子育てサロン 芽ぐみ 子育てサロン 100,000  

40 戸塚第三地区花曜会 会食会・茶話会 110,000 ★ 

41 おどりば ひよこクラブ 子育て支援 50,000  

42 ホタルの会 デイサービス・サロン 50,000  

43 ぽんぽこクラブ デイサービス・サロン 50,000  

44 ふれあいいきいきサロン柏尾 会食会・茶話会 50,000  

45 サロンすみれ デイサービス・サロン 50,000  

46 北汲沢いきいきサロン デイサービス・サロン 30,000  

47 にょきにょきキッズ デイサービス・サロン 50,000  

48 フロンティア タイム フリースペース 50,000  

49 富士見ことぶきサロン デイサービス・サロン 50,000  

50 舞岡台ボランティアシルバーサービス デイサービス・サロン 50,000  

51 地域交流会 デイサービス・サロン 50,000  

52 幼児教室すぎのこ会 幼児保育 50,000  

53 ラムママおしゃべりルーム デイサービス・サロン 50,000  

54 デイサービス しあわせの会 デイサービス・サロン 60,000 ★ 

55 リハビリサロン前田 デイサービス・サロン 60,000 ★ 

56 小田急助け合い すみれ会 ホームヘルプ・家事援助 60,000 ★ 

57 子育て支援 上倉田ハートぽっぽクラブ 子育て支援 60,000 ★ 

58 戸塚精神保健ボランティアえくぼの会 フリースペース 60,000 ★ 

59 音声訳グループ「戸塚朗読会」 視覚・聴覚障害者支援 60,000 ★ 

小         計 7,773,000  
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B 区分 8 件 585,000 円 （545,000 円+特別助成 40,000 円） 

