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横浜市社会福祉センター 平成 28年度事業報告書 
 

 
１ センターの管理運営の基本方針 

センター設置の目的である「社会福祉を目的とする市民の相互交流及び活動の場を提供

すること等により、市民の福祉意識の高揚と主体的な福祉活動の推進を図り、もって市民

の福祉の向上に寄与する」（横浜市社会福祉センター条例第１条）に沿った運営を行うため、

同条例に基づき、次の事業を実施しました。 

○社会福祉活動の推進のための施設、その他のセンターの施設の提供 

○社会福祉に関する相談及び支援 等 

実施にあたっては、昭和 56年の社会福祉センター設置当初から継続的に運営する中で築

かれた利用者との信頼・施設の特性に応じたノウハウなどを生かしています。 

 
 
２ 職員の配置及び育成について 

（１）受付業務 

ア 市民利用窓口職員の配置 

市民利用受付窓口の円滑な運営のため、11 名の職員によるシフト制により、平日日中は

常時３名を配置し、円滑な受付対応に努めました。 

また、ボランティア相談に対応する専任の職員を３名配置し、随時対応可能にすること

で効率的かつ効果的なボランティアコーディネートを行いました。 

 

イ 職員育成 

〇定期的に職員ミーティングを実施し、利用団体及び施設状況に関する共通認識の形成

と、ヒヤリ・ハットの共有により事務処理ミス・事故等の防止に努めました。 

○接遇・マナー研修の実施 

施設利用者の満足度向上のため接遇・マナー研修を実施し、求められる接遇のあり

方や苦情が発生した際の応対などを学びました。（窓口職員９名、ホール委託業者２名

が参加） 

○新任職員教育 

新しく窓口業務に従事する職員には、担当職員のサポートのもと、実際の窓口業務

を体験しながら電話や窓口対応が習得できるように研修を行いました。 

 

 

３ 施設の管理運営について 

主に福祉保健活動を行う市民に対し、活動場所の提供や機材の貸出を行うとともに、新

規利用者の獲得のため、積極的な広報を実施しました。 

また、安全で快適な施設づくりを目指し、常に利用者のニーズ把握に努め、随時対応、

改善を行いました。 

 

（１）施設の管理・修繕について 

専門業者による定期点検・メンテナンスや、職員の日常点検により、不具合の早期発見

に努めました。また、横浜市と十分協議し、緊急度を精査したうえで修繕・改修を実施し

ました。 
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ア 主な修繕内容 

○健康福祉総合センター全体 

・火災感知設備の修理 ・雑用水給水ポンプ修繕  

・防火防煙設備の修理 ・消火栓ホースの交換 

・混合水栓の修理 

  

○ホール 

・調光器盤、照明操作卓の修理 ・スポットライトの修理 

・床面カーペットの洗浄 ・ワイヤレスマイクの修理  

 

  ○会議室等 

   ・軽運動室・小会議室 904のブラインド修理 ・録音室機材の修理 

   ・小会議室 903の床面剥離清掃       ・wi-fi設備の更新 

   ・軽運動室ソファの修理 

 

（２）施設の運営について（貸出状況） 

全体の会場利用実績は 27年度を若干上回り、稼働目標である 75％を超えることができ

ました。 

  これは、ホームページに空室情報を掲載し継続的に広報したことや、市民活動・ボラ

ンティア活動情報誌「福祉よこはま」等を活用した広報を行った結果と考えられます。 

 

ア ホール・会議室等 

会議室については、稼働率の年度目標（75％）を達成し、27年度よりも稼働率が微増

しました。 

ホールについても、稼働率の年度目標（60％）を達成し、27年度よりも稼働率が増加

しました。 

軽運動室については、25 年４月の有料化に伴い、26年度は稼働率が減少しましたが、

立地の良さ等から利用団体が増えたと考えられ、年々稼働率が上がり、27 年度よりも増

加しました。 

 

○施設利用件数・稼働率 

種別 
平成 27年度実績 平成 28年度実績 

件数(件) 稼働率(％) 件数(件) 稼働率(％) 

会議室（７室） 5,286 82.0 5,279 82.1 

ホール 524 57.7 552 60.1 

軽運動室 782 84.9 790 86.0 

合計／平均 6,592 79.7 6,621 80.1 

※小数点第２位を四捨五入
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○施設利用者内訳                                    （単位：人） 

