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平成２５年度 福祉保健活動拠点事業報告書 

１ 施設名  

磯子区福祉保健活動拠点  

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  

 

「横浜市福祉保健活動拠点条例」「横浜市福祉保健活動拠点条例施行規則」に基づ

き、ご利用いただく方が安心して快適に利用できるように、保守管理・点検・防犯

警備等の確保を図りました。 

 

＜開館時間＞ 

  平日・土曜日：午前９時～午後９時 

  日曜日・祝日・第４月曜日：午前９時～午後５時 

  ※１２／２９～１／３をのぞく 

 

＜建物・設備の保守点検、小規模修繕＞ 

  利用者の方に安全にご利用いただけるよう外部専門業者に点検管理を委託しま

した。また、職員が諸室及び備品を随時確認し、修繕等の早期発見と対応に努め

ました。サービスの一環として女性トイレに擬音装置を設置しました。 

空調設備保守点検   年４回(ポンプ保守点検を含む) 

電気設備保守点検   年１２回 

昇降機保守点検    年２４回 

自動ドア保守点検   年４回 

消防設備保守点検   年２回 

害虫駆除保守点検   年６回 

空気環境測定     年４回 

 

＜清掃業務について＞ 

施設内が清潔に保たれるよう清掃業者による日常清掃や定期清掃を業務委託す

るほか、職員による清掃も適宜行いました。業者による清掃は次のとおりです。 

・日常清掃     毎日２回（第４月曜日は除く） 

・定期清掃     床面：月１回（第４月曜日）       

ジュータン清掃：年２回 

窓ガラス清掃：年２回   

照明器具清掃：年１回 

 

＜警備業務について＞ 

建物全体で警備会社と機械警備委託契約を締結し、施設内の安全確保に努めま

した。 

平日、土曜日：午後９時１５分～翌日午前８時３０分 

  日曜日、祝日：午後５時１５分～翌日午前８時３０分 
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イ  苦情受付体制について  

 

＜苦情受付体制・方法＞ 

横浜市磯子区社会福祉協議会（以下、本会と言います。）の苦情解決規則、苦情相

談対応マニュアルに沿って対応しました。 

責任を明らかにするため、本会事務局長を苦情解決責任者、職員１名を苦情受付担 

当者に任命し実務に当たりました。 

 

＜苦情への対応手順＞ 

苦情受付担当者－苦情解決責任者－横浜市社協における苦情解決調整委員という

流れにより苦情解決にあたりました。（苦情解決調整委員は、法律・福祉・人権の各

分野の方に依頼、上記仕組みの中で対応できなかった場合の対応や苦情解決にかかわ

る助言をいただき、円滑な解決、サービスの改善に努めています。）  

 

＜苦情解決の仕組みに対する市民への周知方法＞ 

苦情解決についての案内および苦情受付担当者、苦情解決担当者を示す掲示を拠 

点内に行うとともに苦情対応状況については本会事業報告およびホームページにて

周知しました。 

また、利用者が意見や要望等を述べやすいように館内およびホームページ上にご意 

見箱を設置し、苦情を出しやすい環境作りに努めました。 

 

＜苦情件数＞ １件 
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エ  個人情報保護の体制及び取組について  

 

＜マニュアルの整備状況＞ 

「横浜市個人情報の保護に関する条例」および「社会福祉法人横浜市磯子区社会

福祉協議会が保有する個人情報の保護に関する規程」に基づき、個人情報の保護に

努めました。また、個人情報保護方針をホームページ上に掲載するとともに施設内

に掲示しました。 

 

＜職員への周知＞ 

横浜市社協が実施する研修に参加するとともに、全職員に対し、職員会議等を通じ 

て意識啓発を行いました。 

 

＜日常の取り組み＞ 

平成２５年度の個人情報に関する事故は０件でした。 

個人情報の保管は専用のロッカーで施錠管理、パソコンはワイヤードロックを掛

けパスワード設定しています。業務上、伝達する必要がある際は、個人情報が表出

しないようファイルに挟むなどして回覧しています。不要になった個人情報につい

てはシュレッダー処理や融解処理を行い、個人情報保護に努めました。  

 

 

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、マニュアルの整備状況＞ 

危機対応マニュアル、緊急連絡網を整備し、災害発生時などの緊急時の連絡方法

を定めました。 

 

