
横内地区社会福祉協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　横内地区における住民の団体相互の連絡、協調に努め住民の生活に直結する
　　　　　　　　　　　　　　　　　社会福祉、保健衛生などに関する活動の推進を図ることを目的とする。

設立年月日 昭和５０年　５月　７日

地区状況 人口：　８，５２９人　　※１ 世帯数：　３，６６５世帯　※２ 高齢化率（65歳以上）：３２．４％　　※３

事務局 横内地区社会福祉協議会　　会長　杉崎　静男　　　　　

会則制定日 昭和５０年　５月　７日

組織概要

会長：１名 副会長：３名 書記：２名 会計：１名

監事：２名 広報：２名 庶務：２名　　　　　　　運営委員：若干名

【構成団体】
連合自治会、各自治会、民生委員児童委員、食生活改善推進団体ママの会、長寿会
（老人クラブ）、団地寿会（老人クラブ）、ボランティアグループ（横内地区ボランティア会）

〖部会〗

横内公民館

福祉村：　横内地区町内福祉村「横内スマイル広場」　　　　

会議等

総会：年１回（４月）

役員会：毎月

運営委員会：年６回

諸団体

自治会数：　６地区自治会、団地自治会
民生委員数：１５名（定数）
主任児童委員数：２名

ゆめクラブ（老人会）：５クラブ

地域・世代間交流
地区社協民児協合同新年会
※コロナで中止

横内公民館

見守り・訪問 寝たきり高齢者お見舞い 横内地区

※３　令和２年　４月１日現在（参考値）

見守り・訪問 尿取りパット配布 横内地区

障がい者見守り・訪問 重度障がい者お見舞い 横内地区

実施事業

　　分　　野　　　　 　　　　　　　　事　　業　　名 　　　会　　　場

高齢者昼食会
ひとり暮らし高齢者食事会
※コロナで中止

横内団地・福祉会館・集会場

高齢者敬老会等
敬寿の集い
※コロナで中止

子育て支援
子育て支援「たいよう」
※コロナで中止

横内こどもの家

※１　令和２年　４月１日現在

※２　令和２年　１月１日現在

地区社協活動目的



　 ひとり暮らし高齢者食事会

　　車いす体験

実施事業
広報誌発行 「横内社協」だより年２回発行

その他 社会を明るくする運動 横内公民館

特徴・ＰＲ

　横内地区は、横内地区自治会と横内団地自治会の２つの組織が存在致します。県営の
横内団地内においては、特にひとり暮らしの高齢者の方や、外国籍の方が多い地域となっ
ています。
　横内地区社協は、社会福祉に携わる団体として、福祉活動のネットワークを充実させ、
地域の皆様にとってより良い福祉環境をつくるようにし、人と人とのつながりを大切にし、「共
に生き、支え合う社会」になるような福祉環境の充実を図っていくことを目標にして、横内福
祉村や各種団体と連携し、地域の皆様が、安心して生活をし、人生を楽しみ、元気になれ
るような活動をするよう心がけています。
　地域福祉の推進の為に、横内地区社会福祉協議会としては、横内地区民生委員・児童
委員、横内地区ボランティア会、横内地区町内福祉村との連携は、特に必要であると考
えます。
　福祉村における「笑顔になる活動・元気になる活動・知識になる活動」を支援し、笑顔が
あふれる横内地域になれるよう活動していきたいと思います。

共催・協力事業

①若草保育園（納涼会、運動会）

②横内小学校（運動会、卒業式）

③横内中学校（体育祭、卒業式）

④盆踊り大会　　※コロナで中止

⑤長寿会新年会

⑥横内公民館まつり

⑦地区レクリエーション大会　　※コロナで中止

⑧日赤社員増強運動



城島地区社会福祉協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　城島地区における各種団体等相互の連絡調整に努め、積極的に地域福祉の
                                増進を図ることを目的とする。