№ 団体名 事業名 助成額 特別助成 

60 あけぼの会 研修事業 210,000 ★ 

61 てのひら会 訓練会 50,000  

62 木曜会 趣味・スポーツ 50,000  

63 さざなみの会 研修・交流事業 50,000  

64 つくしブラザーズ 日帰り・宿泊ハイク事業 45,000  

65 きゃべつ畑・窓 日帰り・宿泊ハイク事業 60,000 ★ 

66 特定非営利活動法人 窓の会 地域活動支援センター アトリエ窓 日帰り・宿泊ハイク事業 60,000 ★ 

67 戸塚区・泉区・栄区手をつなぐ育成会 日帰り・宿泊ハイク事業 60,000 ★ 

小         計 585,000  

C 区分 29 件 980,000 円 （860,000 円+特別助成 120,000 円） 

№ 団体名 事業名 助成額 特別助成 

68 ボランティアグループ柏尾 送迎・外出支援 30,000  

69 地域通貨ラブリーなせ 地域通貨を介した助け合い活動 30,000  

70 プチボランティア 高齢者・障害者等の生活支援 30,000  

71 くまちゃんのお部屋 布（木）おもちゃ・絵本 20,000  

72 戸塚パソコン広場 パソコンボランティア 40,000 ★ 

73 富士見台ボランティアサークルありんこ 単発イベント 30,000  

74 幼児教室すぎのこ会 O B 会 地域交流・まちづくり活動支援 30,000  

75 ワールドサロン 講演会・研修会 30,000  

76 東俣野・つゆくさ自然観察会 自然観察活動 30,000  

77 いきいき茶話会 高齢者サロン 30,000  

78 あそびましょう会 子育て支援、多世代交流 30,000  

80 俣野公園プレイパーク プレイパーク 30,000  

81 ピアカウンセリングサークル セルフヘルプグループ 30,000  

82 自然大好き戸塚塾 歴史・自然散策 30,000  

83 ママエスティーム サロン 40,000 ★ 

84 カラオケサークル しぐれ会 施設活動支援 40,000 ★ 

85 戸塚子育て支援 W.Co こどものおしろ 子育て支援 30,000  

86 ワーカーズコレクティブ みんなの家 単発イベント 40,000 ★ 

87 ぐるーぷ とび魚 障害者グループ活動の支援 30,000  

88 こぐまハートクラブ 心臓病児と家族対象研修・交流 30,000  

89 東戸塚みんなの居場所「お茶の間❤楽交」 サロン 30,000  

90 アカンパニー戸塚 布（木）おもちゃ・絵本 40,000 ★ 

91 倉田男性ボランティアの会 男性高齢者料理教室・会食会 40,000 ★ 

92 保育グループ たんぽぽ 障害者グループ活動の支援 40,000 ★ 

93 手話サークル まめの会 手話サークル 40,000 ★ 

94 NPO 法人こどもの広場もみの木 もみの木クラブ 青少年健全育成 40,000 ★ 

95 すこやか会 認知症予防活動 40,000 ★ 
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96 戸塚区老人クラブ連合会 単発イベント 40,000 ★ 

97 戸塚ネットワーク まちづくり、居場所づくりの提案・提言 40,000 ★ 

小        計 980,000  

D 区分 16 件 1,660,000 円 

№ 団体名 事業名 助成額 

98 戸塚区肢体障害者福祉協会 手芸・折り紙・発表会 100,000 

99 戸塚区視覚障害者福祉協会 研修旅行 100,000 

100 戸塚区肢体不自由児者父母の会 研修旅行 100,000 

101 つくしんぼ会 研修旅行 80,000 

102 若杉会 精神障害者家族会 100,000 

103 地域作業所第２しもごう 保育園児との交流事業 100,000 

104 ファミリーホーム ベテル好士 研修旅行 80,000 

105 NPO 法人風の音 単発イベント 150,000 

106 戸塚障害者地域活動ホームしもごう 単発イベント 150,000 

107 特定非営利活動法人りんご会 地域活動支援センターりんごの木 単発イベント 100,000 

108 社会福祉法人クローバーであいの里 研修旅行 100,000 

109 社会福祉法人クローバーゆうきの里 みんとの家 研修旅行 100,000 

110 社会福祉法人クローバーゆうきの里 れもんの家 研修旅行 100,000 

111 社会福祉法人クローバーＢegin 研修旅行 100,000 

112 社会福祉法人クローバーいとぐるま 拠点整備・改修 100,000 

113 社会福祉法人クローバーフロンティア 研修旅行 100,000 

小         計 1,660,000 
 

（２）新たなニーズを解決するための新規助成  （共同募金）2,000 千円［1,915 千円］   

未だ解決に至っていない地域課題を解決するために取り組む活動の立ち上げを支援しました。 

№ 団体名 金額（円） 

1 NPO 法人ふらっとステーション・ドリーム 336,000 

2 NPO 法人いこいの家 夢みん 420,000 

3 NPO 法人窓の会 240,000 

4 NPO 法人こまちぷらす 639,000 

5 NPO 法人マイスター友の会 365,000 

合  計 2,000,000 

（３）地域福祉団体の助成   地域福祉団体に対し、活動費用の一部を助成しました。 

団体名 助成額(円) 

戸塚保護司会 200,000 

戸塚区民生委員児童委員協議会 350,000 

戸塚区遺族会 40,000 

合 計 590,000 
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２０ 災害等援護事業 

（１）災害ボランティアネットワーク事業への支援 

①定例会の開催 (7 回) 会場：フレンズ戸塚 

7 月 23 日（木）、9 月 10 日（木）、10 月 21 日（水）、11 月 26 日（木）、 

12 月 17 日（木）、1 月 28 日（木）、2 月 25 日（木） 

 ②会員総会の開催 (1 回) 5 月 17 日（日） 

 ③B ブロック会議（当番区）とつか災害ネットのマニュアルを使用しての 

シミュレーション実施 

 ④研修･訓練の実施状況 (1 回) 

項目 
実施日 

会場・参加者 
内容 

災害ボランティア 
シミュレーション 

12月22日（火） 

フレンズ戸塚 
34名 
区社協16名 
区役所5名 
災ボラ12名 
戸塚警察1名 

1.災害ボランティアセンター設置要請 

2.災害ボランティアセンター運営協力要請 

3.シミュレーション① 

4.シミュレーション② 

5.振り返り 

 

