【変更】
団体名

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会

所管課

健康福祉局福祉保健課

団体に対する市の関与方針

１

協

約

等

経営に積極的な関与を行う団体

団体の使命等
・地域住民の参加を促進し、横浜市全域における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする
事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目
的としています。
・昭和 26 年に任意団体として設立、昭和 28 年に社会福祉法人として設立認可されました。
・横浜市内の民生委員・児童委員、自治会町内会、社会福祉法人・施設、ボランティア団体など
が会員として参加している協議体組織で、事務局として職員が勤務しています。

(1) 団体の設立目的
（設立時の公益的使命）

（参考）区社会福祉協議会（以下、区社協）の設立目的
・区社協は、区域における地域福祉を推進することを目的としています。
・昭和 26 年に任意団体として設立、平成７年には全区社協が社会福祉法人となりました。
・区内の民生委員・児童委員、自治会町内会、社会福祉法人・施設、ボランティア団体、地区
社会福祉協議会（以下、地区社協）などが会員として参加している協議会組織で、横浜市社会
福祉協議会（以下、市社協）からの派遣職員が事務局を担っています。
・なお、区社協の法人化は、平成 2 年に国の審議会報告書で方向性が示されるなどの動きもあ
り、全国的に進んだものであり、また、横浜市の総合計画でもその推進が明記され、取り組ま
れました。

・少子高齢化の進展、雇用形態の多様化、世帯構成の変化、地域のつながりの希薄化などを背景
に、支援を必要とする高齢・障害・生活困窮者等が増加しています。また、引きこもりや生活困
窮等の支援を要する子ども・若者の増加や、社会的孤立といった新たな課題が顕在化し、分野別
の公的支援制度では解決が難しい複合的な課題も浮き彫りになっています。
・こうした中で、課題を抱えながら地域で生活する方を、深刻な状況になる前に発見し支える
ために、地域や近隣による見守り・支え合いを推進し、地域社会の中で課題を解決する取組を一
層進めることが必要です。また、地域によっては、自治会町内会圏域ごとに状況が異なることが
あり、より身近な圏域での支え合いの取組が有効です。
・一方で、自治会・町内会の加入率の低下、ボランティア組織の高齢化などから、地域の担い手
の減少が進んでいます。そこで、地域福祉の担い手として期待される社会福祉法人・施設はもと
(2) 設立以降の環境の変化 より、企業、ＮＰＯなど福祉分野に限らない様々な主体との連携も積極的に進め、また、住民参
加の多様な方法を検討する必要があります。
等
・さらに、認知症高齢者の増加、要介護高齢者や障害者の生活の地域移行が進む中で、一人ひと
りの暮らしが切れ目なく支えられ、守られるよう、地域における権利擁護の取組を一層進める
必要があります。国においても、平成 28 年に成年後見制度の利用の促進に関する法律が施行さ
れ、29 年には基本計画を閣議決定するなど、その重要度は非常に高まっています。
【変更後（追記）
】
・コロナ禍は企業や社会福祉法人等の事業活動にも影響を及ぼしており、企業の地域貢献や社
会福祉法人等の公益的取組が進みづらい状況になっています。
こういった状況を踏まえ、様々な主体による地域貢献活動を通じて包括的な支援体制を進め
るためにも、コロナ禍における企業や法人の公益的取組の好事例を共有することなどにより、
企業や法人による地域支援を推進していく必要性が高まっています。
地域の福祉関係者や社会福祉施設により構成される本会の特徴や、これまで培った様々な機関・
団体とのネットワークや実践ノウハウを十分に生かして、行政、地域ケアプラザ（以下、ケアプ
(3) 上記(1)・(2)を踏まえ ラザ）等と連携しながら、地域福祉推進に向けた取組を進めていきます。
①より身近な地域における困りごとの早期発見や地域状況に応じた解決の取組を進めます。
た今後の公益的使命
②地域活動における連携主体の拡充や多様な住民参加の仕組みづくりを進めます。
③高齢者や障害者の地域生活を支援するため、権利擁護を推進します。

