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善意銀行　寄付者一覧� 〈順不同・敬称略〉
� （平成２７年２月１日〜５月３１日）
　〈金品寄附〉　手話サークルＦ、松永立子、松本均、内田忠夫、旭
区女性団体連絡協議会、保土ケ谷法人会、川井交釉会、あみあみく
らぶ、荻窪邦昭、今昔庵和楽、旭区舞踊協会、あさひ茶花道協会、
漆原恵利子　匿名３件�
　〈物品寄附〉　左近山地区社会福祉協議会、旭布おもちゃ、阿部悠
里、左近山地域ケアプラザ、みどり友の会、金元知子、大越由美子、
目黒サキ、平本成子、宮地美奈子、櫻井美代子、旭区更生保護女
性会、神奈川県理容生活衛生同業組合旭支部、ボランティアひよどり、
横浜旭郵便局、マインド葦、林正男、上の原保育園、宮島由美、深
瀬千代子、特別養護老人ホーム今川の郷、行川晃、米倉洋子、ニコ
ニコケアー、下川井町内会、上の原幼稚園、大栄交通旭営業所、一
般社団法人すまいる地域作業所ミコミコカンパニー、二俣川住宅自治
会、あさひ茶花道協会　匿名５件

日時：１１月５日・１９日、１２月３日（いずれも木曜１０時〜１２時）
　　　＊�上記日程の他に、旭区内の精神保健施設等での体験

実習もあります。
内容：�◆精神障害ってなんだろう？〜精神科医の講演〜�

◆�旭区の現状　◆当事者・家族からの話　◆ボラン
ティアとしての心構え　　他

会場：�横浜市白根地域ケアプラザ（旭区白根２－３－１８パー
ル横浜白根ビル２階）

対象・定員：�テーマに関心があり、全回出席できる方１５名�
（１０月１１日から先着順）

受講料：無料
申込方法：白根地域ケアプラザ（ＴＥＬ：９５８－２５７１／ＦＡＸ：
９５１－００３１）に氏名、住所、連絡先を添えて電話またはＦＡ
Ｘにて申込み
主催：旭区社会福祉協議会・横浜市白根地域ケアプラザ

対　象：旭区内在学または在住の小学生
テーマ：「人にやさしいまちづくりのために、
� あなたやみんなで、できることはありますか？」
作品様式：�自由。画用紙の大きさ、画材の指定はありません。

作品の裏に、①学校名②学年と組③名前④ふりが
な⑤住所・電話番号をご記入ください。

締　切：�９月４日（金）までに、旭区社会福祉協議会にご持参
またはご郵送ください。

　※詳細については、ホームページをご覧いただくか、担当
までお問い合わせください。
〈送り先〉　�〒２４１－００２２　旭区鶴ヶ峰１－６－３５　
　　　　　　　　　　　��旭区社会福祉協議会　担当：樋野

こころの病について知り、同じ地域に暮らす仲間として
� サポーターへの第一歩をふみだしてみませんか？

旭区社協からのお知らせ

あなたの絵がカレンダーになります♪
参加者全員に参加賞あり♪

「２０１６年心のバリアフリー
� カレンダー」作品募集

精神保健福祉ボランティア講座

善意銀行とは？
　善意銀行は、地域の皆様からいただいた善意（金銭または使
用済み切手等の物品）をご寄付としてお預かりし、旭区内で地域
活動を行う団体や施設に配分し、地域に役立てる事業です。

広報委員
委員長：中嶋　宏（若葉台）　副委員長：梶　政史（左近山）　國井　淳子（鶴ヶ峰）　中川　裕子（旭北）　　
田中　孝明（今宿）　藤澤　靖雄（笹野台）　村松　武男（希望が丘南）　外山　勇次（さちが丘）　小林　豊子（二俣川）
鈴木　三枝子（旭中央）　〈敬称略〉　　＊私たち新しく広報委員となりました。よろしくお願いします。

勘定科目 予算 決算 差異
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る
収
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部

収入

会費収入 ６，901，000 ６，9６1，840 △６0，840
寄付金収入 1，200，000 1，470，313 △270，313
分担金収入 25，000 30６，774 △281，774
経常経費補助金収入 7，748，000 7，６44，453 103，547
受託金収入 29，82６，000 29，780，814 45，18６
事業収入 2，055，000 2，0６3，780 △8，780
共同募金配分金収入 15，102，371 12，937，23６ 2，1６5，135
負担金収入 1，399，000 931，208 4６7，792
雑収入 41，000 32，814 8，18６
受取利息配当金収入 7６9，000 372，213 39６，787
経理区分間繰入金収入 ６，733，000 1，６６0，６92 5，072，308
経常収入計⑴ 71，799，371 ６4，1６2，107 7，６37，2６4