＜職員の役割分担＞ 

消防計画に基づき、防火管理者等を設け、火災の予防および人命の安全・被害の

軽減に努めました。  

また、リスク管理・拠点管理運営マニュアルや危機対応マニュアルに沿い、職員

の役割を明確にし、緊急時に備えました。 

 

＜地域や関係機関との連携体制＞  

磯子区災害ボランティアネットワークと協働して、災害ボランティアセンター運

営訓練のシミュレーションを９月２２日（日）に実施しました。 

 

＜事故防止への取組＞ 

専門業者による建物・設備の保守点検や警備業務により、不備があった際は早急

に対応しました。また、日常的に職員が館内を点検し、緊急時に事故がないように

備えました。利用調整会議開催時に利用団体や利用者へ避難経路の説明を行いまし

た。  

 

＜避難訓練への取組＞  

建物内にある磯子地区センターと合同で年２回防災訓練を実施（１１月１４日は

隣接の地域ケアプラザも参加）、災害時の行動について相互の対応の確認をすると

ともに、連携の強化を図りました。 

①  １１月１４日（木）震災訓練（起震車体験） 

②   ３月２４日（月）消防訓練 
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カ その他 

 

・磯子区福祉保健活動拠点自己評価・第三者評価を実施し、拠点管理業務の評価・検

証を行い、拠点管理業務に活かしました。 

 

・窓口満足度調査を実施し、日ごろの対応について利用者の皆さまの評価を把握する

とともに、窓口業務や施設運営の改善につなげました。 

 

・次年度の事業計画については、事前に区役所と内容を協議し、策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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」に基づき、廃棄物のリデュース（発生抑制）、リユー

ス（再使用）、リサイクル（再生利用）に努めました。 

職員間の情報共有はネットワーク上で行うなどペーパーレス化を図り、拠点各室

にはゴミ箱を置かず、利用者にゴミの持ち帰りをお願いしました。 

 

＜再利用・再使用に関する取り組み＞ 

  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図りました。 

 

＜リサイクルに関する取り組み＞ 

ごみの分別を行い、各種資源ゴミ（紙、プラスチック、缶・瓶等）のリサイクル

を進めました。ペットボトルのキャップを再資源化する「エコキャップ推進協会」

の活動に協力するため、利用団体に呼びかけペットボトルのキャップの回収に努め

ました。インクカートリッジ里帰りプロジェクトに参画し、使用済みインクカート

リッジの回収に努めました。 

事務用品購入に際しては、消耗品等(コピー用紙、コピー機トナーカートリッジ、

トイレットペーパー等)は、リサイクル製品を利用しました。 

 

＜温室効果ガス排出抑制に関する取り組み＞ 

循環型社会の形成のために、「再生品等の供給面の取組」に加え、「需要面からの

取組が重要である」という観点から、グリーン購入を心がけました。  

空調の適切な温度設定や、多目的研修室、団体交流室、事務室の管球の間引きを

継続するとともに、離席時のＰＣの電源オフなど待機電力減を心がけ節電を実施し

ました。 
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（２）職員配置・育成について  

 

イ  職員の研修計画について  

 

指定管理者研修へ参加しました。  

全職員を対象に、人権研修および事故防止策・事故対応策研修を実施し、日常業務 

においては、ＯＪＴを活用しました。  

また、横浜市社協や他機関が実施する研修に積極的に参加し、職員の資質・専門性  

の向上を図りました。参加者は復命書・報告書を作成し職員会議等で共有、全体のス

キルアップにも繋げました。  

 

 

ウ  職員の情報共有の方法、連携等について  

 
・ボランティアセンター事業会議を月１回、夜間担当者会議を隔月で開催。情報共

有および問題解決・事業の円滑な実施について検討しました。  

 

・業務日誌を毎日記録し、情報共有や申し送りを行いました。 

 

・職場内ＬＡＮを活用し、職員全員で情報を共有しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア  職員体制について  

 

常勤職員１名および非常勤職員６名（ボランティアコーディネーター３名、夜間担

当職員３名）による交替勤務を行いました。 

開館日（１２／２９～１／３をのぞく）の午前９時～午後５時まではボランティア

コーディネーターを交替で１名配置、コーディネート業務および相談支援を行いまし

た。 

平日、土曜日の午後５時～午後９時までは夜間担当職員を交替で１名配置、拠点運

営・管理を行いました。 
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（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  