２

団体経営の方向性等

(1) 団体経営の方向性（団 引き続き公益的使命の達成に取り組
体分類）
む団体
(2) 前協約からの団体経営
の方向性の変更の有無

向性）

有

(3) 団体経営の方向性の分
類変更理由
(4) 協約期間

参考（前期協約の団体経営の方

・

引き続き経営の向上に取り
組む団体

無

－
協約期間設定
の考え方

令和元年度～令和５年度
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第４期市地域福祉保健計画及び市社協長
期ビジョン 2025 中期計画（2019～2023 年
度）と計画期間を合わせるため

３ 目標等
（１）公益的使命の達成に向けた取組
① 身近な地域の見守り・支え合い活動の推進
ア 公益的使命①

より身近な地域における困りごとの早期発見や地域状況に応じた解決の取組を進めます。
区社協やケアプラザが、様々な事業や日頃の相談対応の中で把握した共通の個別課題を地域課題とし
て捉え、その解決のために、地域の集まりである地区社協や連合町内会を支援する形で、住民活動の
促進を図っています。こうした取組等により、地域福祉による課題解決が一定程度進んでいるものの、
取組状況について、地域によって差があることや、より身近な圏域での必要な住民活動が不足してい
る状況があるなど、地域状況を踏まえた住民活動を広げていくことが必要です。そのためには、
①地区社協（※）が、自ら見守り活動や交流の場の開催など具体的な活動を実施するだけでなく、単
位自治会などによるより身近な圏域での活動をサポートする主体としても、一層力を発揮していくこ
とが必要です。
※地区社協は、固有の事務局職員を持たない住民主体の支援組織（地域組織）であり、概ね連合町内
会単位で設置されています。
②行政・社協・ケアプラザが、さまざまな取組事例から課題解決に必要な視点や支援手法を学び、地
区社協等と連携しながら、住民による課題解決を効果的に支援することが必要です。

イ 公益的使命の達
成に向けた現在の
課題等

【変更前】
③地域住民が気軽に参加・交流できるつながりの場、困りごとの早期発見につながる見守りの場、多
様性の理解や課題を「我が事」として捉える意識醸成の機会の場など、地域における支援体制の基盤
となる「居場所づくり」を一層推進する必要があります。
【変更後】
③地域住民が気軽に参加・交流できるつながりの場、困りごとの早期発見につながる見守りの場、多
様性の理解や課題を「我が事」として捉える意識醸成の機会の場など、地域における支援体制の基盤
となる「居場所づくり」を進めていますが、新型コロナウイルスの影響により、従来のような地域活
動が難しくなっている一方、生活困窮状態にある方々が孤立しやすくなっているという課題もありま
す。
このため、それぞれの地域の実情に応じた工夫を凝らし、新たな方法での見守りの目を増やしていく
ことの重要性が増しています。
【これまでの取組】
・
「地区社協のてびき」の改訂を通じて、地区社協の目的や必要な活動を明確化し、研修会等の実施を
通じて共有を図るなど、地区社協を支援しました。
・平成 25 年度から、「身近な地域のつながり・支えあい活動推進事業」
（以下、身近事業）を推進し、
個別支援と地域支援の一体的な支援、住民による個別支援と専門職による個別支援の双方の充実、困
りごとを解決する仕組みづくりに取り組んでいます。
・平成 28 年度から、
「生活支援体制整備事業」を推進するため、横浜市から区社協に、第１層「生活
支援コーディネーター」を配置し、ケアプラザに配置された第２層「生活支援コーディネーター」の
支援を行っています。
・平成 30 年度には、横浜市と協力して、
「第４期横浜市地域福祉保健計画（2019 年度～2023 年度）
」
（以下、第４期市地福計画）を策定しました。
①地区社協の取組強化
[目標]
(ア)区社協による地区社協への相談・支援の実施
（随時及び年 1 回全地区社協に対する個別相談）
(イ)市社協による地区社協検討会・全体会の実施
（検討会年３回、全体会年１回）

