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平成 29 年度 福祉保健活動拠点事業報告書 

１ 施設名 

  横浜市中区福祉保健活動拠点（愛称）なかふく 

２ 事業報告 

（１）施設の適正な管理・運営について 

 

 

ア 施設の維持管理について 

 

 ＜開館時間＞  

 「横浜市福祉保健活動拠点条例施行規則」に基づき、年末年始・建物管理上必要な点

検日を除き、祝日を除く月曜日から土曜日、午前９時から午後９時まで、日曜・祝日

は午前９時から午後５時まで開館しました。  

  平成 29 年度は運営中の事故やご利用者からの苦情もなく、本拠点を適正に運営する

ことができました。 

 

 ＜警備業務について＞  

  本拠点が所在する建物を所有・管理している産業貿易センターならびに 24 時間体制

で警備業務を行っている警備会社と必要に応じて調整を行い、管理運営に要するコス

ト削減と利用者が常に安心して安全に利用できるように努めました。  

  日曜・祝祭日午前９時の開館確認（不具合の際は警備会社から連絡が入る）や、拠

点内３か所に設置されている非常警報装置が作動したときは警備員が駆け付けるよう

にしています。  

 

 ＜建物・設備の保守点検＞  

  日々の確認に加え、毎週目視で拠点内の点検（床、壁面、照明、設置品等）を実施

し利用者の安全確保に努めました。 

  本年度は対面朗読室のスライドドアが故障したため、区と協議のうえ改修を行いま

した。  

 

 ＜清掃業務について＞   

  清掃業務に関しては産業貿易センターが委託している業者と同業者に委託し、効率

化を図りました。清掃区域、仕様書或いは清掃作業基準表による内容・方法の明記、

業務記録、要員、作業時間などを盛り込んだ契約を締結し、業務委託を行いました。

共用部分のうちトイレ、エレベーターホール、廊下およびカーペットについて、毎日

清掃を実施。専有部分の日常清掃は月～土曜の毎日床清掃とごみ回収を委託し、定期

清掃として毎月または隔月、ワックス塗布、窓拭き月１回を実施しました。  

  廃棄文書処理については、別に専門業者により適切に実施しました。  

  害虫駆除（年２回）については、産業貿易センターにより実施されました。  

  日々の拠点内の清掃については、使用者が使いやすい場所に清掃道具を常置し、職

員や利用者が迅速に清掃できるようにし、また消毒用アルコールも常備し、常に清潔

を保っています。建物・設備については朝夕目視での確認を行い日常的な取組を行っ

ています。  

 

  施設の管理業務を行う拠点担当者（休日・夜間非常勤職員）については、詳細な業

務マニュアルに基づいた管理と共有（月１回定例会）を行い、安全でより使いやすい

施設の運営に努めました。  
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ウ  緊急時（災害・事件・事故等）の体制及び対応について  
 