種別 平成 27年度 平成 28年度 

福祉関係 67,952 64,937 

行政等 25,105 28,203 

医療関係者 9,443 11,411 

一般 36,591 44,531 

社協 45,712 41,791 

合計 184,803 190,873 

 

 

イ ボランティアセンター諸室  

点字製作室・録音室の自主運営委員会や、利用団体交流会等の場での意見をふまえ、よ

り活動のしやすい環境づくりに努めました。27 年度より設備使用登録団体数が減少はし

たものの、録音室を除き稼働率は増加しました。 

 

○施設利用件数・稼働率 

種別 
平成 27年度 平成 28年度 

件数(件) 稼働率(％) 件数(件) 稼働率(％) 

ボランティアコーナー 548 60.8 583 63.9 

点字製作室 408 45.3 430 47.1 

録音室 436 48.4 400 43.8 

ボランティアスペース 413 45.8 477 52.2 

ボランティアルーム 

/テープ受発送プリント室 
450 49.9 559 61.2 

 

 

種別 

平成 27年度 平成 28年度 

団体利用件数 

（件） 
利用人数（人） 
（個人･団体含む） 

団体利用件数 

（件） 
利用人数（人） 
（個人･団体含む） 

プレイルーム 106 7,529 122 10,614 

 

（３）広報・利用促進への取組について 

ＪＲ・市営地下鉄桜木町駅至近という利便性に優れた立地条件を生かし、センターを福

祉保健活動に有効にご活用いただけるよう、利用が想定される方へ以下のとおり情報提供

を積極的に行いました。 

 

ア 社会福祉団体の利用促進に向けた定期的な周知 

本会のネットワークを生かし、福祉関係団体や会員団体に施設案内チラシを配布しまし

た。また、本会ホームページに常時施設利用情報を掲載するとともに、市民活動・ボラン

ティア活動情報誌「福祉よこはま」へ施設情報を掲載しました。 
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○地区センター等へのリーフレットの発送 171か所 1,180部 

○会員団体向けチラシの発送 1,334件 

○福祉よこはま 

・No.183にて最終ページに社会福祉センターの PR記事を掲載 

発行部数：50,000部（点字版・録音版 各 100部） 

配布先：横浜市内のＰＲボックス、社会福祉施設、病院等 

○インターネットの活用 

・施設利用情報をホームページに掲載 

 

（４）事件・事故の防止及び緊急時に向けた取組 

利用団体が安心・安全に施設を利用できるよう、管理業務や日常の施設点検に取り組む

とともに、緊急時に備えた訓練や職員研修を実施しました。 

 

ア 事件・事故防止について 

日常的には、センターの警備を委託している警備会社により防犯カメラによる 24時間確

認を行うとともに定期的に巡回し、施設の安全管理に努めました。合わせて、平日は 8：30

から 17：00まで、1階福祉ロビーに案内係又は警備員を配置し、入退館者への案内と安全

確認を行いました。 

事故を未然に防ぐため、日常点検に加え月１回の機材点検日を設定し、定期的な施設・

設備の点検を行うことで、机のがたつきやイスのネジのゆるみ等の小さい不具合も早期に

発見し、修繕につなげました。 

また、全体ミーティングで事故防止策や設備・備品の不具合等の確認・共有を行い、危

機意識の醸成につなげました。 

なお、平日夜間や土日祝日については、社会福祉センターとして独自に警備会社と契約

を結び、警備体制を強化しました。 

 

イ 緊急時の対応について 

事故発生時、速やかに対応できるよう、事故対応マニュアルを整備しています。 

また、災害発生時にも、利用者を避難誘導し、安全確保に努めるとともに、消防、警察、

横浜市をはじめとした関係機関への通報等を行います。なお、二次災害の発生を防止でき

るようにマニュアルを整備しています。 

健康福祉総合センター入居団体と合同で、防災訓練を実施しました（年２回）。通報・消

火・避難誘導訓練の他、建物管理委託業者による、建物内の消防設備等とその取扱方法に

ついての説明会を開催し、防災意識の向上につとめました。 

 

（５）利用者等のニーズ、苦情・要望への対応 

センターの運営について、利用者からの意見を運営に反映させるためアンケートを実施

し、研修内容として希望があった広報について「利用団体交流会」で研修を開催しました。 

また、利用者アンケートの実施、ご意見箱の設置など複数の意見聴取の手段を設け、一

つでも多くのニーズの把握に努めました。 

 

ア 横浜市社会福祉センター利用団体交流会 

・開催日：平成 29年２月 20日(月) 