ウ 公益的使命
達成に向けた協
約期間の主要目
標

②行政・社協・ケアプラザによる効果的な地域支援の
実施
[目標]
(ア)行政、区社協、ケアプラザ職員を対象とした、
既存事例集を活用した研修の実施（６区×３年）、
新たな実践事例集の発行、新たな事例集を活用し
た研修プログラムの構築・実施
(イ)区社協、ケアプラザ職員を対象とした、各区で
抱えている困難案件に対する事例相談会の実施
③高齢者・障害者・子どもなど対象や世代を限定しな
い地域の居場所づくりの促進
[目標]
対象や世代を限定しない地域の居場所 4,000 か所
（単年度目標：3,440、3,580、3,720、3,860）
（参考）30 年度実績
①相談支援に活用する様式整備、共通課題検討の仕組
み（地区社協検討会・全体会）の構築。
②身近事業事例集を発行（H30.3）
。関係機関等に周知
を行うとともに事例集を用いた研修を開催。（担当者
会議：65 名、Co 共通研修：447 名）
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①概ね地区連合町内会圏域で
設置されている地区社協への
支援を通じて、地区社協が中
心となった圏域内における身
近な地域での取組創出が促進
されます。

主要目標の
設定根拠
及び公益的
使命との因果
関係

②課題解決に必要な視点や手
法について支援機関で検討
を行い、これに基づき地域支
援を進めることで、市全域で
住民活動を中心とした見守
り・支え合いが進み、地域に
よって取組に差がある状況
が解消（緩和）されます。
③対象や世代を限定しない居
場所が増えることで、居場所
をきっかけとした地域のつ
ながりや支え合い活動の促
進が図られます。また、見守
りの機会が増加し、困りごと
の早期発見につながります。

③対象や世代を限定しない地域の居場所 3,303 か所
【地区社協の取組強化】
・区社協は、行政・ケアプラザと連携し、日常的に地区社協（全 256 地区）への相談支援を行います。
・市社協は、地区社協が連携体制の構築や課題解決手法を十分に確保できるよう、各区から地区社協の
代表が集まり、地区社協の活動状況を共有し、共通する課題の解決に向けた検討を行う地区社協検討会
や、地区社協活動の大切にすべきことを共有し、活動の推進につなげることを目的に地区社協の担い手
向けの全体会を実施します。
・全地区社協に対して活動補助金を交付し、活動促進を図ります。
【行政・社協・ケアプラザによる効果的な地域支援の実施】
・住民活動への支援事例の集約、事例集の発行、支援機関向け研修、実践事例発表の場の開催などによ
り、取組に必要な視点や手法について、行政・ケアプラザなどの支援機関と共有し、支援体制の充実
を図ります。
・市社協は、地域支援の中核的な機能を担うケアプラザを運営するとともに、市地域ケアプラザ分科会
の開催を通じて、市内全ケアプラザの運営支援を行います。

団
体
主要目標
達成に向け
た具体的取
組

【高齢者・障害者・子どもなど対象や世代を限定しない地域の居場所づくりの促進】
【変更前】
・市・区社協が、事例の発信やふれあい助成金事業による助成を行いながら、対象を限定しない全対象
型・全世代型の居場所づくりを、ケアプラザと連携し進めます。
【変更後】
・市・区社協が、事例の発信やふれあい助成金事業による助成を行いながら、対象を限定しない全対
象型・全世代型の居場所づくりに引き続き取り組みます。
・コロナ禍により休止していた活動再開に向けた支援を行い、着実に再開してきています。また、地域
の創意工夫を支援することにより、これまでの居場所とは異なる形式の活動も増えつつあり、目標達成
に向けて引き続き、取組を進めます。
・支援者・地域活動者向けに作成したガイドラインを用いて、地域における支援体制の基盤となる
「居場所づくり」に向けて引き続き、ケアプラザと連携し進めます。
【その他】
・区社協がケアプラザと連携しながら、制度のはざまにある生活課題などを地域の中で把握・調整し、
住民活動を含む地域の支え合いにより解決する「身近事業」を引き続き展開します。
・区社協の第 1 層生活支援コーディネーターが各地域の取組状況を把握し、区域・市域で共有しつつ、
ケアプラザの第 2 層コーディネーターを総合的に支援しながら生活支援体制整備事業を進めます。
・地域福祉保健計画について、市社協は第 4 期市地福計画の推進を通じて、市域における課題解決に
必要な取組を実施するとともに、
「区地域福祉保健計画・地区別計画（2021～2025）
」
（以下、区地福計
画・地区別計画）の策定・推進を支援します。区社協は共同事務局及び区役所地区別支援チームの一
員として、区地福計画・地区別計画の策定・推進を通じて、地域の支援体制づくり、課題解決の仕組み
づくりを進めます。

