
平成２８年５月２８日

川和地区社会福社協議会(略して「地区社協」)についてご理解を！！

あいさつ

日頃より、地区社協の活動にご協力賜り、大変有難うございます。

地区社協では、川和地区の見守り・声かけ活動のボランティアを活性化するために、平成２６年に川和

連合ふれあいたいを立ち上げ、ボランティアを求めている方の要望を広く集め、活動しています。また川

和地区の社会福祉に関する問題点や課題を解決するために第３期川和地区福祉保健計画を策定し、

目標 “地域団体が交流をもち、活動の輪が広がる”という目標に沿ってより充実した活動を推進していき

ます。特に平成２８年度は加賀原ケアプラザと協力し、具体的な福祉に関する問題/課題を収集し、関係

者で問題解決する地域ケア会議の役割を広報し、実行していきたいと考えております

これらを推進するには、皆様のご理解とご協力が必要です。是非とも多くの方々のご協力とご賛同をいた

だきたくよろしくお願い申し上げます。

川和地区社協会長 立元道彦

平成２８年度の事業計画及び予算が成立！！

平成２７年度実績は年末助け合い募金の配分で予算に対し増加

平成２８年度計画は平成２７年度とほぼ同額

平成２８年度事業計画及び予算は４月２３日に川和地区社協総会にて審議・承認されました。

本年度は下記のとおり、都筑区、区社協、加賀原ケアプラザの応援のもと、川和連合町内会自治会と協

働して、第３期都筑区地域福祉保健計画「つづき あい」との整合性がある第３期川和地区福祉保健計

画に基づく活動を広げ、「川和地区社協だより」等の広報を重点項目とします。

●平成２８年度事業計画

都筑区では１５歳未満の人口比率の割合が高

い反面将来的に高齢化が懸念されます。川和地

区ではさらに高齢化が進んでおり、横浜市と同等

の高齢化が進んだ人口比率となっています。その

為、健康に対する健康意識を高める等高齢化社

会の課題解決が求められています。平成２８年度

の具体的な取り組みとして、下記のとおり重点項

目を設定しました。

１．第３期地域福祉保健計画の実施・フォロー

平成２７年度に策定した第３期川和地区福祉保健

計画に基づき子ども・青少年、高齢者、健康づくり

の課題解決を重点的に取り組む。

２．『川和連合ふれあいたい』の支援

利用希望者の増大を図る。また具体的な見守り・

声かけ活動を支援する。

３．『地域ケア会議』の設立

問題や課題を持った方々の問題・課題解決のシス

テムである『地域ケア会議』を設立する。

４．広報活動

「川和地区社協だより」を適宜発行し、地区社協の

取り組みを広報する。ポスター、カラー化、各戸配

布等広く目に留まるよう広報とする。暫時、区社協

のＨＰにある「地区社協のご案内」にて、川和地区

の福祉活動を広報する



●平成２８年度予算計画（単位：万円）

平成２８年度予算の収入は、平成２７年度実績に

比べほぼ同額となっておりますが、支出は約１０

万円増加します。予備費/繰越金を切り崩し対処し

ます（下記表参照）。

収入の部

科目
平成 27 年

予算額

平成 27 年

決算額
増減 適要

平成 28 年

予算額
増減 適要

繰越金 27 27 0 31 4

区/市社協所助成

金
23 54 31

年末たすけあい募

金の配分 ＋30
47 ▲ 7

年末たすけあい募金

の配分 ▲5

川和連合補助金 25 25 0 25 0

バザー等収益金 23 18 ▲ 5
役員研修参加費

▲5
23 5

役員研修参加費 ＋

5

区社協会費還元

金
28 28 0 28 0

合計 126 152 26 154 2

支出の部

科目
平成 27 年

予算額

平成 27 年

決算額
増減 適要

平成 28 年

予算額
増減 適要

福祉事業費 43 44 1 43 ▲ 1

調査広報研修費 21 3 ▲ 18 役員研修会 ▲20 21 18 役員研修会 ＋20

事務通信費 4 4 0 5 1

会議費 0 0 0 1 1

渉外費 5 7 2 7 0

事業費 0 0 0 2 2 地域ケア会議関連

補助金 30 62 32
年末たすけいあい

募金の配分 +31
54 ▲ 8

年末たすけあい募金

の配分 ▲5

区社協会費 1 1 0 1 0

予備費/繰越金 22 31 9 20 ▲ 11

合計 126 152 26 154 2

●平成２８年川和地区社協の理事は下記のとおりです。

会長 立元 道彦 川和台自治会相談役

副会長 久保 勝治 川和台自治会会長

” 大貫 洋子 川和地区民生・児童委員協議会会長

” 鴫原 勝比古 前都筑ヶ丘住宅自治会会長

事務局 山口 明 川和地区民生・児童委員 (都筑が丘第二)

” 根本 幸雄 川和地区民生・児童委員  (川和町)