＜連絡体制・マニュアルの整備＞  

  危機管理運営マニュアルにより地震、火災、台風など悪天候が起きた場合の連

絡体制・対応の手順を定め、緊急時に備えました。拠点案内図に消火器・非常口

の記載を加えました。  
 
＜職員の役割分担＞  

  事務局長を防火管理者および自衛消防隊長として、その下に事務局次長を防火

責任者および通報連絡員、また火元責任者に職員１名を任命しています。  

  また、自衛消防隊長の指揮下に初期消火班、通報連絡班、避難誘導班を置き、

各職員は必ずこのいずれかに属することとし、有事の際には、それぞれが役割分

担して災害の拡大防止にあたる体制を整えました。自衛消防組織および任務分担

図を拠点内に掲示し、施設利用者も確認できるようにしています。  

  また、年に１度自主的に災害時を想定し利用者避難誘導の実施研修を行ってい

ます。  
 
＜地域や関係機関との連携体制＞  

  産業貿易センターに入居している各事業所、テナントと協力して総合防災計画

に基づく合同防災訓練に年２回参加し、利用者の避難誘導・安全確保を確認、発

災時に備えました。また、震災など有事の際には、防災拠点として中区役所、横

浜市役所、横浜市社会福祉協議会などと協力しながら、罹災者の一時避難と救

護、救援物資の調達やボランティアのコーディネートなど、防災に積極的に取り

組む体制を整えています。  
 
＜防犯対応＞  

  開館時には事務所に常に１名以上の職員を配置し、適時館内巡回や来場者への

声掛けを行い、不審者が侵入しないようにしました。  

  現金等扱う場合は２名以上で取扱い、金庫開閉記録、現金出入管理簿を作成

し、金庫内の現金把握を徹底し、併せて速やかに銀行口座入金を行い、事務所内

に必要以上の現金を保管しないことを徹底しています。  

  コピー機はコインカウンター機を導入。印刷機は団体ごとに印刷カードを登

録・発行し、半期ごとに請求し口座入金支払いを徹底し、窓口での現金受け渡し

の回数を減らしています。  

  また、万が一不審者が侵入した場合に備え、事務所内３か所にビル防災センタ

ーに直結する非常通報装置を設置しています。  

イ  苦情受付体制について  

＜苦情への対応＞  

  横浜市中区社会福祉協議会（以下、本会と言います。）の苦情解決規則に基づ

き、所定の手続きにて苦情の受付、報告、解決・調整、結果報告を行い、苦情の

適切な解決、問題の再発防止と市民サービスの向上を図りました。  

  なお、責任を明らかにするため、本会事務局長と職員１名をそれぞれ苦情解決

責任者、苦情解決担当者に任命し、館内数か所に掲示し実務に当たりました。  

  平成 29 年度は拠点に関する苦情の受付はありませんでした。（再掲）  

 

＜窓口満足度調査・ご意見箱の設置＞  

  利用者の要望や意見を拠点の運営に活かすために、利用者を対象に調査を行

い、その結果に基づいて改善やサービスの向上に努めました。結果は職場内で共

有し改善策を立て、館内に掲示、横浜市社会福祉協議会のホームページに掲載。

また利用調整会議にてその内容を報告し、業務改善に反映させ、サービスの改

善・向上へつなげました。また、窓口にご意見箱を設置し、年間を通じて利用者

のニーズ把握に努めました。  

 【窓口満足度調査】平成 29 年 11 月 回答者数：243 人 
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エ 個人情報保護の体制及び取組について 

 「本会の保有する個人情報の保護に関する規程」に基づき、保有する個人情報の

適切な取扱いの確保と個人の権利利益の保護を目指し、事務局長を以て充てる個

人情報保護管理者は、会長の指示およびこの規程の定めに基づいて適正管理対策

の実施、従事者に対する教育・事業訓練等を行いました。  

  また、各職員にあっては上記の規程を遵守するとともに、個人情報の保管につ

いては施錠可能なロッカー等への収納やパソコンのパスワード設定などを行い、

業務上、伝達する必要がある場合には機密保持、住所・氏名等、個人が特定され

ないような方法によるものとしました。  

  また窓口やＦＡＸ等で受け取った個人情報は独自のファイルにて管理し担当者

に引き継ぐ方法とし、日常的に個人情報保護に努めました。  

  不要になった個人情報についてはシュレッダーによる裁断、信頼できる処理業

者による処理を行いました。  

 

 