・参加者：計９団体 13名 

・内 容：研修「広報力アップ！仲間を集めよう リーフレット作成講座 

 

イ 利用者アンケートの実施と意見の反映について 

会議室等の利用者から、利用終了後のアンケートにより意見・要望をいただき、快適

な会議室等の提供に向けて改善に取り組みました。 
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○利用者アンケート結果 

回答項目 回答件数（件） 割合（％） 

良い 3,296 72.4 

普通 602 13.2 

悪い 2 0.1 

無回答 652 14.3 

合計 4,552 100.0 

 

○主な改善内容 

・ホールロビーへの利用者用内線電話の設置 

 

ウ 「ご意見箱」による意見聴取と反映について 

各階に「ご意見箱」を設置して利用者から要望・意見等をいただき、快適な会議室等の

提供に向けて改善に取り組みました。また、インターネット上でもご意見を受け付けまし

た（28 年度はインターネットからの受付件数 0件）。 

 

○利用者の声 ７件 

（内訳） 

・施設の利用、設備・備品等に関するもの ５件 

・会場利用の開始時間や空調設備に関するもの １件 

・社会福祉センター以外に関する意見 １件 

 

○主な改善内容  

・ホールの座席案内図の誤りを修正。 

・ホールの避難経路図が実際の配置と天地逆となり見にくい状態だったものを修正。 

 

 

４ センターで実施する事業について 

（１）ボランティアセンター事業 

ボランティアセンター事業は、センターの実施事業であるとともに、本会の中核的な事

業です。市域の中核的組織として、本会の全市的なネットワークを生かし、新たなニーズ

や課題に対応した活動を行うため団体の育成や、団体間のネットワークづくり、連携、市

域での広域的な課題解決に取り組みました。 

 

ア ボランティアに関する相談対応 

○インターネット媒体を活用したコーディネート 

区ボランティアセンター（区社協）や市民活動団体、福祉施設等のボランティア募

集状況を適時に把握し、ホームページ上での周知・広報を支援しました(掲載件数は

Ｐ.８参照)。 

 

○中間支援組織との連携 

・横浜サンタプロジェクトへの参加 

「横浜を笑顔でいっぱいに！」をテーマとした市内の企業、NPO 等による社会貢献イ

ベント「横浜サンタプロジェクト」に参加し、サンタ訪問先（児童福祉施設等）の調

整等コーディネートやヨコハマ寄付本を活用した「BOOKブック Market」の出店を行い

ました。これにより、市内 NPO（アクションポート横浜）や企業等とのネットワークに

よる協働事業を推進しました。 
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日時：平成 28年 12月 10日（土） 

場所：パシフィコ横浜円形広場 

参加者：企業・団体社員(サンタ役) 830名 

対象者：訪問先の子ども達など 約 400名 

   

   ・市民活動支援センターとの災害時対応について意見交換 

    NPOや市民活動支援団体の支援を行っている市民活動支援センターと、災害時の 

   対応について情報共有・意見交換を行いました。 

    日時：平成 29年 1月 31日(水) 

    内容：災害時のボランティア対応について 

       本会及び市民活動支援センターにおける被災地支援について 

 

イ 新たなニーズ・課題に対応したボランティア事業の展開  

地域の居場所や社会参加のきっかけとしてボランティア活動を希望する方について、専

門相談を行っている機関と連携して、相談対応及びコーディネートを行いました。 

また、実際にボランティアの受け入れを行う区ボランティアセンター担当職員や地域ケ

アプラザ職員等のコーディネート力を高めるため、障害理解を中心に、課題解決に必要な

スキルなど事例を通して学ぶ研修会を実施しました。 

 

○関係機関との連携 

青少年相談センターや若者サポートステーション等、当事者の福祉課題・生活課題

に対応している団体や機関と連携し、情報交換をしながら、活動を希望する方の気持

ちに添ったコーディネートを行いました。 

 

○相談件数（延べ） 

・相談件数  ４件 

・新規活動者 １名（受入先：区社協） 

 

○区ボランティアセンター担当者向け研修会の開催 

・日 時：平成 28年 11月 30日(水)13：00～17：00 

・内 容：社協ボランティアセンターの役割と相談業務について 

     グループワーク 

・講 師：小野 智明 氏（横浜創英大学 こども教育学部）  

・参加者：区ボランティアセンター担当職員 10人  

    