支出

人件費支出 23，88６，000 23，254，090 ６31，910
事務費支出 4，６8６，000 3，870，185 815，815
事業費支出 19，948，000 1６，771，704 3，17６，29６
分担金支出 0 91，000 △91，000
助成金支出 18，978，000 15，393，350 3，584，６50
負担金支出 2，9６0，000 2，345，835 ６14，1６5
経理区分間繰入金支出 7，3６5，000 1，６６0，６92 5，704，308
経常支出計⑵ 77，823，000 ６3，38６，85６ 14，43６，144

経常活動資金収支差額⑶＝⑴−⑵ △６，023，６29 775，251 △６，798，880
施設整備等に
よる収支の部

施設整備等収入計⑷ 0 2，1６1，524 △2，1６1，524
施設整備等支出計⑸ 0 2，1６1，524 △2，1６1，524

施設整備等資金収支差額⑹＝⑷−⑸ 0 0 0
財務活動に
よる収支の部

財務収入計⑺ 31，940，000 31，950，000 △10，000
財務支出計⑻ 17，300，000 20，035，６80 △2，735，６80

　　 財務活動収支差額⑼＝⑺−⑻ 14，６40，000 11，914，320 2，725，６80
予備費⑽ 0 0 0
当期資金収支差額合計⑾＝⑶＋⑹＋⑼−⑽ 8，６1６，371 12，６89，571 △4，073，200
前期末支払資金残高⑿ 1６，221，000 33，６09，６27 △17，388，６27
当期末支払資金残高⒀＝⑾＋⑿ 24，837，371 4６，299，198 △21，4６1，827

勘定科目 Ｈ27年度
予算

Ｈ2６年度
予算 差異

経
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動
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る
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の
部

収入

会費収入 ６，６57，000 ６，901，000 △244，000
分担金収入 189，000 25，000 1６4，000
寄付金収入 1，500，000 1，200，000 300，000
経常経費補助金収入 21，795，000 22，850，371 △1，055，371
受託金収入 28，243，000 29，82６，000 △1，583，000
事業収入 2，258，000 2，055，000 203，000
負担金収入 1，518，000 1，399，000 119，000
受取利息配当金収入 180，000 7６9，000 △589，000
その他の収入 0 41，000 △41，000
事業活動収入計⑴ ６2，340，000 ６5，0６６，371 △2，72６，371

支出

人件費支出 22，778，000 23，88６，000 △1，108，000
事業費支出 18，480，000 19，948，000 △1，4６8，000
事務費支出 4，989，000 4，６8６，000 303，000
分担金支出 270，000 0 270，000
助成金支出 1６，9６5，000 18，978，000 △2，013，000
負担金支出 1，941，000 2，9６0，000 △1，019，000
事業活動支出計⑵ ６5，423，000 70，458，000 △5，035，000

事業活動資金収支差額⑶＝⑴−⑵ △3，083，000 △5，391，６29 2，308，６29
施設整備等に
よる収支の部

施設整備等収入計⑷ 1，320，000 0 1，320，000
施設整備等支出計⑸ 1，６73，000 0 1，６73，000

施設整備等資金収支差額⑹＝⑷−⑸ △353，000 0 △353，000
その他の活動に
よる収支の部

その他の活動収入計⑺ ６，484，000 38，６73，000 △32，189，000
その他の活動支出計⑻ 22，293，000 24，６６5，000 △2，372，000

　　 その他の活動収支差額⑼＝⑺−⑻ △15，809，000 14，008，000 △29，817，000
予備費⑽ 25，377，000 0 25，377，000
当期資金収支差額合計⑾＝⑶＋⑹＋⑼−⑽ △44，６22，000 8，６1６，371 △53，238，371
前期末支払資金残高⑿ 44，６22，000 1６，221，000 28，401，000
当期末支払資金残高⒀＝⑾＋⑿ 0 24，837，371 △24，837，371