 ⑤防災フェスティバルの開催 (1 回) 3 月 12 日（土）11：00～ 

会場：戸塚区総合庁舎 3 階多目的スペース(大) 

参加者数約 200 名、各種防災・減災展示・体験コーナー 

被災地物産販売コーナー、講演会「常総市での災害対応について」 

講師：常総市社会福祉協議会 事務局長 滝本 栄 氏 
 

（２）災害援護見舞金 

＜小災害緊急援護事業＞ 

区内において火災等の被害を受けた罹災世帯に対し、見舞金を支給しました。 

 

罹災件数 3件 
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２１ 善意銀行事業  

地域のみなさま(区民・団体・企業等)からお預かりした善意の寄附(金品)を 

寄附者の意向をふまえ、助成金等交付審査会で配分先を審議し、区内の団体等 

に配分しました。 

 

（１）寄付金収入 受入額 1,823 千円→1,131 千円 

①寄託金の受入 （総件数: 32 件）（敬称略）        単位：円 

№ 領収日 団体名 預託金品 使途 

1 4 月 16 日 匿名 66,195 社会福祉一般のために 

2 5 月 19 日 ＧＳ９２．ＯＧ会 佐々木 恵美子 3,000 社会福祉一般のために 

3 5 月 14 日 大洋建設株式会社 50,000 社会福祉一般のために 

4 5 月 29 日 斉藤すみゑカラオケ教室 28,145 社会福祉一般のために 

5 6 月 11 日 戸塚ルーテル教会附属幼稚園 5,000 社会福祉一般のために 

6 6 月 16 日 横浜市舞岡柏尾地域ケアプラザ 20,000 社会福祉一般のために 

7 6 月 23 日 神奈川土建一般労働組合 横浜戸塚支部 16,000 社会福祉一般のために 

8 7 月 31 日 ブリヂストン労働組合横浜支部 60,012 社会福祉一般のために 

9 9 月 4 日 
戸塚フラダンス&ハワイアンチャリティ 
フェスティバル実行委員会 

204,005 社会福祉一般のために 

10 10 月 7 日 戸塚区少年野球連盟 93,617 社会福祉一般のために 

11 10 月 20 日 戸塚区三曲協会 12,236 社会福祉一般のために 

12 11 月 4 日 戸塚文化教会 10,000 社会福祉一般のために 

13 11 月 16 日 株式会社ミツバ横浜研究開発センター 160,000 社会福祉一般のために 

14 11 月 27 日 戸塚ルーテル教会附属幼稚園 10,000 社会福祉一般のために 

15 12 月 9 日 
ＪＡ横浜中川・緑園都市支店 
農業まつり実行委員会 

10,000 社会福祉一般のために 

16 12 月 22 日 大石 真由美 20,000 障害者福祉のために 

17 12 月 28 日 日立 INS ソフトウェア株式会社 5,000 社会福祉一般のために 

18 12 月 28 日 株式会社日立 ICT ビジネスサービス 5,000 社会福祉一般のために 

19 12 月 28 日 株式会社日立アドバンストシステムズ 5,000 社会福祉一般のために 

20 12 月 28 日 株式会社日立産業制御ソリューションズ 5,000 社会福祉一般のために 

21 12 月 28 日 株式会社日立システムズ 5,000 社会福祉一般のために 

22 12 月 28 日 株式会社日立情映テック 5,000 社会福祉一般のために 

23 12 月 28 日 株式会社日立情報通信エンジニアリング 5,000 社会福祉一般のために 

24 12 月 28 日 株式会社日立ソリューションズ 5,000 社会福祉一般のために 
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25 12 月 28 日 
株式会社日立製作所 
IT プラットフォーム事業本部 