○ボランティアコーディネーター向け研修会の開催 

第１回 

・日 時：平成 28年 10月 11日（火）10：00～12：00 

・内 容：障害のある人のボランティア活用について 

     知的障害の理解を中心にコーディネートについて研修を実施しました。 

・講 師：中野 敏子 氏（明治学院大学名誉教授） 

・参加者：区社協担当職員 

区ボランティアセンターコーディネーター 

     地域ケアプラザ地域交流コーディネーター  計 30名 
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第２回 

・日 時：平成 29年３月 14日（火）10：00～12：00 

・内 容：精神障害者の特性を理解し、対応のコツを学ぶ 

・講 師：田原 智明 氏（横浜市総合保健医療センター） 

・参加者：区社協担当職員 

区ボランティアコーディネーター 

     地域ケアプラザ地域交流コーディネーター  計 26名 

 

ウ アクティブシニアの活躍の場づくりの検討・実施 

市老人クラブ連合会が行う各区のシニア大学において、ボランティア活動への参加促進

のための講座を行いました。 

 

エ その他の相談対応 

ボランティア等市民活動団体からの団体の設立・活動の拠点・財源に関する相談や市民

からの講座や研修に関すること、区域を限定しないボランティア活動に関する相談、また

公的サービスに関する問い合わせなど、様々な相談に対応しました。 

 

（単位：件） 

項目 
27年度 28年度 

件数 調整数 件数 調整数 

制度・グループ・一般情報 223 214 267 194 

助成金 31 23 13 12 

技術・講座 37 151 19 89 

企画・プログラム 16 54 9 7 

ボランティア関連相談 378 836 270 609 

機材貸出相談 9 14 10 25 

寄付関連相談 96 250 84 241 

その他の情報 188 394 410 274 

合計 978 1,936 1,082 1,451 

 

（２）ボランティアに関する情報収集・提供 

関係機関と連携し、市内のボランティア関係情報を収集・発信しました。 

 

ア 主な情報提供の方法  

○ボランティアセンター ホームページの運営 

横浜市ボランティアセンターのホームページの充実（見やすさの向上、迅速な情報

提供等）を図りました。 

アクセス数は 27年度と比べ約３万件減となりましたが、４～７月にアクセスが多く

なっており、４月に発生した熊本地震によりボランティア情報検索が集中したためと

考えられます。 
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・年間アクセス件数     （単位：件） 

 

 

 

 

・情報掲載件数                   （単位：件）   

 

 

 

 

 
 

 

 

○facebookを活用した情報発信 

横浜市ボランティアセンターの Facebookページを活用し、日々の活動・業務の様子

などの定期的な情報発信に取り組みました。 

（単位：件） 

 

 

 

 
 

〇ボランティア情報配信サービスによる情報配信 

  横浜市内市域と区域のボランティア募集、講座・イベント情報について、メールア

ドレスを登録した方に配信しました。 

（単位：件） 

 

    

 

○市民活動・ボランティア活動情報誌「福祉よこはま」による情報発信 

・発行：年４回 

・平成 28年度発行部数 ：50,000部（点字版・録音版 各 100 部）／１回 

・平成 28 年度配布先 ：9,265 件 

※福祉よこはま No.183（３月発行分）に社会福祉センターの紹介記事を掲載 

 

○社会福祉センター内掲示板による情報の提供 

センター内の掲示板を利用し、ボランティアに関する情報や社会福祉協議会の事業

などの紹介を行いました。また、情報の分類と項目の表示を設置し、より見やすい工

夫を行いました。 

 

27年度 28年度 

443,505 414,999 

 27年度 28年度 

ボランティア情報 134 141 

講座・イベント情報 86 97 

助成金情報 69 59 

合計 289 297 

 27年度 28年度 

情報掲載件数 38    88 

「いいね」件数 131    86 

 27年度 28年度 

配信件数 45 88 
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（３）横浜市社会福祉センターの特色を生かした独自性のある事業の実施 

ア 団体の特性を生かした協働促進 

○災害ボランティアセンター図上シミュレーション訓練 

災害時における各区災害ボランティアセンターと市災害ボランティア支援センター

の連携及び各区間での連携についての検証を目的として、図上訓練とシミュレーション

訓練を実施しました。 

・開催日：平成29年2月5日（日） 

・参加者：50名 

 

○災害ボランティアコーディネータースキルアップ研修 

災害ボランティアコーディネーターのスキルアップのための研修会を実施しました。 

・開催日 ：平成28年11月11日（木） 

・内容 ：災害ボランティアセンターを支援する仕組みを学ぶ 

・講師 ：明城 徹也氏 

（NPO法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク 事務局長） 

   ・参加者 ：75名 

 