 

拠点の設置されている磯子区の高齢化率は市内第３位です。  

 誰もが安心して生活できる地域社会の構築を図るため、福祉・保健活動の場の提供に加

え、活動者（ボランティア）の育成、活動支援、ボランティアへの理解を深めるための事業等

を実施しました。 

 

・磯子区社協の広報紙「福祉いそご」に、地域福祉団体・施設の活動紹介や「福祉

保健活動拠点」でのボランティアセンターの取組を掲載し、全戸配布や公共施設

への配架を通じて広く区民に周知するなど、福祉活動推進の理解・啓発を行いま

した。 

 

・福祉保健の拠点として、人材や情報の登録、コーディネート、人材育成、ニード 

情報の発行、相談窓口の開設、ボランティア講座の開催などを通して、情報の総

合的提供を行いました。 

 

・次世代の担い手育成や福祉啓発を目的とした磯子区社協主催の「みんな集まれ！

ふくしの広場」を１０月２７日(日)に開催し、拠点やボランティアセンターのパ

ネルを掲示して広報をしました。 

 

  

  

イ  貸し館の利用実績及び利用促進の取組について  

 

 

今年度は団体交流室内に設置のコピー機・紙折り機が経年劣化したため、ご利用

者の利便性向上を考慮し新規購入しました。コピー機はカラー印刷可能なものとし

ました。老朽化している多目的研修室の椅子も入れ替えました。録音室、対面朗読

室に設置されている録音機材をデジタル化しました。  

また、作業を効率よくできるように印刷機類を集約し、印刷コーナーを設けまし

た。  

拠点パンフレットを作成し、窓口やイベントなどで配布をしました。  

  

 

 
利用件数  利用率  （）内は前年度実績  主な利用団体  

団体交流室  ２５０件  ２４．７％（２８％）  
日本語を話す会・磯子

区災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾈｯﾄﾜｰｸ 

多目的研修室  ３２５件  ３２．１％（３４．６％） 
根岸日本語の会・磯子

日本語教室・スマイル

ズ・いそっこ  

点字製作室  ２３２件  ２２．９％（２０．８％） 
磯子区録音ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱア

マリリスの会・根岸日

本語の会  

録音室  ２２３件  ２２．０％（２１．６％） 
磯子区録音ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱア

マリリスの会  

対面朗読室  ２７３件  ２７．０％（３６．８％） 
磯子区録音ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱア

マリリスの会・磯子精

ボ会・磯子福祉ｸﾗﾌﾞ 
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ウ  メールボックス、ロッカーの貸出業務  

 

メールボックス、ロッカーの貸し出しについては、利用登録団体の希望により

配置しています。２５年度も希望通り配置できました。 

 

・メールボックス利用状況 

    ボックス数 ３６   利用ボックス数 ２４ 

・ロッカー利用状況 

    ロッカー数 ３２   利用ロッカー数 ３２ 

 

エ  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  

 

・区ボランティアグループ連絡協議会へ参加し、連携強化を図りました（年間１２

回） 

・拠点利用団体対象の利用調整会議を９月２４日（月）に開催し、サービス向上に

向けての要望確認や、情報交換による団体間の交流を図りました。 

・ボランティア・市民活動関係分科会によるグラウンドゴルフを１１月１４日(木)

に開催し、ボランティアセンター登録者にご案内し、団体やボランティア間の交

流を図りました。（参加人数５４名） 

 

オ  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  

 

・ボランティアセンターに寄せられたニード(ボランティア依頼内容)等をまとめた

「ボランティアニード情報」を発行、個人登録者、施設等へ送付しました。 

紙面には、会員であるボランティアグループの会員・ボランティア募集の記事を

掲載しました。 

※定期情報 年４回（４月、７月、９月、１月）発行 各６００部 

臨時情報 年２回（６月、９月）発行 各６００部 

 

・区社協広報紙「福祉いそご」を活用し、福祉保健活動拠点ならびにボランティア 

センターの周知を図りました。 

※年２回（９月、３月）発行 各７１，０００部 

 

・ホームページによる最新のボランティアニード情報・講座情報等の情報発信 

を行いました。（URL  http://www.isoshakyo.com) 

 

