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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。

年末たすけあい運動助成事業（一般助成／平成29年度助成）

プレゼン テ ーション 報 告 会

平成28年12月の年末たすけあい募金運動にて集まった募金を財源にした助成を受けて、平成29年度に実施さ
れた5つの受配事業の報告会を開催しました。
募金にご協力いただきました葉山町民、企業、学校の皆さま、本当にありがとうございました。

①インクルーシブ造形教室【KIDS ART HAYAMA】
＜助成額200,000円＞
障害のあるなしに関わらず、児童も保護者も交流や

④なでしこ～高齢者サロン～
【プレゼント・チャット会】 ＜助成額：345,000円＞
介護福祉士など有資格者がプログラムを組み立て、

自己表現できる場として、
年間23回の造形教室（絵画、

介護予防、認知症の発症の防止や予防、孤立の防止に

木工など）や展示会（4日間）を開催することができ

つながるサロンを年間46回開催することができました。

ました。

⑤堀内地区（12町内会）有償支援「まごころ隊」

②みんなで見守る 葉山の子 見えない障がい

【旧 堀内地区小地域福祉活動懇話会「たすけ愛隊」
】

【NPO法人 オーシャンファミリー海洋自然体験センター】

＜助成額：101,620円＞

＜助成額：379,400円＞

堀内地区在住の外出（移動）困難な高齢者等がサロ

発達障害のある子どもに関わる保育士や自然体験活

ンへの参加や買い物、病院への通院の時に自家用車に

動等の指導者の勉強会を7回、児童デイなどに通う子

よる送迎を年間86件実施することができました。

どもの自然体験会（海と山）を3回開催することがで
きました。

③「葉山っ子すくすく子育てメール」配信事業
【NPO法人 葉山っ子すくすくパラダイス】
＜助成額：175,000円＞
子育てに奮闘する多くの親御さんにいろいろな子育
て情報や親子で交流できる場などの情報をメルマガで
月1回と随時配信することができました。
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社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会 平成29年度 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29年度事業報告（概要）
法人運営

はやま住民福祉センター

・理事会の開催…6回
・評議員会の開催…3回

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。
◆総合相談事業

・評議員選任・解任委員会の開催…1回

・生活相談621件

・福祉貢献者表彰式の開催…2月23日（金）19人＋4団体
・会費の確保
一般会費…8,589世帯 4,297,311円
賛助会費…87件 441,000円

・相談員研修事業…10回 延べ13人
・個人登録ボランティア…50人 団体登録

・葉山町社会福祉協議会だよりの発行…4回

・地域福祉推進研修
コミュニティソーシャルワーク基礎研修…2回 延べ34人
（テーマ）介助…3回 延べ59人
（テーマ）傾聴～フォローアップ…2回 延べ24人

・監事会の開催…4回

・ホームページ、ブログ等の管理

他

活動相談76件
54団体

・はやま市民活動ガイドブックの発行…1,500部
◆福祉教育・人づくり事業

・手話奉仕員養成講座（入門課程）の開催…14人
・音訳ボランティア養成講座（中級編）の開催…9人

基金運営
・ともしび基金運営…2件

・夏休み福祉活動体験学習の開催…12施設
◆組織化事業

20,000円

・ボランティア活動振興基金運営…0件

・小地域福祉活動推進組織の設置・運営支援（会合等参加）
木古庭福祉委員会…4回
上山口福祉活動推進員会…5回
下山口福祉活動きづなの会…16回
一色地区福祉の輪「ぬくもり」の会…11回
堀内地区小地域福祉活動懇話会…4回
堀内地区における個別支援活動…1回
長柄地区（長柄下・長柄町内会地区）の組織化…5回
葉桜自治会…6回
イトーピア福祉友の会…11回

0円

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…1,384件 予防プラン228件
訪問介護…延利用者632人 援助時間5,517時間05分
・障害者自立支援サービス
ホームヘルプサービス…利用者6人

援助149時間30分

・ホームヘルプサービス（自費型）…617時間30分

57人

他

・小地域福祉活動推進組織補助事業…6地区

600,000円

・ふれあいいきいきサロンに助成…15団体285,000円
・葉山災害ボランティアセンター連携会議…1回
・葉山災害ボランティアセンター設置運営訓練会議…7回
運営訓練の実施…1回 48人
・葉山町生きがいミニデイサービス事業…20団体

葉山町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…1,761件
・介護プランの作成…直営
・認知症カフェの開催…7回

2,633件

委託

887件

延べ68人

・体操教室「ごりっぱ」「おたっしゃ」の開催…55回
・地域等の会合に参加し講話など…53回
・あたまの健康チェックの実施…3回

23人

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…4,304,425円
年末たすけあい募金総額…4,178,700円
・葉山町老人クラブ連合会の事務局運営

247回

・災害時要援護者ネットワークづくり事業…対象者734人

533人

担い手446人

・年末たすけあい運動助成事業
財源活用委員会…5回
小規模助成…17団体 621,268円
一般助成…5団体 1,200,000円
小地域支え合い助成…6団体 581,190円
・印刷機、綿菓子機、ポップコーン機等機材の貸出…488件
・拠点整備助成事業…3団体 4,109,148円
◆はやま住民福祉センター運営等事業
・はやま住民福祉センター運営会議…1回
・地域福祉活動計画の進行管理
地域福祉活動計画策定委員会…1回
交通バリアフリー協議会…6回 指針作成部会
集いの場づくり事業（仮称）の企画会議…1回

