
 

 

 

 

 

 

平成３１（令和元）年度 

城郷地区社会福祉協議会 

 

総 会 議 案 書 

 

 

 

 

 

日時：平成３１年４月２０日（土） 

午後７時 から 

場所：城郷小机地区センター 



平成３１（令和元）年度 総会次第 

 

司会 三橋事務局次長    

 

１．開会のことば       城郷地区社会福祉協議会 中山千加子 副会長 

 

２．挨  拶         城郷地区社会福祉協議会 高瀬 勝 会長 

               横浜市会議員      佐藤祐文 相談役 

 

３．来賓挨拶 

港北区社会福祉協議会   島本洋一 事務局長 

港北区役所 生活衛生課  毛利一也 課長 

城郷地区連合町内会    防後優子 会長 

城郷小机地域ケアプラザ  武隈評吾 所長 

城郷小机地区センター   難波江なほみ 館長 

 

４．議長・書記 選出 

議長 高瀬 勝会長（会則 第１１条 １項による） 

書記 浜田正二事務局長（議長の指名による） 

 

５．資格審査 

総議席数 ４１議席 

出席者数   名     委任状  名 

欠席者数   名 

 

６．議 事 

第１号議案 平成３０年度 事業報告       浜田事務局長 

第２号議案 平成３０年度 会計報告       三橋事務局次長（会計） 

会計監査報告 

第３号議案 平成 31（令和元）年度事業計画案   浜田事務局長 

第４号議案 平成 31（令和元）年度 予算案    三橋事務局次長（会計） 

第５号議案 その他 

 

 

７．閉会のことば      城郷地区社会福祉協議会    浜田事務局長 

 

 