市

・生活支援体制整備事業推進方針の策定、及び市レベル生活支援体制整備推進会議の開催や研修の
実施等を通じた、生活支援コーディネーターへの総合的な支援を行います。
・区地福計画・地区別計画の策定・推進に、区・区社協・ケアプラザと取り組むとともに、区・区社協・
ケアプラザが地区別計画の支援を通じて身近な圏域を意識した地域支援に取り組めるよう、支援を行
います。
また、身近な地域の見守り・支え合い活動が推進されるよう、区域・地域では解決できない課題を検討
し、市域における取組を進めます。
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②

連携主体の拡充や多様な住民参加の仕組みづくり

ア 公益的使命②

イ 公益的使命の達成
に 向 けた 現 在の 課
題等

地域活動における連携主体の拡充や多様な住民参加の仕組みづくりを進めます。
・多様化・複合化する課題や担い手の減少を背景に、地域住民や団体との連携だけでは課題解決が難
しい状況となっており、社会福祉法人・施設の専門的な知識・ノウハウや、企業が持つ資源を、住民
活動と連携させていくことが必要となっています。
・社会福祉法人においては、平成 28 年の社会福祉法改正により「地域における公益的な取組」の実
施が責務として規定され、地域貢献活動が広がりをみせつつあります。また、企業においても、社会
貢献の動きが定着しつつあり、大企業だけではなく中小企業へと広がりをみせています。
・しかしながら、社会福祉法人や企業等が自主的に地域貢献活動に取り組もうとしても、地域のニー
ズを把握できず、具体的な活動へつながりにくいことや、地域側もどのような活動を求めてよいのか
わからないといった状況があります。
【変更後（追記）
】
・さらには、コロナ禍により企業の地域貢献や法人等の公益的取組にも影響を及ぼしています。
コロナ禍における企業や法人の公益的取組の活動事例を共有し、企業や法人による地域支援を進め
ていく必要性が高まっています。
・また、令和元年度の寄付・遺贈に関する「相談窓口」設置や、クレジット決済による寄付受入開始
等が定着したことなどにより、市民や企業からの相談が増加しています。
・市社協では、横浜における寄付文化の醸成が多くの方にわかりやすく共感をもって伝わるよう、
コンセプト「ヨコ寄付（ヨコハマで、すぐヨコの人を支えるヨコ寄付）」を定め、寄付が支えあい
の活動の１つであることを発信しています。
寄付金額の多寡にかかわらず、多くの市民が寄付活動を通じて「地域活動・福祉活動」に参加する
ことによって、支えあいの地域づくりを進めていく必要があります。
・また、市民の中には、地域活動に協力する意欲があっても、時間の制約などで活動が難しい人も多
いことから、ライフスタイルの多様性に応じた参加・協働を促進する必要があります。
【社会福祉法人・施設、企業の貢献事例】
社会福祉法人・施設
自宅で入浴が困難な重度障害児のニーズを区社協が把握し、これを特別養護老人ホームに
相談・調整することで、ホームの風呂の空き時間を利用した入浴支援につなげました。
企業
市社協、(株)セブン-イレブン・ジャパンと横浜市で３者協定を締結し、1 年間で生活用品
や食品など 2,500 箱以上の寄贈を受け、また、保管場所や配分については福祉施設等の協
力も得ながら、高齢・障害支援団体等へお届けする取組を開始させました。