（２）職員配置・育成について  

オ  環境への配慮及び取組について  

＜ゴミの発生抑制に関する取り組み＞  

  ヨコハマ３Ｒ夢プランの方針に沿って、①ゴミをなるべく出さない ②ゴミの

適切な分類による廃棄 ③リサイクル推進を三本柱に、利用者にもゴミの持ち帰

りを呼びかけ、ゴミゼロ推進運動に取り組みました。  

＜再利用・再使用に関する取り組み＞  

  事務用消耗品のうち大きな比率を占めるコピー用紙や封筒、ファイルなどの紙

類を中心に再利用を行いました。  

＜リサイクルに関する取り組み＞  

  拠点内にペットボトル、プラスチック、缶・びんの資源回収ボックスを設置す

るとともに、電池、小金属片を分類して廃棄できるよう、専用の箱を用意してい

ます。紙類のうち再利用しないものは、ミックスペーパー、コピー用紙、雑誌に

別けて回収できる箱を用意して資源の有効活用に努めました。  

  また、事務用品等の購入に際しては、再生紙、再生トナー、ペットボトル再利

用のプラ製品、エコ商品を選択するように心がけました。  

  印刷機、コピー機のインク空容器は業者に戻し、リサイクル品を購入していま

す。  

＜省エネの取り組み＞  

  利用室内の照明を活動の妨げにならない本数に減らしています。また、拠点内

に節電のお願いポスターを掲示。利用のないときは廊下などこまめに消灯しまし

た。拠点内にその他「夏季は 28 度、冬季は 22 度」を目安とするポスターと省エ

ネルギー行動として本会の「季節に合うライフスタイル」を掲示し、利用者へご

理解とご協力をお願いし節電に努め昨年よりも電気代減につながりました。  

ア  職員体制について  

  平日・時間内（月～金の午前９時～午後５時）については、指定管理者として

定められた人数を上回る職員配置をすることによって、来場者やサービス利用、

電話相談などに十分な人員を満たしました。（およそ常勤職員２名、非常勤職員

3.5 名以上）  

  また、土曜日の午前９時～午後５時までは、常勤・非常勤職員各１名が配置さ

れているほか、夜間・日曜・祝日については、非常勤職員１名が勤務する体制を

取りました。  
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イ  職員の研修計画について  

  横浜市社会福祉協議会が毎年企画・実施する体系的な①人権研修などの基本的

研修、②中堅研修や管理職研修など経験・職制に応じた研修、③経理研修や地域

権利擁護事業に関する研修など、業務・職種別研修を受講することにより、職員

の資質向上を図りました。 

  また、外部機関が実施する研修で必要性の高い研修への受講や社会福祉士など

業務に関連する資格取得の奨励、研修を受けやすい職場環境の環境形成を、管理

職員が中心になって進めました。  

 

ウ  職員の情報共有の方法、連携等について  

  平日の８時45分から常勤職員ミーティングを行い、各職員間の動きや、情報を

共有し、毎月２回事務局会議（職員会議）を行い、協議すべき事項については議

論し、共有すべき情報についても意見交換等行い、日々の業務に活かしました。

その他毎月１回、非常勤職員定例会を開催して、情報や改善事項の共有を図り利

用者のサービス向上に努めました。  

  また、窓口や電話対応など、職員間での対応の差をなくすため、全員（常勤・

非常勤）が共有している伝言板（グループウェア）に記載し、その内容を逐次確

認。夜間管理非常勤職員に共有・連絡事項が確実に伝わるように連絡ノートを作

成しました。非常勤職員始業時（平日９時）に、前日夜間の確認と情報の共有、

伝達を実施し当日の拠点管理、業務に不備がでないよう徹底しました。  

 

（３）事業内容 

ア 地域の現状（課題）及び、これに対する施設の基本的な取り組み 

  中区における福祉保健課題については、高齢者のうちひとり暮らしの割合が高

いという特性があり、また子育て世帯や障害児・者、外国籍の中には、地域との

関わりが薄く、孤立し、不安を抱えているケースが見受けられます。 

  また、自治会町内会をはじめ多くの団体において、加入率の低下や構成員の減

少傾向があります。併せて役員や民生委員児童委員、ボランティア等の地域で活

動している人たちの高齢化が進んでいますが、新しい人材の確保は思うように進

んでいない現状があります。 

  これらの課題の解決に向けて、本会では「見守り（えん）」と「健康づくり

（元気）」の２本の柱を軸とした、第３期中区地域福祉保健計画「中なかいい

ネ！（平成28年～32年度）」の推進に事務局として参画しています。 

  計画の推進に向けて本会では地区社協が推進の中核を担っていく主体と考え、

地域活動や役員会などに積極的に参加するなど活動をサポートするとともに、  

広報紙「ふくしなか」やホームページ等を活用し、地区社協が区民に広く周知、

理解されるようＰＲに努めました。 

 

  人材育成の取組（例）として地区社協の役員を対象とした「身近な地域の見守

り支えあいの研修」を行っているほか、より多くのひとり暮らし高齢者等を地域

で見守っていくために、見守り訪問のきっかけとして“みまもり安心グッズ「お

ふくろさん」”(防災用品など)を訪問時に配布する取組を、地区社協、民生委員

児童委員、町内会、区役所と協働して行い、地域で支援の必要な人の把握と見守

りの仕組みづくりを進めました。 

 【実績】新規に452セット配布、追加グッズ助成2,766世帯 
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イ 関係団体・機関等、ボランティア団体・当事者団体、地域団体との交流・連携に

ついて 

 ①各種分科会（地区社協、民生委員児童委員、自治会・町内会等）の各会議 

 【実績】年27回 

 ②中区ボランティア連絡会との連携 

 【実績】年12回 

 ③当事者団体の連合体である中区障害者団体連絡会関係会議およびイベント等事

業の共催と協力 

 【実績】総会・理事会６回 研修会３回 イベント４回 

 ④中区役所をはじめとした行政、関係各機関との連携 

 【実績】随時 

 ⑤中区地域子育て支援拠点「のんびりんこ」や主任児童委員連絡会など区内で活

動する団体等と協働し、子育てに役立つ講座の開催や、親子の広場等の交流の

場を開催支援しました。 

 【実績】年７回 

 ⑥拠点調整会議を開催し、利用のてびき説明、窓口アンケート報告を行いまし

た。 

 【実績】年１回 参加団体15団体 

 

 

