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社会福祉協議会は、

TEL 046-875-9889 FAX 046-876-1873
http://www.hayamashakyo.com/
E-mail shakyo@hayamashakyo.com

住民の皆さんの参加と協力によって運営され、
福祉のまちづくりをすすめている民間の福祉団体です。

地域福祉総合相談事業 開始から1年
－ はやま住民福祉センターへご相談ください －
葉山町社会福祉協議会は、平成26年４月、
組織を再編成し、
「はやま住民福祉センター」
を設置しました。センターではボランティア
活動や小地域福祉活動など住民主体の福祉活
動を推進するとともに、断らない福祉相談を
モットーとした「地域福祉総合相談事業」を

活動相談
☆ボランティア活動をしたい
☆研修・学習の企画に協力して欲しい
☆新しい活動の相談
☆住民福祉活動を行う団体を立ち上げたい
☆特技や職能を活かしたい
☆金品の寄付をしたい
など

開始し、1年余りが経過しました。
相談事業ではボランティアに関する相談の
他、生活問題を抱えながらも制度の対象外と
なってしまう人、自
分からはSOSを出せ

生活相談

な い 人 な ど を 含 め、
昨年度1年間で延べ

○引きこもりや孤立状態など近所の人が心配
○話し相手や見守りが必要
○地域の助けあい活動の利用
○制度の対象外で行き場がない
○地域の活動に参加したい
など

800件以上の相談が
ありました。
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社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会 平成26年度 決算報告・事業報告（概要版）
「はっぴぃで やさしい まちづくり」をキャッチフレーズに、地域と行政と協働し誰もが自分らしく安心して暮らすことができる福祉
のまちづくりを目標として様々な福祉活動を展開しました。皆さまのご理解とご協力により、昨年度も多くの事業を実施することができま
した。詳細は葉山町社会福祉協議会ホームページからご覧いただけます。 URL：www.hayamashakyo.com

平成26年度決算報告（概要）

平成27年3月31日現在

貸借対照表

平成27年3月31日現在

（単位：円）
収

入

会費
寄付金
補助金
受託金
貸付事業等収入
事業収入
介護保険
障害者自立支援
受取利息
その他の収入
施設整備等補助金
積立資産取崩
その他の活動による収入
前期末支払資金残高
合
計

金額（円）
支
出
4,781,650 法人運営
1,006,345 基金運営
64,899,698 はやま住民福祉センター
26,925,829 在宅援護
249,000 福祉サービス利用援助
1,457,700 貸付
45,524,026 介護サービスセンター
3,796,738 地域包括支援センター
1,198,308
2,006,419
1,730,000
1,040,250
7,616,640
75,736,440
237,969,043
合
計
差引残額 61,793,939円

金額（円）
73,146,049
9,698,400
5,991,856
9,469,624
5,349,445
2,605,000
45,915,755
23,998,975

（単位：円）
資

産

の

部

負

債

の

流動資産

71,690,388

流動負債

9,896,449

固定資産

352,884,241

固定負債

75,226,920

基本金
その他の固定資産

1,000,000

負債の部合計

351,884,241

純

資

85,123,369
産

の

基本金

213,395,900

国庫補助金等特別積立金

176,175,104
資産の部合計

424,574,629

部
1,000,000

基金

※収支差引残額につきましては、平成27年度への繰越金（基金原資の積立金含む）となります。

部

1,808,667

その他の積立金

68,709,972

次期繰越活動収支差額

54,536,721

純資産の部合計

339,451,260

負債及び純資産の部合計

424,574,629

平成26年度事業報告（概要）
福祉サービス利用援助（葉山あんしんセンター）

法人運営
●理事会の開催…6回
●監事会の開催…4回
●評議員会の開催…2回
●会費の確保
一般会費 8,695世帯 4,348,650円
賛助会費
90件
433,000円
●はっぴぃでやさしいまちづくり協働事業…3団体、1個人に年末たすけあい
募金を配分 配分合計750,000円
●葉山町社会福祉協議会だよりの発行…4回
●福祉貢献者表彰式の開催…2月20日（金） 17人＋1団体
●ホームページ、ブログ等の管理
他