5,000 社会福祉一般のために 

26 12 月 28 日 
株式会社日立製作所 
通信ネットワーク事業部 

5,000 社会福祉一般のために 

27 12 月 28 日 株式会社日立製作所 横浜支社 5,000 社会福祉一般のために 

28 1 月 15 日 匿名 2,373 社会福祉一般のために 

29 1 月 28 日 とつかルーテル保育園有志 65,499 社会福祉一般のために 

30 2 月 18 日 山口木材株式会社 50,000 社会福祉一般のために 

31 3 月 13 日 戸塚区民踊舞踊連盟 30,000 社会福祉一般のために 

32 3 月 15 日 横浜東戸塚ライオンズクラブ 160,000 社会福祉一般のために 

 

②寄託品の受入と配分(敬称略) 

№ 預託日 団体名 預託品 配分先 

1 5 月 13 日 山田 さち子 食品 障害団体 

2 9 月 2 日 六国建設株式会社 食品等 地区社会福祉協議会 

3 10 月 16 日 匿名 車椅子、空気入れ 高齢者施設 

4 11 月 4 日 横浜商工会議所戸塚支部 食品 区民まつり（障害団体） 

5 11 月 6 日 匿名 プルトップ 戸塚小学校 

6 11 月 6 日 ブリヂストン労働組合 プルトップ 戸塚小学校 

7 1 月 8 日 東ソー労働組合 子供用おもちゃ 保育施設 

8 1 月 26 日 六国建設株式会社 食品等 地区社会福祉協議会等 

9 2 月 5 日 匿名 衛生用品 保育施設 

 

③寄託金の配分（ 5 件）  1,835 千円[1,660 千円]       単位：円 

№ 配分先 金額 使途 

1 戸塚区社協ふれあい助成金 1,400,000 戸塚区社協ふれあい助成金の一部 

2 戸塚区ふれあい文化祭 100,000 戸塚ふれあい文化祭の開催 

3 戸塚区聴覚障害者協会 100,000 入門手話講座 

4 ボランティアフォーラムとつか実行委員会 200,000 2016ボランティアフォーラムの開催 

5 ポンテ 35,000 広報紙作成 
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２２ 福祉保健活動拠点(フレンズ戸塚)の運営 

（区受託金収入）（負担金収入）15,061 千円[15,885 千円] 

（１）会場の利用状況(延べ 2,968 回) 

 

（２）利用登録団体数(121 団体) 

 

（３）利用者調整会議の開催(1 回) 

実施日 場所･参加者数 内容 

3月1日
（火） 

フレンズ戸塚 
48団体 46名 

1.拠点利用方法について 
2.カラーコピー機の利用方法等について 
3.意見交換 ほか 

 

（４）消防訓練の実施(2 回) 

実施日 場所･参加者 内容 
所轄消防署の 
立会い有･無 

11月30日（月） 
フレンズ戸塚 
64名 

＜消防訓練＞ 
･通報、避難訓練、車いす階段昇降訓練 

有 

3月17日（木） 
フレンズ戸塚 
38名 

＜消防訓練＞ 
・通報、避難訓練 
・心肺蘇生法 
・AED使用訓練 

有 

 
 

（５）戸塚区福祉保健活動拠点指定管理者の受託 

   指定管理期間：平成 28 年度～平成 33 年度 
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平成２７年度 福祉保健活動拠点事業報告書 

１ 施設名 

  戸塚区福祉保健活動拠点フレンズ戸塚 

２ 事業報告 

（１）施設の適正な管理・運営について 

 

 

ア 施設の維持管理について 

 
＜開館について＞ 

◇開館時間：午前 9 時～午後 9 時（月～土）   ◇開館日数：360 日 
◇     午前 9 時～午後 5 時（日・祝）  
◇休館日：年末年始…12 月 29 日～1 月 3 日 

 
＜建物・設備の保守点検＞ 

利用者が、快適・安全に安心して利用できるよう定期的な保守点検業務を行いました。 
（契約はビルオーナーが締結） 
◇電気工作物点検(年次･月次)  年 1 回・隔月 1 回 
◇エレベーター点検      年 4 回 
◇消防設備点検        年 2 回 
◇自動ドア整備        年 2 回 
◇空調設備清掃点検      年 1 回 