エ ボランティアの育成・支援 

 ①ボランティア活動に必要な知識・技術習得と、新規ボランティア発掘のための

入門・基礎講座をボランティア団体等と連携して開催しました。 

 ②障害児者への理解を深め支援を進めるため、ボランティアグループや障害関係

団体と連携して、音声訳や手話等のボランティア講座を開催しました。 

   また、社会人、学生、企業ＣＳＲ等の初めての人でも参加しやすい活動とし

て、ミニ体験や「ちょっとだけボランティアプロジェクト」を実施しました。 

 ③行政、施設、作業所、ボランティア団体等の関係機関とのつながりを活かした

ボランティア育成事業を実施しました。 

 ④災害ボランティア養成講座の開催 

 ⑤災害ボランティアネットワークの運営 

 ⑥中区ボランティア連絡会との協力 

 ⑦ボランティア交流会の実施 

 ⑧ボランティア団体等に対する助成金の交付 

 ⑨福祉用具の貸出 

 ⑩各種ボランティア保険の受付 

 【実績】講座等の実績については実績報告のとおり（のべ51回 1,382人） 

 

ウ ボランティアに関する情報の提供及びその活用について 

 ①ボランティア情報誌「Ｌｅｔ’ｓボラ」・「中区ボランティアセンター通信」

および「ニーズ情報誌」を発行しました。 

 【実績】のべ32回71,000部 

 ②区社協ホームページに「ボランティアセンターニュース」欄を掲載し、更新を

随時行います。各種講座やイベント等のタイムリーな情報を掲載するほか、ボ

ランティア募集情報を月１回定期更新して掲載しました。 

 【実績】年56回更新 

 ③ボランティア団体の交流促進や団体間の連携強化のため、区域事業の区民まつ

り・ポレポレまつり等を通じ、区民へのボランティアの啓発を行い、連絡会議

等で情報の集約・提供・検討を行い、課題解決に向けボランティア団体と協働

で取り組みました。 

 【実績】年２回 
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オ  ボランティアに関する相談・紹介業務  

 ①ボランティアコーディネーターを配置し、窓口や電話で各種ボランティア登録

や相談を行いました。  

   社会福祉協議会が開発したボランティアコーディネートソフト（ＶＣヘルパ

ー）を活用してコーディネートの効率化を図り、ニーズ（募集）やボランティ

ア（登録）のマッチング機能の強化を図りました。また、情報紙・ホームペー

ジで広くボランティア募集情報を提供し、連絡会議や関係機関等とのネットワ

ーク等も活用しつつニーズの解決を図りました。  

 ②各関係機関や区民活動センターなどの関係機関および地域ケアプラザ等の施

設、および他区のボランティアセンターと随時情報交換を行い、緊密なつなが

りを活かしたボランティアコーディネートを実施しました。  

   ボランティアコーディネート力を向上させるために、コーディネーター（２

名）を研修会に参加させました（随時）。また、担当職員を交えた定例コーデ

ィネート会議にてケース検討を行いました。さらに、活動中のボランティアお

よび受入先への定期的な連絡等を行い、効果的な相談業務が行えるよう努めま

した。  

【実績】実績報告のとおり（ボランティア新規登録者個人111人 団体10団体 累計

個人1,329人 団体171団体 依頼受付513件 コーディネート実績445件）  

 

 

 

カ メールボックス、ロッカーの貸出業務 

  団体交流室を使用するボランティアグループなどの登録団体が事務作業・情報

交換を円滑に推進できるよう、拠点内にメールボックス24個、ロッカー34個を設

置し、貸与しました。 

 【実績】メールボックス貸出数18件・ロッカー貸出数33件 

キ 地域福祉（保健）計画区別計画の推進への取り組みについて 

  中区地域福祉保健計画「中なかいいネ!」を区民と協働で進めていくため、ホ

ームページ等での活動紹介や２月に区役所と共催で発表会を開催するなど、広く

一般区民への啓発を図りました。 

  また、各地区社協への活動支援・情報提供のため、地区社協分科会や地区別計

画推進会議等の場を活用して地域情報を収集し、計画推進に関連する動きを支援

しました。 
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ク 貸し館の利用実績及び利用促進の取組について 