〇他都市ボランティアセンターとの連携 

全社協や県社協等が主催する各種会議に参加し、ボランティアについての情報共有

等をはかりました。また、日常的な業務においても、他都市のボランティアセンター

と連携して、ボランティア相談の解決や、各種事業の円滑な推進を図りました。 

 

イ 広域・専門的なサービスの提供 

○区ボランティアセンターへの支援 

課題解決への取組や情報交換を目的とした区ボランティアセンター担当者会議を

開催しました。 

・開催日：平成 28月５月 31日(金)、９月 21日（水）、平成 29年２月 24日(金) 

・参加者：各区ボランティアセンター担当職員（のべ 39名参加） 

・内容  ：VCヘルパー、メール配信システムの運用方法について 

ボランティア保険、事業実績ガイドラインについて、 

各区の情報交換など 

 

○市民活動団体への情報の提供 

ホームページ等を活用し、助成金や活動場所等に関する情報提供を行いました。 

(Ｐ.８参照) 

 

○視覚障害者プライベートサービス 

視覚障害者からの音声訳、点訳、対面朗読・代筆の依頼について個別対応しました。 

 

（単位：件） 

 27年度 28年度 

点訳 0 1 

音声訳 1 2 

対面・代筆 20 12 

デイジー（※） 17 19 

※視覚障害者や普通の印刷物を読むことが困難な人のためのカセットに

代わるデジタル録音図書 
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（４）市民・ボランティア団体等の交流に関する事業 

ア 企業の地域貢献活動の支援 

多くの企業が集まるみなとみらい地区等に近接している立地を生かし、企業の地域貢献

活動の支援に積極的に取り組んでいます。 

○コーディネートの実施 

コーディネート件数 45件 

（※ジョインと・よこはまを活用しコーディネートした事例、物品寄付含む） 

    コーディネート例 

    ・携帯電話関連事業を行っている企業による「スマホ・タブレット何でも相談会」 

を市内老人福祉センターや子育て支援拠点で実施しました。 

    ・企業の地域貢献活動への取組として、市内で活動している子ども食堂へ食材 

提供についてコーディネートしました。 

    ・社内で取り組める地域貢献活動として、ヨコハマ寄付本への取組を推進しま 

した。 

     

  ○よこはま障害者共同受注センターと協働した地域貢献活動の取組 

    企業内で気軽に取り組める地域貢献活動として、障害者福祉施設の製品を活用した社 

内販売の取組を推進し、企業と地域がつながるきっかけ作りを行いました。 

・取組企業 ３件  

・協力施設 ８施設 

      

〇MMcc(みなとみらいコミュニティクラブ)への参加 

みなとみらい地区の企業・団体の一員として、毎月 MMcc（みなとみらいコミュ 

ニティクラブ）世話人会に参加し、企業人ができる貢献活動として、ヨコハマ寄付本 

やサンタプロジェクト等取り組みやすい活動ツールの紹介を行いました。 

 

イ 点字製作室・録音室自主運営委員会の開催 

点字製作室・録音室は登録団体による自主運営委員会により利用調整を行っていますが、

利用促進のため、この運営委員会との協議を行う場を設けました。 

自主運営委員会での要望に対して、録音機材のメンテナンスや、老朽化したパソコンを

更新し、円滑な活動の継続支援を行いました。 

・点字製作室 自主運営委員会：12 月 15日実施 ６グループ出席 

・録音室、テープ受発送プリント室 自主運営委員会：12月 14日実施 ７グループ出席 

 

ウ 精神保健ボランティア活動の支援・交流 

〇精神保健福祉ボラネットよこはま連絡会の開催 

市内の精神保健ボランティアグループのネットワーク化を図るため、「精神保健福祉

ボラネットよこはま連絡会」を開催しました。 
・開催日 ：平成 28年６月 30日、９月 30日、２月 23日（計３回） 

・内容 ：人権についての研修（第 1回にて） 

「アラヤシキの住人たち」上映会について 

各グループにおける課題について意見交換 

今後の方針について 等 

・参加団体数：14団体 
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〇上映会の開催 

精神保健福祉ボランティア関係者及び当事者、精神保健福祉ボランティアに興味が

ある市民に対し、障害者への理解を深め、活動するきっかけにしてもらうための啓発

講座として上映会を開催しました。 

・開催日  ：平成 28年９月４日（日） 

   ・内容   ：「アラヤシキの住人たち」上映会および講演 

          講演…真木共働学舎 代表 宮嶋信氏 
   ・参加者  ：130 名 
 

 