 
＜清掃業務について＞ 

毎日の日常清掃の他、年 4 回定期清掃を実施することで、快適に拠点を利用できる環境を 
整えました。 

 
＜警備業務について＞ 

館内・外から事故や犯罪の発生する要因を排除することにより、未然に事故や犯罪を防止 
しました。また夜間の巡回（1 日 1 回）を行い、機械警備を契約して閉館時の侵入者を 
察知・自動通報する警備システムを設置することで閉館後の防犯・安全に努めました。 

 
＜外構施設について＞ 

誰もが利用しやすい施設を意識し、季節の花々を植えた花壇の管理や外用掲示板の有効活用 
を行っています。また、路上駐車対策を行い、近隣住民へ迷惑がかからないよう定期的に 
見回りをしています。 

イ 苦情受付体制について 

 
＜対応手順＞ 
「横浜市戸塚区社会福祉協議会 苦情解決規程」に沿って、苦情解決責任者並びに苦情受付 

担当者を置き、苦情解決に関する速やかな対応に努めました。 
 
◇苦情解決相談件数：0 件 

 なお苦情解決については、公正中立な立場から調整等を行うため、苦情解決調整委員を 
任命しています。(横浜市社会福祉協議会苦情解決調整委員に委嘱) 

 
＜苦情解決の仕組みに対する市民への周知方法＞ 
 区社協の運営するホームページ内に苦情解決規程を掲載し、拠点受付に苦情解決責任者・ 

苦情受付担当者名を掲示して広く市民へ苦情解決の取組みを周知しました。 
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エ 個人情報保護の体制及び取組について 

「横浜市個人情報保護に関する条例」及び「社会福祉法人横浜市戸塚区社会福祉協議会の保

有する個人情報の保護に関する規程」に基づき、個人情報の保護に努めました。取組みにつ

いては「個人情報保護に関する方針」及び各種事業ごとの「個人情報取扱業務概要説明書」

を拠点窓口で周知し、ホームページでも公開しました。また、職員を対象とした「個人情報

取り扱い」研修をしました。 

 

 

（２）職員配置・育成について 

 

イ 職員の研修計画について 

横浜市社会福祉協議会主催の研修計画および新任研修や個人別任務研修等を明確にし、研修

計画を作成しています。また、人権・個人情報保護・苦情解決・事故防止・対応など拠点内

での職員全体研修の開催、外部研修への参加および、伝達研修を行っています。 

 

 

 

ウ 緊急時（災害・事件・事故等）の体制及び対応について 

＜職員の役割分担＞ 

 災害時の初期消火・避難誘導・通報等の担当を定め、災害時の迅速な対応が出来る様に 

努めました。また 11 月、3 月に防災訓練を行いました。 

 

＜地域や関係機関との連携体制＞ 

 危機管理マニュアルの活用し、関係機関への連絡・通報を迅速に行えるようにしました。 

また、拠点利用団体を対象とした防災訓練（避難経路の確認、AED 訓練、車いす階段昇降 

訓練等）を 11 月、3 月に行いました。 

オ 環境への配慮及び取組について 

＜ゴミの発生抑制に関する取り組み＞ 

紙類を含めたゴミの分別や詰め替え式事務用品の活用によるゴミの減量化に努めました。

拠点内でのごみは、すべて利用者が持ち帰りをしています。 

＜再利用・再使用に関する取り組み＞ 

裏紙の利用促進や詰め替え式消耗品の活用に努めました。 

＜リサイクルに関する取り組み＞ 

物品の購入について、リサイクル可能品を重視し、購入に努めました。 

＜温室効果ガス排出抑制への取り組み＞ 

 拠点内各所や空調機リモコン横に、適切な室温設定への協力を呼びかける掲示をすること 

で利用者に周知を図りました。また、真夏や真冬の対策として、ロールスクリーン・カー 

テン・遮光フィルム等を活用し、冷暖房効果を高めました。 

ア 職員体制について 

 ◇常勤職員         1 名 

 ◇非常勤職員        8 名 （拠点管理・ボランティア相談員） 
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ウ 職員の情報共有の方法、連携等について 

