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みなさまによって支えられている
みなみの、さまざまな地域福祉活動を
ご紹介いたします。

79号

発行 社会福祉法人
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横浜市南区社会福祉協議会
令和元年度寄付金実績とその使いみち（報告）
募金の種類と募金実績

使

（令和 2 年 3 月 8 日現在）

日本赤十字社
活動資金（会費）
12,473,538 円

額

（千円）

世界各国の貧困、飢餓で苦しんでいる人々、戦争犠牲者、自然災害
の被災者への援助活動、国内の災害教護活動、献血事業などに

9,584

南区内の地域防災事業等（防災訓練、防災設備）への助成金や災害
意識啓発事業、見守り活動に

800

皆さまの寄付が支えです

更生保護活動寄付金

一世帯

20円 南保護司会

4月頃

区社協賛助会費

一世帯

50円 横浜市南区社会福祉協議会

4月頃

令和2年度募金総額と使いみち（予定）
区内の防災事業等への助成
・災害意識啓発事業 5％
区内の火災や
総額 1,516万4千円
風水害の被災者
自治会町内会募金還元・
への見舞金 1％
事務費 12％

日赤会費

総額

大岡地区社会福祉協議会･
ちょこボラ活動スタート

お寄せくださった寄付金は、各団体がそれぞれの目的に沿って有効に活用させていただきます。
今年も皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。

更生保護活動寄付金

区社協賛助会費
総額

151万円

地域の対話集会等啓発費
21％

世界の貧困、飢餓、戦争犠牲者、
自然災害の被災者への援助、
国内の災害救護、献血事業等
82％

令和2年度

ので、目標額はあ
くまでも「目安」
と
してとらえ、それぞ
れ の 趣 旨をご 理
解のうえ、ご協力
をお願いします。

「社会を明るくする
運動」事業
38％

保護司会や
更生保護女性会等
への助成金 41％

共同募金

379万円

民生委員分科会
施設分科会
移動情報センターの
運営等 14％
区社協広報紙
「社協みなみ」
発行経費 23％

総額

南区地域福祉保健
計画地区計画推進
のための助成金
63％

区内16地区
社協の事業費

14%

南区社協事業費
（各種講座・広報啓発等） 22%

南区内の
福祉活動や
ボランティア活動
への配分金
28%
県内の社会福祉
施設や福祉団体
の活動費 26%

南区社会福祉協議会の事業計画をご紹介します

日ごろから声を掛け合い、
つながり・支えあいの関係をつくろう

2

誰もが活躍できる機会と
身近な参加の場をつくろう

様々な生活課題を抱える人や支援が必
要な人が、地域から孤立しない仕組みづ
くりを地域住民や関係機関と進めます。

地域ケアプラザ等と協働して、ボランティア講座や活動
紹介を行います。また、活動者を増やしていくため、地
区社協とともに、積極的な働きかけを行っていきます。

生活支援体制整備事業を受託運営するこ
主な取り組み とで、高齢者一人ひとりができることを大切にしな
がら暮らし続けるために、多様な主体が連携・協力する
地域づくりの実現を目指し、協議の場づくりや仕組みの
開発、活動の創出・継続支援等の取組を進めていきます。

地域福祉団体と協働して、
主な取り組み 新たな担い手を育成する
ため、ボランティア講座や活
動紹介を行い、ボランティア
活動への参加を促します。

地域の高齢者サロン等で健康づくりを目的とした活動を取り
込めるように支援します。また、
「健康増進・生きがいづくり」の
視点で地域活動への参加を支援していきます。