設立年月日 昭和４０年　４月１１日

地区状況 人口：　４，０１９人　　※１ 世帯数：　１，５２０世帯　※２ 高齢化率（65歳以上）：３５．７％　　※３

事務局 城島地区社会福祉協議会　　会長　　山梨　昭三　

会則制定日 昭和４０年　４月１１日

組織概要

会長：１名 副会長：２名 会計：２名 総務：２名

監事：２名 部長：３名　　　　　　副部長：３名　　　　理事：若干名

【構成団体】
自治会連絡協議会、各自治会、民生委員児童委員協議会、長寿会（老人クラブ）、町内
福祉村、城島公民館、交通安全協会、体育振興会、青少年指導員、保護司、食生活改
善推進団体ママの会、消防分団、子ども会育成会、防犯協会、城島小学校PTA、大住中
学校PTA、小学校校長、中学校校長、農協城島支所、美里・柿の実こども園、精陽学
園、特別養護老人ホームふじの郷、ごみ減量化推進員会、ボランティアグループ（つくしグ
ループ、ボランティア若葉、城所ボランティア、城島乳幼児支援ボランティア）

〖部会〗　　　企画部、事業部、広報部

諸団体

自治会数：　６地区自治会
民生委員数：８名（定数）
主任児童委員数：２名

ゆめクラブ（老人会）：２クラブ

福祉村：　城島地区町内福祉村「城島ふれあいの里」　　　　

会議等

総会：年１回（５月）

役員会：随時開催

六者会議及び協議体会議：毎月

地域・世代間交流
七夕飾り
※コロナで中止

城島公民館

実施事業

　　分　　野　　　　 　　　　　　　　事　　業　　名 　　　会　　　場

高齢者昼食会
高齢者ふれあい給食会 城島公民館

高齢者への配食 城島地区

地域サロン ふれあいサロン 各自治会館

高齢者敬老会等
敬老祝賀会
※コロナで中止

城島公民館

見守り・訪問 要介護者に敬老祝品配布 城島地区

障がい者見守り・訪問 重度障がい者に敬老祝品配布 城島地区

※１　令和２年　４月１日現在
※２　令和２年　１月１日現在
※３　令和２年　４月１日現在（参考値）

地区社協活動目的



　　敬老祝賀会

実施事業

広報誌発行 「城島社協だより」　年２回発行

その他
ボランティアとの合同研修会
※コロナで中止

城島公民館

⑦社明運動行事（ふれあい餅つき大会他）

⑧日赤社員増強運動

特徴・ＰＲ

城島地区は、平塚市の北部に位置し、城所、小鍋島、大島、下島、下島第一、第二団
地、大島団地の７地区で構成されています。
城島の全地域が市街化調整地域で、最近の調査では、１４２８世帯　人口は、４０２６
人。６５歳以上の高齢化率は、平塚市内で一番高い地域です。
高齢者の方々が、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地区社協・自治会・民児協等
六者会議を毎月開催し、検討を行っております。

その他 社会を明るくする運動 城島小学校

共催・協力事業

①城島公民館まつり

②城島公民館賀詞交歓会

③各種団体懇親会　　※コロナで中止

④ふれあい給食会（長寿会と共催）

⑤ふれあいサロン（福祉村と共催）

⑥精陽学園秋祭り



岡崎地区社会福祉協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡崎地区及びふじみ野地区における住民・団体等の連携のもとに、積極的に
                                住民の生活と直結する地域福祉活動の推進を図ることを目的とする。

設立年月日 昭和３９年　１０月　７日

地区状況 人口：　９，３７８人　　※１ 世帯数：　３，６０３世帯　※２ 高齢化率（65歳以上）：３３．９％　　※３

事務局 岡崎地区社会福祉協議会　　会長　田中　利夫　　　　　

会則制定日 昭和３９年　１０月　７日

組織概要

会長：１名 副会長：３名 書記：２名 会計：２名

監事：２名 部長：　６名 理事：（１０名以上１５名以内）

【構成団体】
自治会連絡協議会、町内福祉村（おかざき鈴の里）民生委員児童委員協議会、岡崎小
学校PTA、大住中学校PTA、体育振興会、青少年指導委員協議会、ごみ減量化推進委
員会、交通安全協会岡崎支部、岡崎地区老人クラブ連合会、防犯協会岡崎支部、食生
活改善推進団体ママの会岡崎、ボランティアグループ（岡崎地区ボランティア、お針グ
ループ、福祉協力員、福祉推進員