” 田島 眞里子 都筑ヶ丘住宅保健活動推進員

監事 川上 直樹 二の丸自治会会長

” 加園 浩 川和団地自治会副会長

理事 前田 和廣 川和町町内会会長

” 桑原 正盈 都筑ヶ丘住宅自治会会長



” 木村 和彦 都筑が丘第二自治会会長

” 中山 正美 川和連合町内会副会長

” 鮫嶋 清 川和連合町内会相談役

社会福祉協議会協力金にご理解を！！

賛助会員募集に替えて地区社協への協力（募金）をお願いします！！

都筑区社協では、福祉活動発展のための活動

資金確保の一環として『賛助会員制』を取り入れ

ています。従来は個人会員１口１，０００円のご協

力をお願いしており、平成２８年度予算計画でも明

らかなように、その配分は地区社協収入の約１／

４を占めています。しかしながら、その手続きが煩

雑で町内会・自治会の役員さんに負担を掛けるこ

とが多々ありましたので、今年は簡略化し、赤十

字募金、赤い羽根募金、赤十字募金等と同様に、

名称を『社会福祉協議会協力金』と替えて募集

（集金）致します。

地区社協では、高齢者昼食会（おたのしみ会）・

リハビリ教室・子育て（あそびの広場、赤ちゃん会）

支援等の福祉活動や、地域ポランテイア活動に助

成を行なっており、賛助会費から地区社協に還元

される配分金が地区社協活動資金の一助になっ

ております。

各戸当たり目標３００円の『社会福祉協議会協

力金』と想定しております。主旨をご理解いただい

てご協力くださいますようお願いします。

地区社協は見守り活動に支援を強化しています。

民生児童委員、高齢者クラブ、川和連合ふれあいたいが活動しています

従来、見守り声かけは隣・近所で行うと考えられていました。しかしながら、昨今では隣・近所の関係が

希薄になってきております。このような中で、民生児童委員が訪問・相談活動を主体にサロン活動を行っ

ております。また川和地区内にある５つの高齢者クラブの友愛活動員が、高齢者クラブ会員の見守り活

動やサロン活動を行っております。更に、平成２６年にボランティア組織『川和連合ふれあいたい』が発足

し、見守り・声かけ活動を開始しました。地区社協は民生児童委員、高齢者クラブ友愛活動及び川和連合

ふれあいたいの見守り・声かけ活動及びサロン活動に全面的な支援をしています。

活動の詳細は民生児童委員、高齢者クラブ、川和連合ふれあいたいの個々で決めており、重なること

もありますが、見守り範囲に拡がりを持たせることができます。地区社協の役員は民生児童委員、高齢者

クラブ、川和連合ふれあいたいで構成されるため、活動及び情報が集中し、資金面でも支援がし易くなっ

ています。

現在構築中である地域ケア会議はが、地区社協が中心となって、町内会・自治会、民生児童委員、高

齢者クラブ、川和連合ふれあいたい及び加賀原ケアプラザや都筑区役所が課題解決するしくみです。

民生児童委員

民生児童委員の活動は、地域福祉の担い手とし

て社会調査、相談、調整、情報提供、連絡通報、

意見具申、生活支援の 7 つのはたらきを基本に、

川和地区の住民の中で高齢者、子育て及び障が

い者の見守り声かけ活動を行っています。またサ