4

①社会福祉法人現況報告書に地域における
公益的な取組を掲載している法人数 200 法
人
（単年度目標：145、170、185、195）

①平成 31 年４月１日時点で横浜市が
所轄庁となる市内の社会福祉法人（※）
は 268 法人です。約７割の法人が地域
における公益的な取組を実施するこ
とで、地域課題への取組が活性化する
だけでなく、未実施の法人をけん引す
る効果が見込まれます。

②企業の地域貢献活動への相談・提案件数
450 件／年
（単年度目標：360、375、390、420）

※主たる事務所が市内にあり、神奈川県
圏域の中で活動している法人

【変更前】
③寄付・遺贈に関する総合相談窓口の設置
及び寄付文化の醸成の推進（市社協）
（単年度目標）
・寄付・遺贈の相談窓口設置(R 元～)
・市民向けセミナーの開催(R 元)
・寄付者への寄付後のフォロー強化(R 元～)
・市民向け新たな広報媒体の検討・実施(R２～)
・寄付活用方法の企画検討(R３～)

ウ 公益的使命達成に
向けた協約期間の
主要目標

【変更後】
③寄付・遺贈に関する総合相談窓口の設置
及び寄付文化の醸成の推進（市社協）
（単年度目標）
・寄付・遺贈の相談窓口設置(R 元～)
・市民向けセミナーの開催(R 元)
・寄付者への寄付後のフォロー強化(R 元～)
・市民向け新たな広報媒体の検討・実施(R２～)
・寄付活用方法の企画検討(R３～)
(ア)相談件数 110 件
（単年度目標:３年度:91、４年度:100）
(イ)寄付件数 157 件
（単年度目標:３年度:130、４年度:143）

②企業が持つ人材、ノウハウ、設備等
の資源を効果的・効率的に地域につな
げることで、地域課題の解決に向けた
取組をより一層推進することができ
ます。

主要目標の
設定根拠
及び公益的
使命との因果
関係

【変更前】
③相談窓口を設置し、寄付文化の醸成
に取り組むことで、寄付が地域の支え
合いの活動の一つであることが広く
周知され、市民の地域活動への参加の
裾野が広がります。
【変更後】
③相談窓口の周知にとどまらず、令和
元年度から取り組んだ寄付募集や成
果の発信に引き続き取り組み、常時寄
付の相談対応や受付を行います。
これにより、市民の地域活動への参加
の裾野が広がるとともに、団体活動の
継続や生活に課題のある方々への支
援につながります。

（参考）実績
①30 年度：115 法人
②30 年度：345 件
【変更前】
③未設置
【変更後】
③-(ア)30 年度：80 件
③-(イ)30 年度：117 件
③未設置

団
体
主要目標達
成に向けた具
体的取組

【社会福祉法人・施設、企業の地域貢献活動の推進】
・市・区社協が、社会福祉法人・施設と地域ニーズをつなぐコーディネート体制の整備をモデル実施
し、実施内容を市・区社協等で共有することで社会福祉法人・施設による地域支援をより一層進めま
す。
・社会福祉法人・施設の相談窓口として、各区社協に担当を定めます。
・高齢・保育・障害など分野ごとに実施する部会活動を通じた事例共有を行います。さらに、連携事
例の報告の場として市域のフォーラムを開催し、地域住民に対しても広く取組を共有します。
・横浜市との協定に基づき市社協が「横浜市地域協議会」を運営し、社会福祉法人の公益的な取組を
推進します。
・市社協が、企業と連携した取組事例を活用し、企業、ケアプラザ向けに研修を実施するなど、企業
とケアプラザ等との交流の場を設け、地域と企業の連携事例やノウハウを紹介し、地域貢献活動のよ
り一層の展開をはかります。また、区社協に対してノウハウや実践事例、関連情報の提供を行い、企
業の地域貢献活動に対する区社協のコーディネート機能を強化します。
【寄付・遺贈に関する総合相談窓口の設置及び寄付文化の醸成の推進】
・市社協に寄付・遺贈に関する総合相談窓口を設置し、相談に訪れた人に対し幅広い分野の寄付先を
提案します。
・市社協が、寄付に関する先進的な取組を行っている NPO・NGO 等による「寄付文化の醸成プロジェ
クト」に参画し、地域住民向けに社会課題についての理解を進めるセミナーなどの開催を通じて、寄
付文化の醸成を進めます。