５ 収支改善への取組について 
（１）利用料収入について 

平成 28 年度の利用料収入については、次のとおりとなりました。 

また、利用料収入の増加に向けて、他の会議室と比べて時間帯によって比較的空室のあ

る軽運動室とホールの利用を促進するために周知・広報活動を行いました。 

 

(単位：千円) 

 27年度 28年度 

利用料収入 7,680 7,805 

（注）利用料は原則として前金払いとなっておりますが、一部後払いとなるものがあるため、

最終的な利用料収入(8,813千円)と差異が生じます。 

 

（２）新規利用獲得の取組 

福祉関係団体や会員団体・地区センター等に施設案内チラシを配布しました。また、本

会発行の市民活動・ボランティア活動情報誌「福祉よこはま」へ施設情報を掲載しました

（再掲）。 

○地区センター等へのリーフレットの発送 171か所 1,180部 

○会員団体向けチラシの発送  1,334件 

○福祉よこはま 

・No.183にて最終ページに社会福祉センターの PR記事を掲載 

・発行部数 ：50,000部（点字・録音版 各 100 部） 

・配布先 ：横浜市内のＰＲボックス、社会福祉施設、病院等 

○インターネットの活用 

・施設利用情報をホームページに掲載 

 

（３）経費削減への取組 

指定管理者として適正で効率的な運営を行うため、本会が複数の指定管理施設を受託し

ている利点を生かし、経費の削減や資源の有効活用に努めました。 

また、横浜市の脱温暖化行動方針を推進し、冷暖房を適温に設定し、始業前・終業後の

不要な照明、利用していない区画の消灯、利用していない事務用機器・電気機器の電源を

落とすなどの工夫により、同様に経費の削減やエネルギー資源の有効活用に努めました。 

○コピー用紙等事務経費の一括入札の実施 

○複数の業者による見積の徴取 

○調光機能付き照明設定、館内照明間引き 

○各区画の空調を 30 分間ずつ交代に運転停止（７階南側～10階南北側） 

○機材点検日については、全て 17 時 15分に運転停止（７階南側～10 階南北側） 

○３台あるエレベーターを時間帯により２台のみの稼働とする 



 

横浜市社会福祉センター 平成２８年度事業 自己評価書 
 

１ 職員の配置及び育成について 

№ 評価項目 実 績 評 価 

１ 市民利用窓口職員

の配置 

別添事業報告書

Ｐ.１ 

職員配置の工夫により、市民の方をできるだけお待た

せさせることなく円滑に応対することができました。ま

た、ボランティアコーディネートについても、随時対応

可能にすることで効率的かつ効果的に行うことができ

ました。 

 

２ 職員育成 別添事業報告書

Ｐ.１ 

職員ミーティング、接遇・マナー研修の実施や、新人

窓口職員へのＯＪＴの実施などにより、知識や技術の向

上に努め、市民の方へのサービス向上へつなげました。 

 

 

２ 施設の管理運営について 

№ 評価項目 実 績 評 価 

１ 施設の管理・修繕 別添事業報告書 

Ｐ.１,２ 

定期点検・メンテナンス、日常点検により不具合等の

早期発見に努めました。 

発見した不具合等は優先度をつけて修繕を行うこと

で事故等を防止し、利用者が快適・安全に施設を利用で

きる環境を整えることができました。 

本センターは築後30年以上が経過していることから、

修繕箇所は増えていますが、今後も優先順位をつけて施

設・設備の修繕を行ってまいります。 

 

２ 施設の運営（貸出

状況） 

別添事業報告書

Ｐ.２,３ 

会議室については、稼働率の年度目標（75％）を達

成し、27年度よりも稼働率が微増しました。 

ホールについても、稼働率の年度目標（60％）を達

成し、27年度よりも稼働率が増加しました。 

軽運動室については、25 年４月の有料化に伴い、26

年度は稼働率が減少しましたが、その後立地の良さ等

から利用団体が増えたと考えられ、年々稼働率は回復

しており、28 年度は 27年度よりも増加しました。 

 

３ 広報・利用促進へ

の取組 

別添事業報告書

Ｐ.３,４ 

駅至近という利便性に優れた立地条件を生かし、利

用が想定される福祉関係団体等に、リーフレットやチ

ラシの発送など情報提供を積極的に行いました。 

また、広報紙「福祉よこはま」に社会福祉センター

の PR 記事を掲載したほか、施設利用状況を本会ホーム

ページ上に掲載するなど、より多くの市民の方の目に

とまるよう努めました。 

 