職員全体での情報共有については、毎朝のミーティング・月に 2 回の常勤職員ミーティング、

拠点職員全体ミーティング（1 回）、業務に日誌等を活用し、情報共有を行っています。 

 

（３）事業内容 

ア 地域の現状（課題）及び、これに対する施設の基本的な取り組み 

福祉保健活動団体の課題として、担い手不足や高齢化、財源不足などが挙げられます。団体

同士での情報交換や課題解決を目的とした研修会などを積極的に開催しています。 

また、紙媒体での広報紙（おじゃまします！、社協とつか）や他機関などの広報紙などを施

設内に配架し、団体の課題解決のツールとして活用してもらっています。 

 

 

ウ ボランティアに関する情報の提供及びその活用について 

相談員により、ボランティア活動に関する各種相談・情報提供を行いました。 

◇相談件数：2,733 件 

 

 区社協の広報紙「社協とつか」（年 3 回発行 区内全世帯配布）と合冊で「ボランティア 

情報」を発行しボランティア活動の啓発やボランティア講座等の情報提供を行いました。 

また、とつかボランティアセンター通信を年 4 回、ボランティア募集情報ちらしを年に 

4 回発行し、最新のボランティア情報を区民に向け提供しました。 

 

広報名 配布方法 発行部数 年間発行部数 

社協とつか 全戸配布 5 月・9 月・2 月 93,200 部 279,600 部 

とつかボランティア 

センター通信 

登録者送付、区民利用施

設配布  年 4 回 
2,000 部 8,000 部 

ボランティア募集情報

ちらし 

不定期（年 4 回） 
1,000 部 4,000 部 

 

ホームページを運営し、ボランティア活動や各種地域イベントについての情報提供や、 

ボランティア・助成金等の情報の案内等を広く行いました。 

◇ 年間更新数：41 回  年間アクセス数：45,269 件 

 ボランティア関係の情報提供パンフレットコーナーや掲示板を設置し、ボランティアの 

募集・活動双方のニーズに対応できる広報スペースとして活用し広く周知・啓発を行い 

ました。 

イ 関係団体・機関等、ボランティア団体・当事者団体、地域団体との交流・連携について 

地域福祉保健活動の拠点として、各種連絡会や交流事業等、地域住民やボランティア団体と 

連携の上、区社協の強みを活かして、事業展開を図っています。特に、ボランティア団体と 

は、年間を通して、情報交換や研修会を開催し、それぞれの事業活動に活かしています。 

また、区民活動支援センターとは、年間を通じて連絡会を開催し、福祉人材の発掘と養成を 

テーマとした講座を行っています。 
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エ ボランティアの育成・支援 

活動団体に対して、情報提供などの活動支援を行いました。 

 ・ボランティア・フォーラム・とつか 

 ・とつか災害救援活動ネットワーク 

ボランティア活動者の発掘・育成を目的とした各種講座を開講しました。 

講座名 
開催月日 

参加人数 
場所 

内容 

（共催団体等） 

ボランティアの 

いろは 

4月～12月 

毎月10日 

12回のべ97名 

フレンズ戸塚・

とつか区民活動

センター 

ボランティアに興味のある方、初心者向けの講座 

ボランティア基礎講座/ボランティア疑似体験ゲーム 

/交流会（とつか区民活動センター） 

春季入門手話講座 

5月～7月 

毎週金曜日全

10回のべ166名 

フレンズ戸塚 
手話を通じて聴覚障がい者との 

コミュニケーションを図る 

囲碁・将棋ボラン

ティア登録説明会 

5月14日（木） 

9名 
フレンズ戸塚 

主に施設で活動する囲碁・将棋ボランティア

の説明および登録会を実施。 

シニア大学 

ボランティア講座 

7月8日（水） 

51名 

男女共同参画

センター横浜 

戸塚区老人クラブ連合会主催によるシニア大学での 

ボランティア講座。 

趣味や社会活動としてのボランティア活動促進を目的

としたプログラム（戸塚区老人クラブ連合会） 

福祉学習サポーター 

養成講座 

7月24日（金） 

8名 
フレンズ戸塚 福祉教育の場で活動するボランティアの養成講座 

元気な会議の作り方 
8月～9月 

全3回 49名 
フレンズ戸塚 

ファシリテーション・ファシリテーショング

ラフィックを学び、活発な会議を行うことを

目指す講座 

ボランティアの集い 
10月16日(金) 