市

・地域協議会の設置、開催を通じて、社会福祉法人が地域と共に地域の福祉ニーズを検討する
機会の促進を図るとともに、複雑化・多様化する地域の課題に対応するために、社会福祉法
人・企業等多様な主体が住民組織と連携・協働し、それぞれの強みを最大限に発揮して取り
組めるよう支援します。
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③

権利擁護の推進

ア 公益的使命③

高齢者や障害者の地域生活を支援するため、権利擁護を推進します。

イ 公益的使命の達成
に向けた現在の課題等

・認知症高齢者の増加や障害者の地域移行が進む中で、安心、安全に住み慣れた地域で暮らす
ためには、身近な地域での権利擁護の取組が必要です。
・国の計画を受けて、平成 30 年度には市地福計画と一体で、横浜市成年後見利用促進基本計画
（以下、市成年後見計画）が策定されました。本会が実施している権利擁護事業から成年後見
制度まで、その方の状態に合った適切な支援が切れ目なく提供されることが強く求められてい
ます。
・また、計画が推進されるよう、これまでの実績を踏まえ、横浜市の権利擁護推進機関「横浜
生活あんしんセンター」としての役割発揮が求められています。
①権利擁護事業契約者 1,310 人
（単年度目標：1,150、1,200、1,250、1,280）
②市民後見受任実績

ウ 公益的使命達成に向け
た協約期間の主要目標

102 件

主要目標の
（参考）30 年度実績
設定根拠
①権利擁護事業契約者 1,139 人 及び公益的
新規契約者数：352 人
使命との因
終了者数：
241 人
果関係
前年度比

111 人増

②市民後見受任実績

52 件

①金銭管理や定期訪問など権利擁護事業によ
る支援はもとより、本事業の契約を契機に、
利用者がその他のサービスや区社協の持つ
様々なネットワークの中で支えられていく
ことにつながり、生活全般における支援に
つながることが期待できます。
②市民後見人は、地域に住む身近な存在とし
て、法的に認められた権限をもって見守り、
支える役割を担っています。
その市民後見人を養成し、活動支援を進め
ながら、受任実績を増やすことは高齢者や
障害者が住み慣れた地域での生活を継続す
る一助となります。

団
体

・権利擁護事業について、各区の権利擁護推進機関である「区社協あんしんセンター」におけ
る実施方法等の見直しを検討し、市民の方の利用がより推進されるよう取り組みます。
・市民後見人について、市民後見人バンク登録者の受任が進むよう、相談支援機関への普及啓
発を一層進めるとともに、受任案件の見直しや専門職後見人から市民後見人への移行の促進、
受任調整や活動支援方法の見直しを行います。
・横浜市の権利擁護推進機関として 20 年に及ぶ実績を生かし、市成年後見計画を推進する中核
機関の設置に向けて、2019 年度には設置検討・準備事業を受託します。また、2020 年度以降
に予定されている設置後においても、中心的機能を果たしていきます。

市

・支援の必要な方が「区社協あんしんセンター」で実施している権利擁護事業から「横浜生活
あんしんセンター」が実施している成年後見制度まで切れ目なく制度を利用できるよう、市民
に向けた普及啓発や相談支援機関の人材育成などに取り組みます。
・市成年後見計画と一体で策定された市地福計画の趣旨に鑑み、身近な地域で支え合う市民後
見人の養成・活動支援に引き続き取り組みます。
・市成年後見計画を踏まえ、住み慣れた地域で高齢者や障害者が安心、安全に暮らし続けるた
めに、権利擁護の推進機能を持つ中核機関を設置し、相談体制や地域連携ネットワークを整備
していきます。