災害ボランティアネットワー
主な取り組み クのボランティアメンバー
とともに、災 害 ボランティア
ネットワークの活動周知と会員
の拡大に取り組みます。

支援者自身も長く楽しく
主な取り組み 活動を継続できるよう、
支援者向けの健康づくり
に関する情報提供を行いま
す。

ご寄付いただいた金品は、区内の福祉関係団体・福祉施設・
ボランティアグループなどへ配分し、活動を支援しています。
6月4日号南区版

南区社会福祉協議会

善意銀行寄付者一覧
・南区邦楽会
・内田雅也
・まるわの会

事業別支出項目 予算額
法人運営
ボランティアセンター事業

246

地区社協支援事業

4,177

善意銀行配分事業

1,010

送迎サービス事業

4,790

移動情報センター事業 10,139
権利擁護事業

1,062

地域福祉推進事業

510

ふれあい助成金配分事業

6,877

福祉基金運営

7,600

支出合計

94,457

※敬称略、順不同

・手芸ボランティアすずらん
・自治労横浜環境事業支部 南班
・宮･花･宿3･4町内会百寿会

御中／担当・中山（内線 88825）／3校

29,365

共同募金配分事業 11,304

地区社協広報紙の充実を支援すると共に、災害時に
おける南区災害ボランティアネットワークの役割とセン
ター機能に関する周知と会員拡大に取り組みます。

善 意 銀 行 寄 付 者 （ 令和2年1月1日
〜3月31日 ）

令和２年度予算（単位：千円）

福祉保健活動拠点運営 17,377

身近な活動を通して
3 日常の情報共有を進め、
4
災害時にも安心できる備えをしよう
健康づくりを進めよう

送信
時間 16:04:25

2,576万円

区内の社会福祉施設や
福祉活動の活動費 10%

〈第3期南区地域福祉保健計画 重点目標に基づく区社協の主な取り組み内容〉

1

社会福祉関係者などに参

4月頃

南区社会福祉協議会

日本赤十字社神奈川県支部
横浜市地区本部南区地区委員会

加・協力をいただきなが

依頼時期 募 金 は 任 意で す

（以下、「南区社協」）

体

ら、福祉事業を実施した

団

は、社会福祉活動を推進

集

り、住民の皆さんが自主

200円

募

しています。その財源の

日本赤十字社活動資金（会費） 一世帯

額

的に行う福祉保健活動を

目 標

一部は区民の皆様からの

募 金 の 名 称

支援しています。

南区社協で受け付けている募金・会費

会費や寄付などで支えら

県内の民間社会福祉施設や福祉団体の活動費に

例えば、令和元年度に

2,640
6,957

南区内の社会福祉施設や福祉団体の活動費に

れています。「誰もが安

年末たすけあい募金
4,637,987 円

南永田山王台地区社会福祉
協議会･陶芸教室

した。

9,128

障がい者団体、子育てグループ 他）

賛助会費として集まった

区社協広報紙「社協みなみ」の発行経費等に

共同募金（赤い羽根募金） 南区内の福祉活動やボランティア活動に
14,087,669 円 （地区社協活動費、高齢者食事サービス事業、ボランティア団体、

心して自分らしく暮らせ

民生委員分科会、施設分科会等、移動情報センター等の運営に

約３７９万円のうち、２

南区地域福祉保健計画地区計画推進のための地区社協への助成金に

る地域社会をつくり出

320
2,400
424
815

地域の対話集会等啓発費に

４０万円は各地区の社協

270

す」ために、区民の皆様

南区内の更生保護活動及び犯罪予防活動を行う団体（保護司会、更
生保護女性会等）への助成金に

の助成金として、南区地

「社会を明るくする運動」事業等に

からのご支援・ご協力を

南区内の火災被災者への見舞金に

域福祉保健計画の地区計

南区の社会福祉活動へのご支援を

1,454
635
869

各自治会町内会への募金還元金、事務費に

1045-251-3264

http://www.minami-shakyo.jp

どうぞよろしくお願いし

3,639,350 円

金

ち

会長 大津 幸雄

南区浦舟町3-46 浦舟複合福祉施設8階

☎045-260-2510

画推進のために使われま

区社協賛助会費

み

〒232-0024

ます。

1,458,380 円

い

南区社会福祉協議会
マスコットキャラクター
トモニー

南区社協は地域住民や

更生保護活動寄付金

■発行日 令和２年6月4日
■社会福祉法人 横浜市南区社会福祉協議会

・星空みゆき伊達直人
・井土ヶ谷中一和幸会
・高橋和江
右面