（ ）内は実績

事 業 項 目 説 明

年次総会 年１回 （Ｈ３０・４・２１） Ｈ３１年度：4/20（土）

会計監査 年１回 （4/10 ）

執行部会（三役会） 年５回 （4/10・5/21・10/13 ）

役員会（理事会） 年１回 （10/13）

役員・理事・評議員会（総会） 年１回 （4/21（土））

地区社協事務所の運営（当番） 月１３日×１２ヶ月 156日 （147日）

区社協分科会（会長会及び評議員 年５回 （4/19・6/21・9/20・11/15・3/20 ）

会長・事務局長合同会議 年５回 （4/19・6/21・9/20・11/15・3/20 ）

事務局長会議 年４回 （4/19・6/21・7/17・9/20・2/28 ）

区社協と地区社協との懇談会 年１回 （1/18実施 ）

高齢者支援事業 民生委員活動、ｸﾞﾙｰﾌﾟひまわり、城郷ひろば、ダン・ラン 等

子育て支援事業 子育てサロンおおきくなあれ

個別ボランティア支援事業 城郷ふれあいの会

異世代交流支援事業 城郷よってこ会

地域交流支援事業 健民祭、小机城址まつり

障がい者支援事業 しろさと放課後プラザ、精神保健サロンひなたぼっこ

在宅支援事業 年末助け合い個別配分 （ ３８ 世帯 ５５人）

その他の支援事業 各町内会敬老会、支えあい連絡会、ボランティア連絡会

「ふくしの城郷」の発行 第２７号（新年号） （1/1 発行）

「城郷福祉の伝言板」の発行 第７号（7/末）

地区福祉活動ﾁｪｯｸｼｰﾄの共有 年１回 （9/4 摺り合せ会議 区社協・地区社協・（ケアプラ））

編集会議 各２～３回 開催 （10/13・11/21・12/5 ）

研修会等企画委員会 ２ ～ ３回 開催 （10/13・11/21・12/5  ）

地区社協役員・評議員研修会 年１回 （7/29；地区社協のてびき・8/2；師岡地区社協との交流会）

研修会・見学会

研修会への参加 年３回程度 （7/5・11/1・11/15・12/6・2/12・
2/21）

見学会の実施  年１回 （2/26；鎌倉・戸塚区方面
参加者数：４３名）

青少年育成
事業参画

学校・家庭・地域連携事業
への参加等

年２回 （城郷中学・家・地連）

社会福祉施設への助成 楠の木学園、ホッとカフェ、ごぼうﾊｳｽ、小机学童、城郷学童

社会福祉団体への助成 民生・児童委員、事務費の助成

地区内各種団体への助成
・青指 ・スポ推 ・城子連 ・老人ｸﾗﾌﾞ連合 ・ボーイスカウト
・保護司会 ・保健活動推進員

共同募金への協力 日赤募金 赤い羽根募金 実績額：1,786,760円 （対目標額 －21万円）

年末助け合い募金活動 各自治会町内会 実績額：1,226,660円 （対目標額 －27万円）

賛助会員募集 区社協賛助会員の増強 各自治会町内会 実績額：1,178,000円 （対目標額 －22万円）

城郷地区連合町内会事業
・城郷地区健民祭 （10/28）
・第２６回小机城址まつり （4/15実施済 ）

地域福祉保健推進活動事業
ひっとプラン港北地区別推進会議（委員会）

年３回程度 （6/19・10/16・2/19 ）

イベントカレンダーの作成 年１回（ひっとプラン推進計画の中で検討）

募金活動事業

地域協賛事業

平成３０年度 城郷地区社会福祉協議会 事業計画案と実績

（平成３０年４月１日 ～ 平成３１年３月３１日）

地区社協運営

区社協会議

支援事業

調査・広報
研修会
見学会

助成事業

第１号議案



平成３１年 ３月３１日 

 

平成３０年度 城郷地区社会福祉協議会 活動スケジュール（実績） 

年月 市・区社協の会議日程等 地区社協の活動内容 備考 

３０／４月 

・4/19 区社協分科会（会長会） 

・4/19 会長・事務局長合同会議 

・4/10  執行部会（三役会議）（第１回） 

・4/10  会計監査 

・4/15  小机城址まつりでの募金活動 

・4/21  平成３０年度総会 

 

 

５月 
 

 

・5/21  執行部会（三役会議）（第２回） 

 

 

６月 

・6/21 会長・事務局長合同会議 

・6/2１ 区社協分科会（会長会） 

＜赤十字共同募金＞ 

・6/19 ひっとプラン地区別推進会議（第１回） 

・6/30 連町会に賛助会員活動の依頼 

 

 

７月 

・7/5  地区社協検討会（第１回） 

 

・地区社協ﾘｰﾌﾚｯﾄの増刷 

・7/29 地区社協の手引き研修会 

・7/31 賛助会員活動用品の配布 

 

 

８月 

 ＜賛助会員活動の開始（９月末まで）＞ 

・8/2  師岡地区社協との交流会 

 

 

９月 

・9/20 会長・事務局長合同会議 

・9/20 社協分科会（会長会） 

 

・9/4  地区福祉活動チェックシートの摺り合せ 

・9/10 青葉区社協での説明 

 

１０月 

 

 

＜赤い羽根共同募金＞ 

・10/13 執行部会（三役会議）（第３回） 

・10/13 編集会議（第１回） 

・10/13 地区社協役員会（理事会） 

・10/16 ひっとプラン地区別推進会議（第２回） 

・10/28 健民祭での募金活動 

・10/31 連町会へ年末助け合い運動の依頼 

 

 

１１月 

・11/1  地区社協検討会（第２回） 

・11/2  ほくほくフェスタ 

・11/13 市福祉大会 

・11/15 会長・事務局長合同会議 

・11/15 社協分科会（会長会） 

・11/29 区ひっとプラン連絡会議 

・11/21 編集会議（第２回） 

 

 

１２月 

・12/6  よこはま地域福祉ﾌｫｰﾗﾑ 

 

 

 

＜年末助け合い募金＞ 

・12/5  編集会議（第３回） 

・12/25 「ふくしの城郷」配布 

 

 

３１／１月 
・1/18 区社協事務局との懇談会 

 

・1/1  「ふくしの城郷」第２７号発行 

 

 

２月 

・2/12 地区社協全体会 

・2/21 地区社協検討会（第３回） 

・2/28 地区社協事務局長会議 

 

・2/19 ひっとプラン地区別推進会議（第３回） 

・2/26 地区社協施設見学会（鎌倉・戸塚区方面） 

 

 