・拠点各フロアにパンフレットラックを設置、最新のボランティア情報や地域のイ

ベント情報の提供を行いました。また、掲示方法や内容を検討し、既存のグルー

プや団体の活動内容等を紹介しました。 

 

・日清オイリオ春まつりに出展し、福祉保健活動拠点やボランティアセンターのパ

ネルの設置・ニード情報や講座などのちらしを配布しＰＲを行いました。 

 

・区民活動支援センター、区役所、地域ケアプラザ、自治会・町内会や民生委員と

連携して情報を共有しました。 

※区民活動支援センター情報誌「いそつな」に、毎月ボランティアグループの

紹介とボランティア関連情報を掲載 
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カ  ボランティアの育成・支援  

 

新たなボランティアの発掘と育成を目的に、区内のボランティアグループや区民活 

動支援センターと連携し講座を開催し、ボランティア活動を継続してもらうために、

講座を通してボランティアセンターへの登録や体験先の活動につなげました。 

・地域デビュー講座「できることから☆ボランティア２０１３」（ボランティア

体験） 

※６月～７月実施/実施回数７回/延べ参加人数７６人 

 

・夏休み中高生福祉体験学習「サマボラ２０１３」 

 ※７～８月実施／実施回数４回／述べ参加人数１９２人 

 

・磯子区災害ボランティアセンター設置・運営訓練 

 ※９月２２日（日）実施／実施回数１回／延べ参加人数４０人 

 

・精神保健福祉ボランティア入門講座 

※１０月～１１月実施/実施回数４回/延べ参加人数４０人 

   

・ボランティア交流会（活動上の課題解決や情報共有を目的にボランティア交流  

会を開催） 

   ※２月２１日（金）実施／実施回数１回／延べ参加人数２１人 

 

・区ボランティアグループ連絡協議会へ参加し、連携強化を図りました（年間１

２回）  

 

 

キ  ボランティアに関する相談・紹介業務  

 
・ボランティアに関する相談 

開館日（１２／２９～１／３をのぞく）の午前９時～午後５時、ボランティアコ 

ーディネーターを配置し、｢ボランティアを必要としている人の相談｣｢ボランティ

ア活動をしたい人の相談｣｢その他ボランティアに関する相談｣に応じ、また情報提

供を行いました。 

※相談件数 計２６３件 

 

・ボランティアの活動紹介とコーディネート 

ボランティア活動希望者には、希望内容により具体的なボランティアの活動先を調 

整・紹介しました。また、初回の活動にはコーディネーターが依頼先へ同行し、活

動内容や条件を一緒に確認しました。 

・ボランティア登録状況(平成２６年３月末日現在)  

  個人登録 ３３２名  

団体登録  ４９グループ 

・単発依頼 １８１件、紹介件数延べ３６９名 

・継続依頼  ３２件、紹介件数延べ１０５名 

 

・ボランティア保険について周知しました。 

 

 

 



（自）平成25年４月１日

（至）平成26年３月31日

（単位：円）

積算内訳 金額

平成２５年度指定管理料 15,994,000

コピー機・印刷機利用者負担金 49,460

ボランティア講座等参加費 7,380

16,050,840

常勤職員１名・非常勤職員７名人件費 10,092,049

謝金 ボランティア講座体験謝金 25,000

旅費 ボランティアコーディネーター出張費 12,090

消耗品費 研修用備品 154,361

通信運搬費 ボランティアニード情報送付、研修周知用郵券 95,110

会議費 茶菓代 2,099

損害保険料 ボランティア講座行事用保険加入料 5,460

器具什器費 ＰＣ代・キャビネット代 155,510

印刷費 ＰＲ用クリアファイル 57,750

日常管理・事務費 電話料金、消耗品購入等 2,169,361

光熱水費 電気料金、ガス料金 1,045,080

小破修繕費 全熱交換器フィルター交換修理・バイク置場ライン引き 52,605

委託業務費 建物管理、清掃、警備、設備点検、印刷機・コピー機保守料等の委託 2,369,656

379,900

16,616,031

(565,191)

支出合計（Ｂ）

収入合計（Ａ）

 指定管理料収入

事　業　費 （ボランティアセンター運営事業費)

消　費　税

 その他収入 

収支　（Ａ）－（Ｂ）

管　理　費

平成２５年度　福祉保健活動拠点収支決算書

　施設名：磯子区福祉保健活動拠点

人　件　費

収
入

支
出
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