〖部会〗 企画・総務部会、高齢・障がい者福祉部会、健康福祉推進部会、広報部会
　　　　　　　生活支援推進部会、児童福祉部会

福祉村：　岡崎地区町内福祉村「おかざき鈴の里」　　　　

会議等

総会：年１回（４月）

部長会：年３回

理事会：年１回

ボランティア全体総会：年１回

生活支援推進部会　定例会：毎月

企画・総務部会　定例会：２ヶ月に１度

諸団体

自治会数：　９地区自治会
民生委員数：１２名（定数）
主任児童委員数：２名

ゆめクラブ（老人会）：７クラブ

地域・世代間交流
「ふれあい広場」プロジェクト
「ふれあい広場植栽会」を計画する

岡崎上ノ入公園

実施事業

　　分　　野　　　　 　　　　　　　　事　　業　　名 　　　会　　　場

高齢者昼食会

ひとり暮らし高齢者お楽しみ昼食会
※コロナで中止

岡崎公民館

お弁当の宅配 岡崎地区

高齢者見守り・慰問 寝たきり高齢者年末慰問金の配布 岡崎地区

高齢者敬老会等
ふれあい福祉のつどい
※コロナで中止

岡崎小学校

地域・世代間交流
漫歩会
※コロナで中止（１１月から実施計画）

神奈川県内等

地域・世代間交流 土曜クラブ 岡崎小学校他

※１　令和２年　４月１日現在
※２　令和２年　１月１日現在
※３　令和２年　４月１日現在（参考値）

地区社協活動目的



　　「ふれあい広場」プロジェクト 　　「植栽会」 認知症サポーター上級研修

（9月～　） 　　（11月7日予定）

漫歩会 　　バスケットボールクラブ 土曜クラブ（うどん作り）

（２月１８日） 　　（土曜日） （10月3日）

（10月14日）

実施事業

地域・世代間交流 バスケットボールクラブ 岡崎小学校

見守り・訪問 高齢者見守り活動 岡崎地区

土曜クラブ ・うどん作り　・わら細工　・お菓子つくり 岡崎公民館他

子育て支援 さくらんぼ 岡崎公民館他

広報誌発行 「ふれあい」だより　年３回発行

広報誌発行 社協HP 随時更新

その他 講演会 岡崎公民館

その他 社会を明るくする運動 王御住運動広場

特徴・ＰＲ

当地区社協は、平成２６年に５０周年を迎え、時の流れに沿った活動を心掛けています。
６つの専門部会と４つのボランティアグループが活動していて、本年は新型コロナウイルス
感染拡大防止に配慮し「ふれあい広場」プロジェクトを立ち上げました。公園を整備して「ふ
れあい広場植栽会」を実施します。住民が気軽に参加し、「住み良い街づくり」を目指してい
きます。引き続き活動内容は随時HPに掲載いたします。

その他 ふれあい相談 随時

共催・協力事業

①岡崎公民館まつり

②認知症サポーター講習会

③市民体育レクリエーション岡崎地区大会



金田地区社会福祉協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　金田地区の住民が互いに理解・協力し、助け合いながら住みよい環境と人間
                               性豊かな地域づくりに努め、さらには地域の福祉が向上することを目的とする。

設立年月日 昭和４０年　４月　１日

地区状況 人口：　１０，２８２人　　※１ 世帯数：　４，１２８世帯　※２ 高齢化率（65歳以上）：２９．０％　　※３

事務局 金田地区社会福祉協議会　　会長　宮前　照雄　　　　　　

会則制定日 平成５年　４月２５日

組織概要

会長：１名 副会長：３名 書記：２名 会計：２名

監事：２名 部長：４名 理事：若干名

【構成団体】
自治会連絡協議会、各自治会、民生委員児童委員、公民館、町内福祉村、体育振興
会、金田小学校、駐在所、保護司、青少年補導員、長寿会（老人クラブ）、金田小学校Ｐ
ＴＡ、金旭中学校ＰＴＡ、子ども会育成連絡協議会、青少年指導員、交通安全協会、防
犯協会金田支部、平塚市水防団金田分団、ごみ減量化推進委員会、美化推進委員、
交通安全母の会、子育て支援、市政モニター、消防１５分団、ボランティアグループ（金
田地区ボランティアグループ、金田福祉サービスボランティア）