24名 
フレンズ戸塚 

登録ボランティア同士の交流やスキルアップ

を目指す 

ボランティアのいろは 

フォローアップ講座 

3月18日（金） 

19名 
フレンズ戸塚 

ボランティアのいろは受講生を対象とした、

フォローアップ講座 

秋季入門手話講座 

10月～12月 

毎週土曜日全

10回のべ105名 

フレンズ戸塚 
手話を通じて聴覚障がい者との 

コミュニケーションを図る 

傾聴ボランティア

養成講座 

11月～12月 

全7回 

のべ245名 

フレンズ戸塚 
傾聴ボランティアの養成講座および実習、 

グループ立ち上げの準備 

傾聴ボランティア

講演会 

「傾聴力」を身に

つけよう 

2月23日（火） 

37名 
フレンズ戸塚 

傾聴ボランティアの養成講座の落選者を中心

とした講演会 
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オ ボランティアに関する相談・紹介業務 

ボランティア相談員がボランティア活動に関する各種相談・情報提供及びコーディネートを

行いました。 
◇ボランティア相談員 
月～土曜日(除く祝日) 9 時～12 時 13 時～17 時 1 名配置 
なお、当ボランティアセンター登録者のみで対応できないケースについては、他区社会福祉
協議会や他機関・団体を積極的に紹介することで、多様なニーズに対応したコーディネート
に努めました。 
 
 １ 相談業務   活動日数 360 日 (全開館日)  

 

相談件数 2,733 件 

来 所 電 話 ＦＡＸ 郵送 メール 

820 件 1,367 件 55 件 26 件 465 件 

 ２ ニーズ対応数 

 単発依頼(件) 継続依頼(件) 

依頼件数 74 

 

118 

紹介件数 67 95 

紹介人数 223 437 

 ３ ボランティア登録数 

個    人 627 人(新規登録 133 人) 

団   体 56 団体(新規 13 団体) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ メールボックス、ロッカーの貸出業務 

拠点内のメールボックス・ロッカーは、利用内の相互連絡・情報交換・施設利用の促進のた

めに継続して貸出を行い、また利用実態の把握に基づき、利用調整会議（年 2 回）でロッカ

ー・メールボックスの利用団体の調整を行い、利用のルールの周知も同会議で各団体に行い

ました。 

キ 地域福祉（保健）計画区別計画の推進への取り組みについて 

福祉保健活動団体へ安定した活動場所の提供を行い、計画の推進に取り組みました。 

また、計画に関する広報物などを窓口に配架したり、会議等で周知、配布しています。 
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ク 貸し館の利用実績及び利用促進の取組について 

 

 利用件数 利用率(%) 

団体交流室 1,179 110 

多目的研修室 673 62 

点字制作室 346 32 

録音室 341 31 

対面朗読室 429 39 

広報紙等の紙媒体やホームページで PR を行っています。また、多くの団体が公平に利用 

できるように、抽選を行っています。 
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２３ 団体事務 

    神奈川県共同募金会横浜市戸塚区支会、日本赤十字社神奈川県支部横浜市

地区本部戸塚区地区委員会、戸塚区遺族会の事務局を担いました。 

また戸塚保護司会、戸塚区更生保護女性会の活動を支援しました。 

 

 

２４ 苦情解決 

   （１）申立件数 2 件 

      内容（送迎サービス事業 2 件） 

 

（２）ご意見箱への投稿  0 件 
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横浜市戸塚区社会福祉協議会 

平成 27年度 財務諸表
平成 27年 4月 1日～平成 28年 3月 31日 

1 資金収支計算書 

2 事業活動計算書 

3 貸借対照表 

4  拠点区分資金収支計算書 

5  拠点区分事業活動計算書 

6  拠点区分貸借対照表 

7  財産目録 

8  財務諸表に対する注記 

9  監事監査報告書 
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財務諸表に対する注記(法人全体)