平成26年度一般会計　資金収支決算（抜粋版）� �
	 	 	 	 　	 （単位：円）

平成27年度一般会計　資金収支予算（抜粋版）� �
＊平成27年度より社会福祉法人新会計基準に移行	 （単位：円）

　今年度は、地域のみなさまとともに策定した第
２期旭区地域福祉保健計画が最終年を迎えるとと
もに、第３期計画策定の年となります。
　また、介護保険制度が改正され、生活困窮者自
立支援法が施行されるなど、地域福祉活動にも大
きくかかわる諸制度が変更となる年でもあります。

　旭区社協は、更なる地域福祉の推進をめざして、
様々な団体と連携・協働し、住民主体のつながり・
支えあい活動などの推進を支援します。
　また、制度の狭間の問題や社会的孤立など個別
の生活課題解決へのかかわりを通じて、地域福祉
活動者の裾野を広げ、地域の福祉力アップをめざ
します。

1 地区社協活動を応援します！
2 第３期地域福祉保健計画の策定の支援をします！
3 「身近な地域のつながり・支えあい活動」を推進します！
4 ボランティアセンターをより充実させます！
5 権利擁護事業（あんしんセンター）の機能強化を図ります！

それを踏まえて…

旭区社協ってこんなことをやっています！

平成２７年度の事業計画について

平成２７年度重点取組項目

事業の詳細について、
詳しくは中面へ

福祉保健活動拠点「ぱれっと旭」
を運営しています。ボランティア
グループ団体の活動スペースとし
て無料でご利用いただけます。

【参考】2015年カレンダー

社協は地域福祉の身近なパートナー



重点３

他にもこのような事業を行っています

　困りごとを抱えている人を、近隣住民と専門職でともに支え合うことを目指す取り組みです。
旭区社協では上白根地域ケアプラザとともに２か所の自治会をモデル地域とし、住民同士の見守り
活動を進めています。
　グリーンヒル上白根自治会では毎朝ラジオ体操を実施しています。何日か顔を出さない方がいる
と訪問して様子を伺うなど安否確認の活動につながっています。コスモ西谷ファーストヒル自治会
では、所在が確認できないひとり暮ら
し高齢者の相談をきっかけに、月１回
「わいわいサロン」が始まりました。
　今後は子育て世代も参加しやすい
企画を盛り込んでいきたいと考えて
います。

《事業概要》　高齢の方や障がいのある方の権利擁護に関する相談を受けると
ともに、福祉サービスの利用や日常的な金銭管理の支援をします。
　身体が不自由などで金融機関に行けない…そんな時、契約に基づき次の
サービスの提供を行います。
　・銀行での出納代理や定期的な訪問、福祉サービスの利用案内と手続き援助
　・預貯金通帳、各種証書などの管理（金融機関の貸金庫にて保管）
《２６年度報告》　利用者総数：３７人（うち新規利用者数：８人）
　関係機関と連携し、成年後見制度の講演会を行い周知と啓発を行いました。
《２7年度の取組方針》
　今後さらに必要性が高まってくる成年後見制度の周知啓発や、弁護士など
の専門職以外がその役割を担う“市民後見人”の養成・活動支援を行います。

《事業概要》
　１９の地区社会福祉協議会の活動への助成を行うとともに、地区社
協事業・活動ニーズ等の状況把握や支援を行います。
《２６年度実績》　助成費の実施：１９地区　総額　４，３７９，０００円
　地区社協分科会（会長会）および地区社協事務局長会の開催（計６
回ずつ）
　各地区総会・イベント・計画推進関連会への参加：延べ２８６回
《２7年度取組方針》
　各地区社協からの相談に応じ情報提供や助成等を行います。特に
介護保険制度の改正について、地域住民への理解促進を図るととも
に、住民主体の支えあいの仕組みができるよう支援します。

《事業概要》　主に旭区内の団体・個人からの相談や依頼を受け、活動できる
ボランティアをコーディネートしています。
《２６年度報告》　コーディネート依頼件数：５２５件、個人新規登録者数：１２６人
《２7年度の取組方針》
　ボランティアセンターに寄せられた相談を地域課題としてとらえ、様々な
機関と連携し課題解決を図るセンターとして位置づけます。
《ボランティアコーディネーターより》
　当センターには多くのボランティア依頼が入るため、色々な活動をご紹介
することができます。様々な方々と知り合えて、無償だからこそ得られる素
晴らしい経験があります！みなさんのお越しをお待ちしています！