基金運営
●ともしび基金運営…7件 366,345円
●ボランティア活動振興基金運営…1件

10,000円

はやま住民福祉センター
地域生活を送る上での困りごとの相談や小地域福祉活動、ボランティア活
動など住民の方々、民間団体の方々が主体の福祉活動の支援を行いました。
●生活相談648件 活動相談163件
●個人登録ボランティア…98人
●相談員研修事業…14回
●地域福祉推進研修…相談1回・協働1回・テーマ2回
●手話奉仕員養成講座（入門課程）の開催…9人
●音訳ボランティア養成講座（初級編）の開催…7人
●ボランティアグループ等20団体に活動経費の助成…882,000円
●葉山災害ボランティアセンター連携会議 8回
●葉山災害ボランティアセンター設置運営訓練 2/28（土）
●夏休み福祉活動体験学習の開催…11施設 40人
●はやまボランティア・市民活動ガイドブックの発行
●小地域福祉活動推進組織6団体に助成…1,122,500円
●ふれあいいきいきサロン10団体に助成 …180,000円
●小地域見守り支え合い活動支援と助成…128,406円
●生きがいミニデイサービス事業…20団体203回
●はやま住民福祉センター運営会議…3回
●地域福祉活動計画進行管理委員会の開催
他

在宅援護
●障害者等送迎サービス事業…延利用回数625回 登録者数95人
●日常生活用具の貸与…車いすの貸与70件／ 76台
●介護用品支給事業…192人 支給数1,886品
●ボランティア一人暮らし高齢者配食サービス…44人 324食
●家庭介護教室の開催…4回 延参加者334人
●事業所連携合同研修…10事業所 2回 延参加者132人
他

判断能力が不十分な認知症高齢者や障害者の権利擁護を図り、福祉サービ
スの利用支援や日常的金銭管理サービス、貸金庫による書類等預りサービス
を実施しました。
●福祉サービスの利用支援サービス…17人
●日常的金銭管理サービス…13人
●書類等預りサービス…4人
相談1,779件 サービス提供473件 訪問265件
他

貸付
世帯の自立と更生をめざして、「生活福祉資金」
「たすけあい資金」等の貸
付など必要な援助を行いました。
●延貸付相談件数…699件
●生活福祉資金貸付者数…19人
●たすけあい資金…新規貸付…9人 償還…11件

介護サービスセンター
●介護保険サービス
ケアプランの作成…1,158件 予防プラン162件
ホームヘルプサービス…延利用者724人 訪問6,455回 援助3,633時間
●障害者自立支援サービス
ホームヘルプサービス…延利用者93人 援助1,096.5時間
他

地域包括支援センター
高齢者が住み慣れた地域でいつまでも心身ともに健康で、安心・安全に暮
らしていくことができるよう、総合的な相談・支援を行いました。
●相談件数…1,205件
●介護プランの作成…直営：2,241件 委託：790件
●体操教室「ごりっぱ」
「おたっしゃ」の開催…55回 559人
●地域等の会合に参加し講話など…34回
他

他団体の事務局運営
●神奈川県共同募金会葉山町支会
赤い羽根募金総額…4,456,070円
年末たすけあい募金総額…4,303,522円
●ともしび運動推進葉山町懇話会
他
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葉山町社会福祉協議会の役員・評議員が改選されました（敬称略・順不同）
角田 正美（諏訪町町内会）
◆評議員（40名）
◆理事（15名）
会 長 山本 牧人（学識経験者）
小峰
豊（鐙摺町内会）
伊東
強（木古庭町内会）
副会長 中川 進一（民生委員児童委員協議会）
松下敬二郎（長柄下町内会）
緑川 稔弥（下山口町内会）
副会長 萩原 幹子（町内会連合会）
石井 新一（長柄町内会）
酒谷 長之（葉山一色台自治会）
倉林
彰（町内会連合会）
山本 嘉則（パーク・ド・葉山四季自治会） 中村 和雄（葉桜自治会）
荒井 武男（民生委員児童委員協議会）
白澤 和子（イトーピア葉山自治会）
鈴木 洋祐（一色第１町内会）
三橋 政昭（地域代表者）
具志堅 勝（民生委員児童委員協議会）
長塚
諭（一色第２町内会）
根岸 隆男（社会福祉施設）
佐野 司郎（逗葉地区保護司会）
杉浦 強司（民生委員児童委員協議会）
鈴木 知一（一色第３町内会）
守屋 亘弘（身体障害者福祉協会）
宮川 政令（民生委員児童委員協議会）
福本嘉津巳（一色第４町内会）
小林 悦子（青少年指導員連絡協議会）
松尾 真弓（葉山にこにこ保育園）
角田伸一郎（一色第５町内会）
大熊 成子（ボランティア連絡協議会）
平野 和子（身体障害者福祉協会）
斉藤 浩一（葉山エコー会）
待寺 真司（葉山町議会）
伊東
清（老人クラブ連合会）
畠山
正和（芝崎町内会）
野口
司（学識経験者）
伊藤 光子（更生保護女性会）
星野
崇（つつじヶ丘町内会）
青木 英子（学識経験者）
杉野
仁（手をつなぐ育成会）
森
詠（東伏見自治会）
仲野 美幸（福祉関係行政機関）
◆監事（3名）
尾形 陽子（ボランティア連絡協議会）
矢島 昭男（牛ヶ谷戸町内会）
上野 英樹
古川 順子（国際ソロプチミスト逗子・葉山）
上野 卓二（向原町内会）
加藤 克真
栁 新一郎（葉山町商工会）
加藤
清（真名瀬町内会）
千々松 健
土佐 洋子（ロータリークラブ）
新倉
寛（森戸町内会）
任期：平成27年7月4日～平成29年7月3日
池
誠（ライオンズクラブ）
上村
修（元町たかさご会）
榊原 典子（青少年指導員連絡協議会）
高梨 民雄（木の下町内会）
任期：平成27年6月19日～平成29年6月18日
鈴木
武（三ヶ浦町内会）