〖部会〗     企画部、財務部、事業部、広報部

福祉村：　金田地区町内福祉村「いちごの会」　　　　　　　

会議等

総会：年１回（４月）

本部役員会：毎月（臨時役員会も含む）

理事会：年２回

各部会：随時開催

金旭中学校区地域教育力ネットワーク協議会（年３回）

諸団体

自治会数：　５地区自治会
民生委員数：１３名（定数）
主任児童委員数：２名

ゆめクラブ（老人会）：５クラブ

実施事業

　　分　　野　　　　 　　　　　　　　事　　業　　名 　　　会　　　場

高齢者昼食会 ひとり暮らし高齢者給食会 金田公民館

高齢者敬老会等 敬老福祉まつり 金田公民館

地域・世代間交流 金田地区盆踊り大会 金田公民館駐車場

地域・世代間交流 金田地区体育レクリエーション大会 金田小学校

地域・世代間交流 福祉ふれあい広場 金田公民館

子育て支援 学童保育 金田学童保育

子育て支援 子育て支援「どんぐり」 金田公民館

その他 ふれあい相談 金田公民館

※１　令和２年　４月１日現在
※２　令和２年　１月１日現在
※３　令和２年　４月１日現在（参考値）

地区社協活動目的



　　子育て支援「どんぐり」

ひとり暮らし高齢者給食会

　　敬老福祉まつり

　　　　（無料記念写真コーナー）

実施事業

広報誌発行 「かねだ」だより　年２回発行

その他 福祉資金貸付

特徴・ＰＲ

金田地区は、金目川と鈴川に囲まれた、田園地帯であります。中央に所在する金田公民
館を地域のコミュニケーションの場として、各種団体の公民館利用は非常に活発な状況で
あります。恒例の敬老福祉まつりでは、趣向を凝らした展示会場や保育園児の歌や遊戯、
公民館利用団体の踊り、コーラス等、会場の皆様と一体となって和やかなお祭りとなって
います。
また、金旭地域教育力ネットワーク協議会では、子どもたちが地域社会への主体的参加を
通し、様々な世代間の交流、生活体験、自然体験を積み重ね、「生きる力」を育むための
活動を様々展開しております。

その他 社会を明るくする運動 金田公民館

共催・協力事業

①金旭中学校運動会・卒業式

②金田小学校運動会・卒業式、金田小学校ＰＴＡ秋祭り

③盆踊り大会

④ソーレ平塚納涼祭



土沢地区社会福祉協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　 土沢地区（土屋、吉沢及びめぐみが丘）における住民団体の横の連絡を持ち、
                              自主的かつ積極的に住民の生活と直結するよう、社会福祉活動の推進を図ること
                              を目的とする。