 

 
４ 事件・事故の防止

及び緊急時に向け

た取組 

別添事業報告書

Ｐ.４ 

利用団体が安心・安全に施設を利用できるよう、24

時間体制の警備を行ったほか、日常点検に加え月１回の

機材点検日を設定し、定期的な施設・設備の点検を行い

ました。 

また、緊急時に備えたマニュアルの整備や、健康福祉

センター入居団体合同の防災訓練の開催（年２回）など

により、緊急時に速やかに対応できる体制づくりに努め

ました。 

 

５ 利用者等のニー

ズ、苦情・要望へ

の対応 

別添事業報告書

Ｐ.４,５ 

センターの運営について、利用者からの意見を運営に

反映させるためアンケートを実施し、希望があった「広

報についての研修」を「利用団体交流会」で実施しまし

た。 

また、利用者アンケートの実施、ご意見箱の設置な

ど複数の意見聴取の手段を設けてニーズの把握を行う

とともに、快適な会議室等の提供に向けて改善に取り

組みました。 

 

 
３ センターで行う事業について 

№ 評価項目 実 績 評 価 

１ ボランティアセン

ター事業 

別添事業報告書

Ｐ.５～７ 

市ボランティアセンターの広域的な情報網などを生か

し、ボランティアに関する相談だけでなく、講座・研修

や助成金に関する相談など、様々な相談に対応すること

ができました。 

また「新たなニーズ・課題に対応したボランティア事

業の展開」として関係諸機関と連携し、地域の居場所や

社会参加のきっかけとしてボランティア活動を希望する

方へ、相談・コーディネートを提供したことで、結果、

新規相談者の活動につながりました。 

 一方、区ボランティアセンター担当職員やボランティ

アコーディネーター向けには、多様なニーズへの対応を

学ぶ研修会を実施し、コーディネート力の向上に努めま

した。 

 

２ ボランティアに関

する情報収集・提

供 

別添事業報告書 

Ｐ.８,９ 

ホームページについては情報掲載件数を増やしまし

が、年間アクセス数は減少しました。また、４月に発生

した熊本地震により４～７月にボランティア情報検索が

集中しました。 

facebookページについてはボランティアセンターに掲

載したボランティア情報と連動させ、情報掲載件数が27

年度より多くなりましたが、「いいね」件数は減少して

おり、facebookページの認知度の向上や親しみやすい内

容の掲載が必要などの課題があります。 

また、メールアドレスを登録した方にボランティア情

報を配信する「ボランティア情報配信サービス」につい

ては、内容の充実やレイアウトの改善等を図りました。 

 

 



 

 
３ 横浜市社会福祉セ

ンターの特色を生

かした独自性のあ

る事業の実施 

別添事業報告書 

Ｐ.９ 

市域・区域ともに活動を行っている災害ボランティア

ネットワークについて、市と区の相互連携やスキルアッ

プを目的に、災害ボランティアセンター図上シミュレー

ション訓練やスキルアップ研修を実施しました。区域で

の課題を持ち寄り、解決に向け近隣区や市域での情報交

換・共有を行うことができました。 

また、ボランティア相談の中で区域に収まらない相談

に対して、各区ボランティアセンターや他都市ボランテ

ィアセンターとも情報共有を行いながら、活動紹介や情

報提供を行いました。 

ホームページ等を活用して、市民活動団体へ様々な助

成金情報や活動場所等に関する情報提供を行いました。 

 

４ 市民・ボランティ

ア団体等の交流に

関する事業 

 

 

 

別添事業報告書

Ｐ.10～11 

 

 

 

45件のコーディネートを実施し、「企業の地域貢献活

動」を支援しました。ボランティア団体や地域を意識し

コーディネートを実践しました。また、よこはま障害者

共同受注総合センターわーくると協働し、障害者福祉施

設の製品を利用した貢献活動にも取り組み、企業と地域

のつながりづくりのきっかけを作りました。 

 市内で活動する精神保健ボランティアグループのネ

ットワーク化を図るため、市域の連絡会を開催しまし

た。また、障害者への理解を深め、活動するきっかけに

してもらうための啓発講座として「アラヤシキの住人た

ち」の上映会を開催し、他のボランティアグループや市

民等130名が参加しました。 

 社会福祉センター利用団体を対象とした交流会では

アンケートにより希望のあった広報に関する研修を開

催し、団体のスキルアップに役立てていただきました。 

 