３月 
・3/20 会長・事務局長合同会議   

 

第１号議案 補足資料１ 



１．賛助会費の推移

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

大 堀 52,000 126,000 148,000 160,000 144,000 138,000 174,000 86,000

堀 崎 40,000 42,000 48,000 50,000 50,000 54,000 52,000 60,000
土 井 214,000 214,000 188,000 186,000 166,000 146,000 136,000 176,000
宿 根 88,000 92,000 74,000 84,000 54,000 72,000 62,000 58,000
矢之根 54,000 42,000 46,000 62,000 58,000 48,000 58,000 48,000
愛 宕 146,000 174,000 210,000 208,000 186,000 218,000 236,000 204,000
東 60,000 50,000 52,000 26,000 70,000 50,000 70,000 44,000

鳥 山 213,000 234,000 274,000 294,000 236,000 223,000 208,000 264,000

岸 根 162,000 174,000 180,000 190,000 210,000 218,000 234,000 238,000

合 計 1,029,000 1,148,000 1,220,000 1,260,000 1,174,000 1,167,000 1,230,000 1,178,000

地区配分金 803,600 1,098,000 1,134,000 1,056,600 1,050,300 1,107,000 1,060,200

２．年末助け合い募金の推移

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

大 堀 300,967 225,633 235,755 218,376 215,019 215,399 205,681 187,269

堀 崎 64,000 63,700 55,900 61,800 54,900 55,500 55,350 55,300
土 井 161,094 161,430 173,630 156,010 147,730 145,980 158,130 162,034
宿 根 57,000 55,200 71,500 59,700 61,300 64,100 48,600 49,300
矢之根 32,850 24,250 28,300 33,500 29,450 31,310 26,900 26,000
愛 宕 106,740 71,200 108,300 95,300 86,900 81,200 96,300 99,600
東 101,016 104,600 110,773 100,050 103,000 93,550 102,600 102,700

鳥 山 597,672 601,750 587,709 508,003 366,309 336,079 388,000 297,450
岸 根 261,550 280,600 210,963 245,140 213,815 187,000 181,140 202,400

イベント 44,607

合 計 1,682,889 1,588,363 1,582,830 1,477,879 1,278,423 1,210,118 1,274,236 1,226,660