設立年月日 昭和３９年　４月　１日

地区状況 人口：　６，８９９人　　※１ 世帯数：　２，２７０世帯　※２ 高齢化率（65歳以上）：２７．４％　　※３

事務局 土沢地区社会福祉協議会　　会長　小泉　英俊　　　　　　

会則制定日 昭和５３年　１１月２４日

組織概要

会長：１名 副会長：２名 書記：２名 会計：２名

監事：２名 常任理事：２１名

【構成団体】
自治会連絡協議会、民生委員児童委員協議会、老人会、青少年指導員、教育力ネット
ワーク、吉沢青年親和会、小・中PTA会長、土沢ボランティア

〖部会〗　　役員会、事業部、広報部、子育て支援部、会計

福祉村：　吉沢地区町内福祉村「ひだまりの里」　　　　　

会議等

総会：年１回（５月）

常任理事会：毎月

役員会：随時開催

諸団体

自治会数：　８地区自治会
民生委員数：１２名（定数）
主任児童委員数：２名

ゆめクラブ（老人会）：９クラブ

実施事業

　　分　　野　　　　 　　　　　　　　事　　業　　名 　　　会　　　場

高齢者昼食会 ひとり暮らし高齢者ふれあい給食
土屋公民館
吉沢公民館

ふれあいサロン 土沢サロン
土屋公民館
吉沢公民館
七国荘

高齢者敬老会等 ７７歳以上の方に敬老祝い品贈呈 土屋・吉沢地区

見守り・訪問 夏季・年末慰問金の贈呈 土屋・吉沢地区

地域・世代間交流
ふれあいまつり（土屋・吉沢ふれあい夏まつ
り、めぐみが丘ふれあい秋まつり）

土屋公民館
吉沢公民館
めぐみが丘公園

子育て支援 子育てひろば「ひよこ」
土屋公民館
吉沢公民館

※１　令和２年　４月１日現在
※２　令和２年　１月１日現在
※３　令和２年　４月１日現在（参考値）

地区社協活動目的



　　土沢サロン

実施事業

広報誌発行 「社協つちさわ」だより　年２回発行

その他 １日園長
はばたき進和、つちや
ホーム、吉沢保・土屋幼
等

特徴・ＰＲ

平成２８年度から地域活動支援を開始。
趣旨
・地域の過疎化に伴い、まちおこしの一環として後援。
・高齢者が元気で生きいきと・はつらつに、地域活躍する場の提供。
吉沢八景、土屋ざる菊園の周辺では、高齢者が清掃、花の育成等でボランティアで活躍
しています。高齢者が健康で長生きして頂くよう地区社協も応援しています。また、自治会
と共に地域の環境整備、住み良い社会の構築に努めています。

その他 社会を明るくする運動
土屋小・吉沢小、土沢
中、土屋幼、吉沢保等

共催・協力事業

①敬老会（土屋福寿会、吉沢老人クラブ、めぐみが丘花水木会、つちやホーム文化祭等）

②運動会・卒業式（土屋小・吉沢小、土沢中、土屋幼・吉沢保等）

③市民体育レクリエーション土屋地区大会　・　吉沢地区大会

④土屋・吉沢公民館まつり

⑤土屋・吉沢子ども大会



※１　令和２年　４月１日現在
※２　令和２年　１月１日現在
※３　令和２年　４月１日現在（参考値）

障がい者支援
ふれあい広場（旭南地区内障がい者、
進和学園、麦の家との交流会）
※コロナで中止

旭南地区、進和学
園、麦の家

障がい者支援 慰問品配布（身障２級以上） 旭南地区

実施事業

　　分　　野　　　　 　　　　　　　　事　　業　　名 　　　会　　　場

高齢者昼食会

ひとり暮らし高齢者昼食会
※１１月から開催

旭南公民館

いきいき料理教室
※コロナで中止

旭南公民館

諸団体

自治会数：　１０地区自治会
民生委員数：２６名（定数）
主任児童委員数：２名

ゆめクラブ（老人会）：１クラブ

高齢者祝い品 ひとり暮らし高齢者誕生月お祝い 旭南地区

見守り・訪問 寝たきり慰問品配布 旭南地区

ふれあいサロン
※１０月から開催

旭南公民館

地区サロン　サンサン
※状況をみて１０月から開催

各自治会館

高齢者敬老会等 ８８才以上記念品配布 旭南公民館

地域サロン

定例会：毎月

役員会：年２回

顧問：若干名 各部部長：１名　　　各部副部長：２名

【構成団体】
各自治会、民生委員児童委員、食生活改善推進団体ママの会、福祉協力者、ボランティア
グループ（旭南地区老人給食ボランティア姫リンゴ、旭南ボランティアたんぽぽ）

〖部会〗　　こども福祉部、高齢福祉部、障がい福祉部、広報部、ボランティア部

旭南地区社会福祉協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　旭南地区における住民団体との横のつながりを持ち自主的かつ積極的に住民と
                                直結するよう社会福祉、保健衛生その他福祉に関する活動の推進を図る事を目的
                                とする。