葉山っ子すくすく子育てメール
葉山っ子すくすく子育てメール
８月メルマガ配信スタートします
８月メルマガ配信スタートします！
！
年末たすけあい配分金助成事業
NPO法人葉山っ子すくすくパラダイスが、年末たすけあい運動の助成金を受け、8月から、社協に登録しているボランティ
ア団体のイベント情報、葉山町の健診日程、施設の利用案内など、子育てに役立つ情報をメルマガ等で配信します。
メルマガの登録は簡単です。
QRコードを読んで、表示されたメールアドレスに空メールを送ってください。
QRコードが読めない方や、PCでの登録の方は、sukupara-fjoin@5-55.jpへ空メールを送ってください。
折り返し、『“sukupara”メーリングリストへようこそ』というメールが返ってきたら登録完了です。
～ NPO法人葉山っ子すくすくパラダイスからのメッセージ～
私たちは、
「子どもにやさしい町 みんなにやさしい町」をテーマに掲げ、2007年に誕生し
た子育て支援団体です。葉山町で楽しく子育てができるようにと、0歳からのクラシックコン
サート、子育てカフェ、親子の外遊び、出張集団保育や子育て方法の講座（トリプルP：前向
き子育てプログラム）
、子育てタクシーの運行協力、子育て情報誌「TSUNAGU」の発行など
いろいろな活動を展開しています。昨秋には、第8回神奈川県子ども子育て大
賞を受賞しました。この度、年末たすけあい配分金助成事業を受け、葉山の子
育て情報をメルマガ等で子育て中の皆さんにお届けすることになりました。1
人でも多くの皆さんに子育て情報を届けていきたいと思います。これからも、
どうぞよろしくお願いいたします。 http://hayama-sukupara.com/

送迎サービス事業

アルバイト運転士の募集

寝たきりや車椅子の方を対象にした送迎サービスの運転士を募集しま
す。利用申し込み状況によりますが、原則以下の通りの勤務になります。
勤務内容：
介護車両による高齢者や障害者等の病院、福祉施設等への送迎（送
迎範囲は神奈川県内）
車椅子やストレッチャー（寝台）の操作、事務作業等を含む。
勤務時間：
原則、木曜日（8：30～17：00の間の5時間程度）
他の曜日も利用申し込み状況により勤務あり。
3
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時
給：920円
必要な免許・資格：
普通自動車免許（AT限定可）
ヘルパー2級以上あれば尚可
【応募方法】写真付きの履歴書をご提出下さい。書類選考の上、面接を行います。
※詳細は、お気軽にお問合せ下さい。
【問合せ先】葉山町社会福祉協議会 はやま住民福祉センター
電話：046-875-9889 採用係 山下・倉本

▶▶▶「葉山児童デイ
第3次葉山町地域福祉活動計画から生まれた任意
団体の「結」が、2015年3月に法人格を取得し、
「一
般社団法人 結」としてスタートしました。
何らかの苦手さを抱える子ども達を親と一緒に地
域で支え、安心できる居場所にと3年間活動をして
参りました。活動の中で支援者・保護者と話し合い
を重ね、「もっと子供たちのために！」と事業化へと
向かう事を決め、「一般社団法人 結」を運営法人と
して、6月1日（月）「葉山児童デイ 結」をオープンしました。
発達につまずきのある未就学児を対象に「児童発達支援」を、就学児を対
象に「放課後等デイサービス」の事業を行っています。
放課後等デイサービスは、今まで葉山町になかった事業で、葉山の子供た
ちは葉山で見守られ、育っていって欲しいという保護者の想いで立ち上がり
ました。
「葉山児童デイ 結」で大切にしていること
子ども達が安心して過ごせる場所であること

～ 傾 聴 活 動 編～
前年度好評いただきました、地域福祉推進研修「傾聴活動編」
を今年度も開催します！
1人暮らしの方や悩み、寂しさを抱える方も多く、心を傾けて
話を「聴く」傾聴活動が求められています。相手の立場に立って
お話を聴くためには勉強が必要なため、今年度は「入門講座」と「ス
キルアップ講座」の２つのコースを予定しています。これから活
動したい方にも、現在活動中の方にもお勧めの講座です。
時