地区配分金 1,141,896 1,136,430 1,029,613 828,823 754,118 818,626 770,260

賛助会費及び年末助け合い募金徴収額推移（平成２３年～）

第１号議案 補足資料２
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（ ）内は実績

事 業 項 目 説 明

年次総会 年１回 （Ｈ３１・４・２０（土）） 令和２年４・１８（土）予定

会計監査 年１回 （4/9 ）

執行部会（三役会） 年５回 （4/9・ ）

役員会（理事会） 年１回 （ ） 10/12予定

役員・理事・評議員会（総会） 年１回 （4/20（土））

地区社協事務所の運営（当番） 月１３日×１２ヶ月 156日 （ 日）

区社協分科会（会長会及び評議員 年５回 4/18・6/20・9/19・11/21・3/19予定（ ）

会長・事務局長合同会議 年５回 4/18・6/20・9/19・11/21・3/19予定（ ）

事務局長会議 年４回 4/18・6/20・9/19・2/20予定（ ）

区社協と地区社協との懇談会 年１回 １月予定（ ）

高齢者支援事業 民生委員活動、城郷ひろば、ダン・ラン、※クローバー会 等

子育て支援事業 子育てサロンおおきくなあれ、※たまりBAこづくえ

個別ボランティア支援事業 城郷ふれあいの会

異世代交流支援事業 城郷よってこ会

地域交流支援事業 健民祭、小机城址まつり

障がい者支援事業 しろさと放課後プラザ、精神保健サロンひなたぼっこ

在宅支援事業 年末助け合い個別配分 （  世帯 人）

その他の支援事業 各町内会敬老会、支えあい連絡会、ボランティア連絡会

「ふくしの城郷」の発行 第２８号（新年号） 1/1 発行予定

「城郷福祉の伝言板」の発行 第７号 7/末発行予定

地区社協状況書の作成・報告 年１回 摺り合せ会議の開催（区社協・地区社協・（ケアプラ））

編集会議 ２ ～ ３回 開催 （ ）

研修会等企画委員会 ２ ～ ３回 開催 （   ）

地区社協役員・評議員研修会 年１回 （ ）

研修会・見学会
研修会への参加 年３回程度 （ ）
見学会の実施  年１回 2/21予定 参加予定者数：50名

青少年育成
事業参画

学校・家庭・地域連携事業
への参加等

年２回 （城郷中学・家・地連）

社会福祉施設への助成 楠の木学園、ホッとカフェ、ごぼうﾊｳｽ、小机学童、城郷学童

社会福祉団体への助成 民生・児童委員、事務費の助成

地区内各種団体への助成
・青指 ・スポ推 ・城子連 ・老人ｸﾗﾌﾞ連合 ・ボーイスカウト
・保護司会 ・保健活動推進員

共同募金への協力 日赤募金 赤い羽根募金 目標額：2,000,000円 （対前年度 +21万円）

年末助け合い募金活動 各自治会町内会 目標額：1,500,000円 （対前年度 +27万円）

賛助会員募集 区社協賛助会員の増強 各自治会町内会 目標額：1,400,000円 （対前年度 +22万円）

城郷地区連合町内会事業
・城郷地区健民祭 10/27予定（ ）
・第２７回小机城址まつり 5/19予定（ ）

地域福祉保健推進活動事業
ひっとプラン港北地区別推進会議（委員会）

年３回程度 6/18・10/15・2/18予定（ ）

イベントカレンダーの作成 年１回（ひっとプラン推進計画の中で検討）

募金活動事業

地域協賛事業

平成３１（令和元）年度 城郷地区社会福祉協議会 事業計画案

（平成３１年４月１日 ～ 令和 ２年３月３１日）

地区社協運営

区社協会議

支援事業

調査・広報
研修会
見学会

助成事業

第３号議案



平成３１年 ４月２０日 

 

平成３１（令和元）年度 城郷地区社会福祉協議会 活動スケジュール（計画と実績） 

年月 市・区社協の会議日程等 地区社協の活動内容 備考 

３１／４月 

・4/18 区社協分科会（会長会） 

・4/18 会長・事務局長合同会議 

・4/9   執行部会（三役会議）（第１回） 

・4/9   会計監査 

・4/20  平成３１（令和元）年度総会 

 

 

元年／５

月 

 

 

・5/    執行部会（三役会議）（第２回） 

・5/19  小机城址まつり」での募金活動 

 

 

６月 

・6/20 会長・事務局長合同会議 

・6/20 区社協分科会（会長会） 

＜赤十字共同募金＞ 

・6/18 ひっとプラン地区別推進会議（第１回） 

・   地区社協状況書の作成・報告 

・6/30 連町会に賛助会員活動の依頼 

 

 

７月 

・  地区社協検討会（第１回） 

 

・地区社協ﾘｰﾌﾚｯﾄの増刷 

・ 執行部会（三役会議）（第３回） 

・7/31 賛助会員活動用品の配布 

 

 

８月 

 ＜賛助会員活動の開始（９月末まで）＞ 

・ 師岡地区社協との交流会 

 

 

９月 

・9/19 会長・事務局長合同会議 

・9/19 社協分科会（会長会） 

 

 

 

 

１０月 

 

・10/25 ほくほくフェスタ 

＜赤い羽根共同募金＞ 

・ 執行部会（三役会議）（第３回） 

・ 編集会議（第１回） 

・10/12 地区社協役員会（理事会） 

・10/15 ひっとプラン地区別推進会議（第２回） 

・10/27 健民祭での募金活動 

・10/31 連町会へ年末助け合い運動の依頼 

 

１１月 

・  地区社協検討会（第２回） 

・ 市福祉大会 

・11/21 会長・事務局長合同会議 

・11/21 社協分科会（会長会） 

・  区ひっとプラン連絡会議 

・ 編集会議（第２回） 

 

 

１２月 

 

 

＜年末助け合い募金＞ 

・12/  編集会議（第３回） 

・12/25 「ふくしの城郷」配布 

 

 