ロン活動として川和地区リハビリ教室、おたのしみ

会、あそびの広場・かわわ＊わ～い等を運営して

います。



川和地区の民生児童委員の方々は次の方々です。

氏名 担当地区 氏名 担当地区

倉田 宏子 川和(土府根、山王原下) 武藤 修 都筑ヶ丘住宅

鮫嶋 早知子 川和(山王原上、中村) 渡邊 幹夫 都筑が丘第 II 1～8 班

大貫 洋子 川和(森) 山口 明 都筑が丘第 II 9～16 班

上村 幸栄 川和(宿) 小林 達夫 川和台

根本 幸雄 川和(上サの一部) 中川 希美子 二の丸

根本 和子 川和(上サの一部) 木村 博子 主任児童委員

加園 浩 川和団地 宮本 真澄 主任児童委員

民生児童委員の方々は平成２８年１２月に再度選任されます。推薦委員会が各町内会・自治会で開催さ

れます。

友愛活動員

地域の高齢者が、支え合う地域社会の形成、高

齢者の尊厳の確保と自立支援及び活力ある高齢

者像の構築する目標を達成するために、交互に

支え合い、楽しい、社会貢献する仲間づくりをする

ため老人クラブを構築しました。友愛活動は、高

齢者老人クラブ活動の一つで一人暮らし、体の不

自由な方、外部との接触の無い方との交流の場を

つくる活動です。具体的には、友愛活動員が中心

となって、訪問活動、見守り活動、サロン活動等を

行います。

川和連合ふれあいたい

平成２６年に設立した川和連合ふれあいたいは川和連合内の住民が気軽に地域福祉の担い手として活

動を行うことを目的に、支援を必要とする人の見守り・声かけ、情報の提供、その他福祉団体等からの依

頼に対する支援を行います。平成２８年度は具体的な見守り・声かけ活動を継続、町内会・自治会連絡会

で活動をレビュー・フォローし、また利用希望者の増大を図ります。６月１８日に登録会員のサロンを開催

し登録会員の活動について討議します。

川和地区の川和連合ふれあいたいの活動状況（人数）は次のとおりです。

川和町
川和団

地

都筑ヶ

丘住宅

都筑が

丘第二
川和台 二の丸

登録会員 19 8 5 8 10 5

利用希望者 14 5 13 11 6 1

地域ケア会議

平成２８年度に実践する『地域ケア会議』について、

関係先である民生・児童委員/加賀原ケアプラザ

等との意見交換会を開催します。

見守り声かけ活動の課題・問題の解決は関係者

団体や行政に繋ぐことも含め民生児童委員が担っ

ています。しかしながら、単に民生児童委員に任

せるだけでなく住民１人１人が民生・児童委員に

連絡できるしくみをつくります。具体的には、

まず、課題解決シートで必要事項を纏め、民生児

童委員に伝え、次に、地区で課題解決の会議を開

催する仕組みを構築します。

川和地区社会福祉協議会事務局からのお知らせ

熊本地震で被害に遭われた方々にお見舞い申し上げます。

次回の社会福祉協議会川和地区だより第３１号は９月頃の発行予定です。川和地区社協にご意見・ご

投稿等があれば事務局までご連絡いただけたら幸いです。〈連絡先：090-2456-1141 山口(都筑が丘 II)、

080-5375-8602 根本(川和町)、090-2145-0361 田島(都筑ヶ丘)〉