入門講座

※２日間セットの講座です。

9月24日（木）＆10月1日（木）10時～15時（両日とも）
スキルアップ講座

※２日間セットの講座です。

10月22日（木）＆10月29日（木）10時～15時
（両日とも）
※スキルアップ講座は入門講座受講者で、入門講座後ス
キルアップ講座までに施設実習を行える方が対象で
す。
（施設及び日程は調整中。1日、2時間程度予定）
講

師

NPO法人 ホールファミリーケア協会
理事長 鈴木絹江氏

場

所

参加費

葉山町消防署地下講堂（両コース共通）
500円（両コース共通）

詳細、チラシ・申込書は8月に配布予定です。

お問い合わせ
＜葉山町社会福祉協議会＞
TEL：875-9889 FAX：876-1873 E-mail：shakyo@hayamashakyo.com

◆法人運営

社会福祉協議会の運営に関する窓口

◎介護サービスセンター

ケアプラン作成・ヘルパー派遣に関する窓口

TEL：877-1031 E-mail：zaitaku@hayamashakyo.com

◆はやま住民福祉センター
福祉に関する相談窓口
地域活動やボランティア活動に関する窓口
日常生活自立支援に関する窓口
貸付に関する窓口
在宅福祉サービスに関する窓口

◆葉山町地域包括支援センター

高齢者に関する総合相談窓口

TEL：877-5324 E-mail：houkatsu@hayamashakyo.com

再生紙を使用しています。

◀

◀◀

子ども達の成長を信じ、社会参加していくためのお手伝いを
していくこと
地域とのつながりを大切にすること
対

象

営業時間

児童発達支援：2歳～就学前
放課後等デイサービス：小学校１年生～高校３年生
平日
9：30 ～ 18：00
土曜・祝日・学校休業日 9：30 ～ 17：30
定休日 日曜・お盆休み・年末年始

対象地域

葉山町、横須賀市（一部）、
逗子市（一部）
場
所 葉山町堀内1836
（ジョナサン駐車場横）
TEL・FAX 046-887-0610
E-mail hayamadayser@yui-or.jp

は っぴぃで や さしい ま ちづくり協働事業

地域福祉推進研修

日

結」オープン!!

神奈川県共同募金会葉山町支会が来る12月に実施する「年末たす
けあい募金」で集まる募金の一部を活用し、
★葉山町の地域福祉の推進のためにこんな事業や取り組みをしたい！
★事業や取り組みをするために募金を活用したい！・・・など
住民主体で地域福祉を推進するための新規の事業や取り組みに対し
て、その活動経費などを応援します。
葉山町民の皆さんからの善意の年末助け合い募金（12月）を活用
して、平成28年度の1年間でどのような事業や取り組みを実践したい
のかなどについて、町民提案型事業の募集を行います。
※応募表明後、提案した事業の具現化に向けて、社協と協議・調整
を重ね、10月（中旬）開催予定の公開審査会にてプレゼンテーショ
ンしていただきます。

＜はっぴぃでやさしいまちづくり協働事業＞
町民提案型事業の募集
応募表明期間：8月3日（月）～31日
（月）
募集する事業内容：葉山町内を活動領域とする非営利の法人・団
体・個人が、発見・把握した葉山町内の日常
生活の福祉問題に対して、葉山町社協等と協
働することで解決又は軽減が期待できる事業
や取り組み。
助成金額：1団体あたり上限20万円
応募方法：応募表明をご検討される団体・個人の方は、必ず予め
事務局へご相談の上、応募の条件や手続き方法等をご
確認下さい。
【問い合わせ先】社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
TEL：046-875-9889 FAX：046-876-1873
E-mail：hvc@hayamashakyo.com

～正職 員 募 集 ～
募 集 職 種 保健師または訪問看護の経験がある看護師
就 業 時 間 8：30～17：15
休
日 土日、祝祭日、年末年始（12月29日～ 1月3日）
休
暇 年次休暇（1年につき20日）
、療養休暇、出産休暇、育児休暇、
慶弔休暇、夏季休暇、介護休暇等
給
与 賃金 206,470円～
※年齢、職務経歴等により異なります。
※その他扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、期末勤勉手
当等が条件に応じて支給されます。
加 入 保 険 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険
採 用 人 数 1人
仕事の内容 地域包括支援センターにおける、介護予防支援の業務
必要な資格 保健師または看護師
求人条件にかかる特記事項
事前に履歴書をご郵送下さい。書類選考のうえ、着後７日以内に
試験日時を連絡します。
詳細・問合せ 採用係 中野・芳賀 電話０４６－８７５－９８８９

Shakyo Hayama
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