２／１月 

・1/18 区社協事務局との懇談会 

・1/30 よこはま地域福祉ﾌｫｰﾗﾑ 

 

・1/1  「ふくしの城郷」第２８号発行 

・   執行部会（三役会議）（第４回） 

 

２月 

・  地区社協全体会 

・  地区社協検討会（第３回） 

・2/20 地区社協事務局長会議 

 

・2/18 ひっとプラン地区別推進会議（第３回） 

・2/21 地区社協施設見学会（ 方面） 

 

 

３月 
・3/19 会長・事務局長合同会議 ・   執行部会（三役会議）（第５回）  

 

第３号議案 補足資料１ 



第4号議案

収入の部
前年度 今年度

科 目 決算額 予算額 差引増減 説 明
(A) (B) (B-A)

市社協補助金 50,000 50,000 0 地区社協活動費

区社協補助金 790,260 800,000 9,740
年末助け合い配分金
ひっとプラン事務助成金20000

町内会・自治会からの助成金 50,000 50,000 0

その他の補助金・助成金 0 0 0

地区社協独自会費 144,020 144,000 △ 20 ,＠20円X7000世帯

区社協賛助会費事業交付金 1,060,200 1,100,000 39,800 区社協賛助会費事業助成金

バザー等の収益金 0 0 0

寄付金 0 0 0

預金利子 4 3 △ 1

雑収入 0 0 0

特別会計からの繰入金 0 0 0

事業準備金 800,000 800,000 0

前年度繰越金 230,678 147,380 △ 83,298

合 計 3,125,162 3,091,383 △ 33,779

平成31(令和元）年度 城郷地区社会福祉協議会 予算書（案）



支出の部
昨年度 今年度
決算額 予算額 差引増減 説 明

（A) （B) （B-A)

高齢者事業費 210,000 160,000 △ 50000
民生30000・  ひろば50000・ダンラン調理
ボラ50000 .クローバー会30000

子育て事業費 70,000 100,000 30000 おおきくなあれ70000  たまりBAこづくえ30000

個別支援ボランティア事業費 60,000 60,000 0 ふれあいの会60000

異世代交流事業費 80,000 80,000 0 よってこ会80000

地域交流事業費 73,000 70,000 △ 3,000 城址祭り50000・健民祭20000

障害者事業費 60,000 60,000 0 放課後プラザ30000・ひなたぼっこ30000

在宅支援事業費 245,000 245,000 0 年末助け合い配分

その他 200,000 220,000 20,000
敬老会140000・ボランティア連絡会
30000・支え合い連絡会50000

広報費 181,872 190,000 8,128
ふくしの伝言板・ふくしの城郷
地区社協リーフレット

調査費 0 2,000 2,000

研修費 202,397 200,000 △ 2397 研修会参加費・研修会・他

通信費 24,506 20,000 △ 4,506 はがき代・切手代

消耗品費 18,137 20,000 1,863 総会資料印刷代・事務用品

事務所経費 150,000 150000 0 事務所使用料

地域福祉保健計画
推進事務費 20,072 20,000 △ 72 ひっとプラン地区別計画事務費

その他 143,130 180,000 36,870 社協事務所当番手当・交通費

98,668 120,000 21,332 総会・役員会・ひっとプラン・他

慶弔費 10,000 10,000 0

渉外費 42,000 70,000 28,000 行事参加費等

0 10,000 10,000

社会福祉施設配分 100,000 100,000 0
楠木学園・ホッとカフェ・ごぼうハウス・
小机学童・城郷学童（各20000)

社会福祉団体配分 49,000 49,000 0
民生委員30000・  年末配分事務費
連町(9000)民生(10000)

135,000 135,000 0
青指・スポ進・地区老連・城子連・ボーイ
スカウト横浜20団（各２0000)保護司会
15000・ 保健活動推進委員20000

5,000 5,000 0 区社会福祉協議会会費

0 0 0

0 0 0

800,000 815,383 15,383 次年度運用資金含む

147,380 0 △ 147,380

3,125,162 3,091,383 △ 33,779

次年度繰越金

合計

その他の助成金

会費

雑費

特別会計積立金

次年度事業準備金

事
業
費
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・
広
報
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修
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科     目