　「地域で支え合い、健康でしあわせな生活を送れるまち、旭区をつくろう」
を基本理念として、平成２８年度からの５年間における第３期地域福祉保健計画
を策定します。
【区全域計画】　「地域の福祉力アップ」「安心して自分らしい生活ができる地域
づくり」「地域の取組みで元気力アップ」を推進の３本柱とし、区全体で取り
組んでいける計画を策定します。
【地区別計画】
　各地区（連合自治会単位）で、現在行っている活動の振り返りや、今後解決
していく必要がある福祉課題などを住民の方々が話し合い、地区別計画の策定
を行っています。区役所、ケアプラザ、区社協も必要に応じて情報提供を行う
など地域の方々と一緒に策定に取り組んでいます。

《事業概要》　在宅で、一人で外出することが難しい高齢の方・障がいのある方々のため
に、ボランティアの皆さんのご協力を得て車椅子対応の車両で送迎を行う事業です。（介
護保険事業ではございません）
《２６年度報告》　利用登録者数：１８４人、ボランティア登録者数：５０人、利用件数：１，５３０件
《２7年度の取組方針》
　①ボランティア同士の連携を深めるために、連絡会を開催します。
　②より安全な送迎を実施するため、研修会を開催します。
　③ボランティア募集を行い、より多くのボランティアの方々の参画を図ります。
《送迎コーディネーターより》　運転ボランティア大募集！
　普通免許以上をお持ちで、運転が好きな方、興味のある
方、ボランティア活動をしてみませんか？
　あわせて病院や買い物等の付添ボランティアも募集して
います。こちらは資格がなくても大丈夫です。
　ご希望を伺いながらご依頼させていただきます。

　障がい児余暇支援事
業、福祉教育事業、共同
募金や日本赤十字社など
の事務局運営など、様々
な事業を実施しています。
　事業報告・計画の詳細
については、旭区社協
ホームページをご覧いた
だくか、拠点で冊子も配
布しております。

「身近な地域のつながりと
� 支えあい活動」を推進します！

おでかけ支援事業（送迎サービス）

《事業概要》　移動に困難を抱える障がい児者等からの相談に
応じて、支援制度のご案内やサービス事業所
等の紹介、コーディネートを行います。
《２６年度報告》　相談件数：１３７件（通学：４６件、
通院等：２８件、通所：２７件、余暇：１６件、その他１７件）
《２7年度の取組方針》
　①移動に関する相談窓口の機能強化を図ります。
　②ボランティアの発掘と育成、フォローアップを行います。
　③関係機関とのネットワーク強化を図ります。
《移動情報センターコーディネーターより》
　ご家族の方はもちろんのこと、障がいのある方の近くにお
住まいの方や関係者の方等、どなたからの相談も承ります。
　学校への送り迎えに関する相談も多く受けています。送迎
のお手伝いをしていただける方の募集も行っています。

移動情報センターあさひ

　毎年恒例となりました「旭区チャリティーゴル
フ大会」を５月１１日（月）に戸塚カントリー倶楽部
で開催しました。今年度は４５組１７８人（男性１５８人、
女性２０人）のみなさまが雲ひとつない晴天の中、
「名門コース」でのプレーを楽しまれ
ました。
　参加費の一部とチャリティーホー
ルで集まったご寄付は、善意銀行を通
じて区内の地域福祉活動に役立てさ
せていただきます。
　善意銀行への寄付金額　４２５，４７９円
　ご参加いただき、ありがとうござい
ました。また、来年も多くの方からの
ご応募をお待ちしております。

第３期地域福祉保健計画の
　　　� 策定の支援をします！

 旭区社協 検索

平成２７年度 旭区チャリティーゴルフ大会

佐々木連合
会長ナイス
ショット！

電話：392-1123

地区社協活動を応援します！ ボランティアセンター（旭区社協内）を
� より充実させます！
　� 電話：392-1133

電話：392-1124

権利擁護事業（あんしんセンター）の�
� 機能強化を図ります！
� 電話：392-1295

重点１ 重点４

重点５

重点２

地域のボランティアさんのご協力で３台
の車で事業を実施しています

毎朝顔を合わせるなかで参加者同士の
仲間づくりが進んでいます

マンションの集会所で行われてい
る「わいわいサロン」

進めます！「こ
の町が好き」と言えるまちづくり

開催報告