主要目標達成に向
けた具体的取組

（２）財務に関する取組
本会事業活動に関する負債は、
「年金共済事業（会計上の名称は『退職共済』
）
」における『退職
共済預り金』を除くと約 110 億円強となっています。そのうち７割を占める「長期運営資金借
入金」は、横浜市補助事業「社会福祉事業振興資金貸付事業」実施のための借入金であり、本
会財務状況の健全化に向けて削減必須項目となっています。

ア 財務上の課題

イ 課題解決に向けた協約
期間の主要目標

長期運営資金借入金の縮減
長期運営資金借入金 5,470,000,000 円
（単年度目標：7,670,000,000、7,120,000,000、6,570,000,000、6,020,000,000）
（参考）30 年度実績：長期運営資金借入金
8,220,000,000 円

主要目標の
設定根拠及
び財務に関
する課題との
因果関係

「退職共済預り金」を除く負
債のうち７割以上を占める
「長期運営資金借入金」の縮
減を図ることにより、本会財
務状況の改善につながりま
す。

団
体

・長期運営資金借入金の返済原資となっている「社会福祉事業振興資金貸付事業」に係る貸付
金について、貸付先である社会福祉法人に対し、確実に返済できるよう、返済事務の案内、返
済日の確認作業をきめ細やかに実施するなど、確実な回収に取り組みます。
・各事業において、事業効率を踏まえた実施手法となるよう取り組むとともに、適正な経理処
理、定期的な執行状況の把握を行います。

市

・貸付先である社会福祉法人の返済が滞ることのないよう、関係部署による償還金助成を引き
続き行うとともに、社会福祉協議会や法人の状況の変化を注視し、早期の相談・調整を行い
ます。

主要目標達成に向
けた具体的取組
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（３）人事・組織に関する取組
ア 人事・組織に関する課題

社会環境やニーズが刻一刻と変化するなかで、社会福祉協議会の公益的使命を果たすためには、
変化に合わせた柔軟な組織体制や従事する職員の育成・定着が必要です。
①現行業務の再編・整理等に係る
検討、結果を踏まえた見直し
②職員人材育成計画の改訂及び改
訂した計画による体系的な育成体
制の構築

イ 課題解決に向けた協約
期間の主要目標

（参考）30 年度実績
①特定資金貸付事業の償還完了、
振 興資金貸 付事業 の新規貸 付終
了、区社協あんしんセンターのサ
ービス提供や事務手続きの効率化

主要目標の
設定根拠
及び人事・組
織に関する課
題との因果関
係

①現行業務の再編・整理等により、公益的
使命に合致する業務に注力することで、
効果的・効率的な組織運営を行うことが
できます。
②職員人材育成計画の改定とそれに基づ
く育成体制の構築により、必要な基本姿
勢・知識・スキルを身に付けることで、職
員の育成につながります。

②職員人材育成計画の改訂

団
体

・社会環境やニーズ等の変化により、事業形態の再検討等が必要な事業を抽出し、横浜市所管
課とともに、当該業務のあり方についての協議・見直しを行います。
・社会環境やニーズ等の変化に対応できるよう、必要な基本姿勢・知識・スキルを整理しなが
ら、職員人材育成計画の改訂及び改訂した計画による体系的な育成体制の構築を、組織全体
で実施します。
・ワーク・ライフ・バランスの推進等により、働きやすい職場づくりを進めます。
・職員の確保に向け、学校などへのアプローチや、職場体験の受入れ等を行います。

市

・団体の公益的使命と外郭団体としての社会福祉協議会の役割を鑑み、現行業務の必要性につ
いて常時団体とともに議論を進めます。
・職員の育成、定着について、行政の取組事例を共有するなど支援を進めます。

主要目標達成に向
けた具体的取組
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