設立年月日 平成元年　４月　１日

地区状況 人口：　１８，０５４人　　※１ 世帯数：　７，９３２世帯　※２ 高齢化率（65歳以上）：３２．４％　　※３

事務局 旭南地区社会福祉協議会　　会長　平林　弘子　　　　　　

会則制定日 平成元年　１２月１３日

組織概要

会長：１名 副会長：２名 書記：２名 会計：２名

監事：２名

福祉村：　旭南地区町内福祉村「あさひの絆」　　　　　　

会議等

総会：年１回（４月）

地区社協活動目的



　  　　　　　　ふれあいサロン 　　　　　　ふれあい広場 　　　　子育て支援

　　　　　　　　敬老のつどい 　　　　　 高齢者料理教室 　　　高齢者昼食会

共催・協力事業
①万田デイサービス　絵手紙指導

②高根台ホーム　　縫い物

特徴・ＰＲ

旭南地区には、福祉施設が９ヶ所あり、毎年自治会役員と社協委員で施設訪問を実施。訪
問を通じて「ふれあい広場」への進和学園・麦の家の出演につながるとともに、社協委員の福
祉への自覚を新たにする機会となっておりますが、今年は開催しません。
「高齢者昼食会」も１２回の給食会のうち５回は料理教室として開催、作って食べて元気に
なるを目標に開催し、毎回好評ですが、料理教室は今年は開催しません。
「サロン」も毎月開催し、１１時からのふれあい相談も毎月参加者が増えており、日常の不安
解消の場にしていきたいと考えております。
「子育て支援」も２会場で実施し、毎月親子のふれあい交流の最高の場となっておりますが、
今年は開催しません。
「慰問品等」については高齢者の方、身障２級以上の方、ひとり親家庭の方に配布を実施。
２８年度からは、「小学生料理教室」を開催し、好評のため２９年度から２回開催することに
致しましたが、今年は開催しません。

その他 ふれあい福祉相談 旭南公民館

地域・世代間交流
料理教室（小学生）
※コロナで中止

旭南公民館

実施事業

福祉施設支援
旭南地区内９施設訪問
※コロナで中止

旭南地区

子育て支援
子育て支援「おひさま」
※合同でクリスマス会開催

旭南公民館

子育て支援
子育て支援「たんぽぽ」
※合同でクリスマス会開催

高根自治会館

広報誌発行 「社協あさひみなみ」だより　年１回発行

その他
社会を明るくする運動
※コロナで中止

旭南公民館

ひとり親世帯 ひとり親家庭慰問品 旭南地区

ひとり親世帯
ひとり親レクリエーション
※コロナで中止

神奈川県内



旭北地区社会福祉協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　旭北地区の地区内における地区関係団体と連携を密にし、及び協力をし、並びに
                              自主的かつ積極的に地区内の住民と直結した社会福祉に関する活動を推進し、
                              もって地域福祉の増進を図ることを目的とする。

設立年月日 平成元年　４月　１日

地区状況 人口：　２１，８２４人　　※１ 世帯数：　９，１４５世帯　※２ 高齢化率（65歳以上）：２８．５％　　※３

事務局 旭北地区社会福祉協議会　　会長　林　恒夫　　　　　　

会則制定日 平成元年　４月　１日

組織概要

会長：１名 副会長：２名 書記：２名 会計：２名

監事：２名 各福祉部長：１名　 各福祉副部長：１名

【構成団体】
自治会連絡協議会、公民館、民生委員児童委員、食生活改善推進団体ママの会、ボラン
ティアグループ（ゆとりすと、あすなろ会）

〖部会〗　　本部、高齢者福祉部、障がい者福祉部、児童福祉部

諸団体

自治会数：　６地区自治会
民生委員数：２６名（定数）
主任児童委員数：２名

ゆめクラブ（老人会）：６クラブ

福祉村：　旭北地区町内福祉村　　　　　　

会議等
総会：年１回（４月）

役員会・委員会：毎月

実施事業

　　分　　野　　　　 　　　　　　　　事　　業　　名 　　　会　　　場

高齢者昼食会

ひとり暮らし高齢者食事会 旭北公民館他

地区居住高齢者食事会 旭北公民館

地域サロン

ふれあいサロン 旭北公民館

ふれあい広場 旭北公民館

高齢者支援等 演芸福祉フェスティバル 神奈川県内

地域・世代間交流
折り紙教室（あすなろ会が協力）
ＰＣ教室（ゆとりすとが協力）

旭北公民館

障がい者支援
演芸福祉フェスティバル
（高齢部と共催）

神奈川県内

子育て支援 子供フェスティバル 神奈川県内

※１　令和２年　４月１日現在

※２　令和２年　１月１日現在

※３　令和２年　４月１日現在（参考値）

地区社協活動目的



　　一人暮らし高齢者給食会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地区居住高齢者食事会

　　ふれあい広場

実施事業

広報誌発行 「旭北社協」だより　年２回発行

見守り・訪問 慰問品配布（高齢者） 旭北地区

見守り・訪問 慰問品配布（障がい者） 旭北地区

見守り・訪問 慰問品配布（子育て） 旭北地区

その他 交流事業・相談 旭北公民館

その他 地区社協・民児協・ボランティア合同研修会 旭北公民館

その他 車椅子貸出し 旭北地区
（旭北公民館にて貸出し）

特徴・ＰＲ

　旭北地区は、市内で最も人口が多く地域の自治会や民児協、公民館等とは良好な関係
であり、連携がとれている。又、地域の各種ボランティア団体も地区社協の活動に理解と協
力をして下さり、とても活動がしやすい環境となっている。
　従来行っていた各部の「バスレク」は、児童部はお楽しみ会に、障がい部は近場へのバスレ
クに変更し、高齢部のみ継続して行っている。