 ①本会のホームページに施設紹介や利用方法、本年実施の事業内容や福祉情報を

周知し、区民へよりわかりやすい情報提供を行うと共に、ソーシャルメディア

などを活用しリアルタイムでの情報提供を行いました。 

 ②中区福祉保健活動拠点の愛称なかふくの周知と利用団体の増加を目的として、

拠点登録団体や区内作業所等の協力により「なかふくまつり」を開催しまし

た。内容は人形劇ワークショップ、スタンプラリー、手話ソングなど。 

 【実績】日時 11月25日（土）参加人数 延150人 

 ③学生の夏休み期間を利用し、なかくふくしフェスタ2017を開催しました。拠点

利用団体等に協力をお願いし、区内の児童・生徒の他、広く区民に「ふくし」

をより身近に感じてもらえるような講座とイベントを実施。また、区社協、ボ

ランティア事業を通して拠点の広報を行い、拠点利用率増加を目指しました。 

 【実績】８月２日（水）～４日（金）７講座 延べ74人 

 ④子育て中の親子が仲間づくりや情報交換等を行いながら交流できるスペースと

して親と子のくつろぎスペース「マリンコーナー」の運営を行ないました。ま

た、子育てに役立つ広報誌などを配架しました。 

 【実績】マリンコーナー利用者数 のべ475人 

 

 

 利用件数 利用率（％） 

団体交流室       698      52.2 

多目的研修室       767    66.5 

点字製作室       317    31.2 

録音室       192    19.0 

対面朗読室       476    44.3 

合計   2,450  

利用登録団体数    136団体 
 



（指定管理者が記入する様式）

収入の部 （税込、単位：円）

当初予算額

（A）

補正額

（B）

予算現額

（C=A+B）

決算額

（D）

差引

（C-D）
説明

13,553,000 13,553,000 13,487,480 65,520 横浜市より

20,000 20,000 5,200 14,800

381,000 0 381,000 397,799 △ 16,799

印刷代 380,000 380,000 397,764 △ 17,764 コピー機・印刷機等使用料

自動販売機手数料 0 0

その他（利息） 1,000 1,000 35 965 預金利息

13,954,000 0 13,954,000 13,890,479 63,521

支出の部

当初予算額

（A）

補正額

（B）

予算現額

（C=A+B）

決算額

（D）

差引

（C-D）
説明

9,146,000 0 9,146,000 9,416,911 △ 272,811

7,881,000 7,881,000 7,955,350 △ 74,350

783,000 783,000 805,211 △ 22,211

250,000 250,000 444,750 △ 194,750

32,000 32,000 13,500 18,500

0 0

200,000 200,000 198,100 0

1,310,000 0 1,310,000 1,723,048 △ 413,048

5,000 5,000 8,854 △ 3,854

119,000 119,000 253,817 △ 134,817 事務管理用消耗品

0 0

0 42,660 △ 42,660 拠点利用申請書印刷

400,000 400,000 705,255 △ 305,255

0 0 0 0 0

横浜市への支払分 0 0

その他 0 0

60,000 60,000 150,660 △ 90,660

0 0

4,000 4,000 3,190 810

0 0

20,000 20,000 19,440 560

702,000 702,000 539,172 162,828 コピー機、印刷機、紙折り機、AED、電話機等

0 0

0 0

0 0

784,000 0 784,000 880,345 △ 96,345

784,000 784,000 880,345 △ 96,345

2,014,000 0 2,014,000 1,830,190 183,810

600,000 0 600,000 518,548 81,452

電気料金 600,000 600,000 518,548 81,452

ガス料金 0 0

水道料金 0 0

850,000 850,000 846,288 3,712 日常清掃（週６回）、定期清掃（年６回）

150,000 150,000 40,824 109,176

40,000 40,000 38,880 1,120 特別警備業務（週１回）

374,000 0 374,000 348,474 25,526

空調衛生設備保守 0 0

消防設備保守 0 0

電気設備保守 0 0

害虫駆除清掃保守 0 0

駐車場設備保全費 0 0

その他保全費 374,000 374,000 348,474 25,526 紙折り機、印刷機等

0 0

0 37,176 △ 37,176 産業廃棄物処理代

700,000 0 700,000 515,600 184,400

0 0

700,000 700,000 514,400 185,600

0 1,200 △ 1,200

0 0

13,954,000 0 13,954,000 14,366,094 △ 413,994

0 0 0 △ 475,615 477,515

事業所税

事業費

光熱水費

清掃費

公租公課

退職給付引当金繰入額

管理費

振込手数料

地域協力費

使用料及び賃借料

備品購入費

平成29年度　中区福祉保健活動拠点　収支決算書

修繕費

機械警備費

設備保全費

その他（　　　　　）

手数料

職員等研修費

事業費

リース料

その他（　　　　　）

図書購入費

施設賠償責任保険

支出合計

差引

事務費

旅費

消耗品費

会議賄い費

印刷製本費

通信費

給与・賃金

事業収入

社会保険料

通勤手当

健康診断費

勤労者福祉共済掛金

科目

指定管理料

雑入

収入合計

科目

人件費

その他（　　　　　）

印紙税

消費税

共益費
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