 
４ 収支改善への取組について 

№ 評価項目 実 績 評 価 

１ 利用料収入 別添事業報告書

Ｐ.11 

 

利用料収入の増加に向けて、他の会議室と比べて時間

帯によって比較的空室のある軽運動室とホールの利用

を促進するために周知・広報活動に努めました。 

 

２ 新規利用獲得の取

組 

別添事業報告書

Ｐ.11 

福祉関係団体や会員団体・地区センター等に施設案

内チラシを配布しました。また、本会発行の市民活動・

ボランティア活動情報誌「福祉よこはま」へセンター

の PR 記事を掲載しました（再掲）。 

 

３ 経費削減への取組 別添事業報告書

Ｐ.11 

本会が複数の指定管理施設を受託している利点を生

かし、コスト削減を図ることができました。 

また、横浜市の脱温暖化行動方針を推進し、冷暖房

の適温設定などの工夫により、エネルギー資源の有効

活用に努めました。 

 

 



収入 （単位：円）

予算額 決算額 差引 備　考

122,565,000 122,565,000 0

0 0 0

7,881,000 7,805,240 75,760

0 0 0

7,881,000 7,805,240 75,760

250,000 298,662 ▲ 48,662

250,000 298,662 ▲ 48,662 ﾘｿ･ｺﾋﾟｰ代､点訳資料代等

0 11,310 ▲ 11,310 施設内公衆電話利用料、会場利用料過年度振替分等

0 1,028 1,028

130,696,000 130,681,240 ▲ 14,760

支出

予算額 決算額 差引 備　考

23,520,000 23,124,167 395,833

5,089,000 5,416,320 ▲ 327,320

1,222,000 1,901,545 ▲ 679,545

158,000 86,720 71,280

1,975,000 2,135,150 ▲ 160,150

13,720,000 11,873,836 1,846,164

1,356,000 1,710,596 ▲ 354,596 社会保険料等

218,000 163,840 54,160

58,000 31,440 26,560 職員健康診断費用等

120,000 92,400 27,600 接遇研修講師謝金等

0 0 0

40,000 40,000 0 サピエ（視覚障害者情報提供ネットワーク）図書館年会費

106,015,000 100,019,353 5,995,647

283,000 91,000 192,000 サピエ（視覚障害者情報提供ネットワーク）図書館　費用弁償等

64,000 13,756 50,244

2,424,000 2,525,253 ▲ 101,253 消耗品等の購入

820,000 701,703 118,297 プロジェクター、パソコン、プレイルーム遊具等

3,055,000 1,751,049 1,303,951 センターリーフレット印刷、福祉よこはま経費等

18,100,000 15,911,538 2,188,462 電気・ガス・水道料金

1,580,000 664,781 915,219 ※修繕一覧参照

766,000 869,627 ▲ 103,627 郵券、宅配便、電話代等

0 0 0

70,000 0 70,000 印刷製本費等から執行

75,998,000 74,027,600 1,970,400 ※業務委託報告書参照

20,000 0 20,000

95,000 93,740 1,260 施設賠償責任保険料

1,215,000 1,084,926 130,074 コピー機リース料、AEDリース料等

1,510,000 2,269,835 ▲ 759,835

15,000 14,545 455 NHK受信料

0 0 0

0 0 0

0 97,107 ▲ 97,107

0 97,107 ▲ 97,107 過年度分廃棄物回収負担額

0 0 0

943,000 1,250,248 ▲ 307,248

130,696,000 124,654,715 6,041,285

6,026,525

項目

平成28年度 指定管理事業収支決算書

項目

横浜市指定管理料

分担金収入

事業収入

利用料収入

参加費収入

負担金収入

利用料等負担金

雑収入

受取利息配当金収入

収入計

諸謝金

人件費

職員俸給

職員諸手当

非常勤職員給与

法定福利費

事務費

通勤手当

職員賞与支出

福利厚生費（事務費）

研修研究費（事務費）

消耗品（事務費）

諸会費（事務費）

事業費

賃借料

旅費交通費

消耗品費

器具什器費

印刷製本費

水光熱費

修繕費

会議費

通信運搬費

広報費

業務委託費

手数料

損害保険料

支出計

収入計－支出計

租税公課

教養娯楽費

蔵書購入

雑費

分担金支出

事業区分間繰入金支出

その他の支出

雑支出
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