共催・協力事業

①旭北公民館まつり

②公民館小学生参加事業

③ふれあい松延

④カルタ大会

⑤金旭中学校区ネットワ－ク事業、旭陵中学校区ネットワ－ク事業



ひとり暮らし高齢者昼食会
※４月～９月コロナで中止
ひとり暮らし高齢者昼食忘年会
※コロナで中止
ひとり暮らし高齢者お弁当配布
※３月実施予定

よりみちカフェ
※４月～８月コロナで中止
農園カフェ
※４月～８月コロナで中止
介護者カフェ
※４月～８月コロナで中止
カラオケカフェ
※７月～再開

　金目地区社会福祉協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　金目地区における住民参加と住民団体との連携のもとに、自主的かつ創造的に
                              地区住民の生活と直結する地域福祉活動の推進を図ることを目的とする。

設立年月日 昭和３９年　１２月　５日

地区状況 人口：　１８，５８４人　　※１ 世帯数：　９，４１３世帯　※２ 高齢化率（65歳以上）：２６．３％　　※３

事務局 金目地区社会福祉協議会　　会長　森口　明男　　　　　　

会則制定日 昭和３９年　１２月　５日

組織概要

会長：１名 副会長：３名 書記：２名 会計：２名

監事：２名 各部部長：１名　　　各部副部長：１名

【構成団体】
自治会連絡協議会、民生委員児童委員協議会、各自治会、長寿会（老人クラブ）

〖部会〗　　　広報部、福祉部、ボランティア部

諸団体
自治会数：　１４地区自治会

民生委員数：２２名（定数）
主任児童委員数：２名

ゆめクラブ（老人会）：９クラブ

会議等

総会：年１回（４月）

役員会：年１２回

三役会：適時

定例委員会：年５回

北金目サロン 中久保自治会館

実施事業

　　分　　野　　　　 　　　　　　　　事　　業　　名 　　　会　　　場

高齢者昼食会 金目公民館

ふれあいサロン

（４月～９月コロナで中止）

金目サロン 金目公民館

かわまえサロン 川前自治会館

真田サロン 真田自治会館

ウッドパークサロン 真田ウッドパーク会館

片岡サロン 片岡自治会館

広川サロン 広川自治会館

よりみちカフェ等
よろず相談所共催

各所

※１　令和２年　４月１日現在
※２　令和２年　１月１日現在
※３　令和２年　４月１日現在（参考値）

地区社協活動目的



　　広川サロン

　　北金目サロン

実施事業

高齢者敬老会等
敬老の集い
※コロナで延期

金目公民館

地域・世代間交流
福祉レクリエーション大会
※コロナで延期

金目公民館

金目地区各種団体新年の集い 金目公民館

高齢者支援
特養ローズヒル喫茶ボランティア ローズヒル

軽費つちやホーム喫茶ボランティア つちやホーム

見守り・訪問
ひとり暮らし高齢者への年賀状発送

金目地区
寝たきり高齢者へのお見舞金配布

青少年支援 地域教育力ネットへの支援 金目地区

子育て支援
すくすくっこ子育てサロン支援

金目地区
つくしんぼ子育てサロン支援

障がい者支援 機能回復訓練サロン支援 金目公民館

特徴・ＰＲ
金目地区は、広域のため７ヶ所に分散して「ふれあいサロン」を展開している。他地区で開設
されている「福祉村」形態に移行できるか協議体会議にて検討中である。

広報紙発行 「かなめ福祉だより」　年２回発行

共催・協力事業

①金目公民館まつり

②地区レクリエーション大会（金目）　　　※コロナで中止

③地区レクリエーション大会（みずほ）　　※コロナで中止



 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 【事務局】 

社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会 

〒２５４－００４７ 平塚市追分１－４３（福祉会館内） 

電話０４６３－３３－３１００   

FAX０４６３－３３－６５８８ 

担当：地域福祉推進課 地域支えあい班 
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