1．継続事業の前提に関する注記

該当なし

2．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

　①満期保有目的の債券等

　　償却原価法（定額法）による。

　②上記以外の有価証券で時価のあるもの

　　決算日の市場価格に基づく時価法による。

（２）固定資産の減価償却の方法

　①有形固定資産（リース資産を除く）

　　定額法による減価償却を実施している。

　②無形固定資産（リース資産を除く）

　　残存価格を0円とした定額法による減価償却を実施している。

（３）消費税等の会計処理

　当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式による。

3．重要な会計方針の変更

(1)新たな会計基準の採用

　当年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成12年2月17日厚生省大臣官房障

害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知社援第310号、最終改正平成19年2月

20日雇児発第0220001号・社援発第0220001号・障発第0220002号・老発第0220003号)に替えて、「社会福祉法

人会計基準の制定について」（平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局

長通知、雇児発0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号、最終改正平成27年9月25日雇児発0925

第1号・社援発第0925号第1号・老発0925第1号、以下「会計基準」という）」を採用することとした。

　当該変更により、事業活動計算書の前年度決算欄及び貸借対照表の前年度末欄には金額を記載していない。

　また、当該変更に伴う前期末繰越活動増減差額への影響及び前期末支払資金残高への影響はない。
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4．法人で採用する退職給付制度
該当なし

5．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の１様式、第3号の1様式)
(2)事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
　 当法人では、社会福祉事業のみであるため作成していない。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
　当法人では、拠点が一つのため作成していない。
(4)公益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
　 当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
  当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
 ア　法人運営及び区社協実施事業拠点（社会福祉事業）
　「法人運営」
　「ボランティアセンター事業」
　「地区社協活動支援事業」
　「福祉保健活動拠点運営」
　「共同募金配分事業」
　「善意銀行運営」
　「送迎サービス事業」
　「移動情報センター事業」
　「権利擁護事業」
　「地域福祉活動推進事業」
　「ふれあい助成金配分金事業」
　「福祉基金」

6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

定期預金 3,000,000 0 0 3000000
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7．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8．担保に供している資産
該当なし

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

車両運搬具 6,317,670 4,674,928 1,642,742
器具及び備品 1,163,060 693,522 469,538

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)
種類及び銘柄 帳簿価額 時価 評価損益
平成24年度第2
回ハマ債5 62,000,000 62,068,324 68,324
平成27年度第2
回ハマ債5 20,000,000 19,990,000 △ 10,000

11．関連当事者との取引の内容
該当なし

12．重要な偶発債務
該当なし

13．重要な後発事象
該当なし

14．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし
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監 事 監 査 報 告 書 

平成２８年 ５月１９日 

社会福祉法人 

横浜市戸塚区社会福祉協議会 

会長  有賀 美代  様 

監事  内田 誠  印 

監事  岡島 三郎  印 

監事  嘉代 哲也  印 

 社会福祉法人横浜市戸塚区社会福祉協議会の平成２７年４月１日から 

平成２８年３月３１日までの事業年度に関して、理事の業務執行状況、 

経理状況及び財産状況を監査したので、その結果を次により報告します。 

１ 監査日時 

  平成２８年５月１９日（木）１４時００分から１６時００分 

２ 監査場所 

  戸塚区福祉保健活動拠点  ３階 団体交流室２ 

３ 監査結果 

（１）業務執行状況 

事業計画及び予算に定められたところに従い、活発な活動を行い 

業務執行も適正であった。 

（２）経理状況及び財産状況 

予算の執行に伴う経理の状況ならびに財産の管理状況について、 

関係諸帳簿等を精査したところ極めて厳正に行っており、決算書 

及び財産目録も適正であった。 

※監事監査報告書は個人情報保護の観点から個人の印影・筆跡を特定されないように 

原本を掲載しておりません。原本は事務局にて保管しています。 
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