3回

・小地域福祉活動推進連絡会…4回
◆在宅援護事業等
・法外援護費の支給…1人

500円

・緊急一時支援事業…2回

費用12,500円、食料等貯蔵品

・車いすの貸与…61件／ 71台
・ボランティア配食サービス…42人

341食

・たすけあい資金貸付…新規相談13件、新規貸付4人
・送迎サービス事業…延利用回数516回 登録者数63人
・介護用品支給事業…209人 支給数2,003品
・葉山あんしんセンター
専門員…1人 生活支援員6人
相談1,878件…サービス提供397件

専門員訪問250件

・生活福祉資金貸付事業
延貸付相談件数…434件

18人

借受者数
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平成29年度決算報告（概要）

平成30年3月31日現在

貸借対照表

平成30年3月31日現在

（単位：円）
収

入

金額（円）

会費

支

出

4,738,311

法人運営

68,955,509

寄付金

433,500

基金運営

4,740,148

補助金

63,800,866

はやま住民福祉センター

受託金

33,913,132

在宅援護

9,725,140

福祉サービス利用援助

4,632,231

貸付事業等収入

187,000

16,101,656

事業収入

1,631,520

介護保険

47,402,196

介護サービスセンター

35,338,038

障害者自立支援

1,213,792

地域包括支援センター

34,891,373

受取利息

1,346,505

その他の収入

貸付

3,891,062

資

産

の

部

負

26,622,466

前期末支払資金残高

46,631,107

計

228,234,004
差引残額

合

計

※収支差引残額につきましては、
平成30年度への繰越金（基金原資の積立金含む）となります。

の

部

60,633,900

流動負債

10,675,053

固定資産

410,701,450

固定負債

91,657,660

基本財産

1,000,000

その他の固定資産

負債の部合計

409,701,450

純

資

102,332,713
産

の

基本金

資産の部合計

471,335,350

部
1,000,000

基金

228,946,890

その他の積立金

86,874,704

次期繰越活動収支差額

52,181,043

178,275,157

49,958,847円

債

流動資産

313,609

その他の活動による収入
合

（単位：円）

金額（円）

純資産の部合計

369,002,637

負債及び純資産の部合計

471,335,350

葉山町社会福祉協議会の役員等の交替のお知らせ
下記のとおり評議員及び理事、監事の交替がございましたので、ご報告させていただきます。
この度、ご退任されました皆様方におかれましては、この場をおかりしまして心より御礼申し上げます。（敬称略・順不同）

【評議員】

【理事】

新評議員

旧評議員

選

出

区

分

新理事
い とう

つよし

こ やま

まこと

伊東
かじやま

えつ こ

みずとめ

じゅんこ

梶山 悦子
水留 純子
なか せ

よしみつ

中世 貴三

福本嘉津己
諸岡

宏子

野口

司

葉山町町内会連合会（一色）
葉山町青少年指導員連絡協議会
葉山町小中学校校長会

任期：平成30年6月11日から平成32年度会計に関する定時評議員会
の終結の時まで

旧理事
強

小山

誠

選

出

区

中村

和雄

葉山町町内会連合会

根岸

隆男

社会福祉施設

分

任期：平成29年度会計に関する定時評議員会の終結の時から
平成30年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで

【監事】
新監事
おおつぼ

大坪

ひさ お

久男

旧監事
千々松

選
健

出

区

分

有識者

任期：平成29年度会計に関する定時評議員会の終結の時から
平成30年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで

一色、堀内地区の
一色、堀内地区の「小地域支えあい活動」が変わりました。
「小地域支えあい活動」が変わりました。

おしらせ

「小地域支えあい活動」は、一色、堀内などの地域において住民主体により、支援が必要な方を対象に清掃、買い物、草取
り等のお手伝いを行う助け合いの活動です。
町内では下山口、一色、堀内、葉桜、イトーピアの5地域で有償・無償による小地域支えあい活動が実施されています。

一色地区福祉の輪「ぬくもり」
一色地区福祉の輪「ぬくもり」の会では、ボランティア登録会員による草取りや木の枝打ち、ゴミ捨てや掃除などの生活支援を実施し
てきましたが、平成30年度から見積もりによる有償活動を追加しました。
見積もりの目安は1人1時間600円、対象は一色地区（芝崎除きつつじヶ丘含む）です。
支援を希望される方は相談専用ダイヤルにご連絡ください。相談は無料です。
相談専用ダイヤル

０８０－５９１２－０００１（福本）

堀内地区たすけ愛隊
堀内地区（芝崎含む、つつじヶ丘除く）では平成24年から「堀内地区小地域福祉活動懇話会」による有償家事支援活動を行ってきま
したが、同懇話会は平成30年3月をもって解散しました。4月以降、有償の生活支援活動は有志による「堀内地区たすけ愛隊」に引き継
がれると同時に、料金体系等を30分300円から30分400円に変更しました。
尚、相談専用ダイヤル等による相談は無料です。
相談専用ダイヤル
3

０９０－４９６３－２２５２（三橋）
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第6 8 回“社会を明るくする運動”
逗葉地区の集い

暮らしの安心のお手伝い
判断能力の不十分な障がい者や高齢者の権利を守ります
～日常生活自立支援事業～

☆葉山あんしんセンター☆

～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のつどい～

すべての国民が、犯罪や非行の防止と立ち直りについて考え、そ
れぞれの立場で力を合わせ、犯罪や非行のない地域社会を築こうと
する全国的な運動です。
日

時

7月20日
（金）13時30分から16時30分（13時

場

所

逗子文化プラザ

内

容

①表彰式

開場）

なぎさホール （入場無料・先着順）

社会を明るくする運動作文コンテスト入賞者の表彰と朗読
②逗葉地区寄席
出演：桂歌助（真打）
・鏡味よし乃（太神楽）
・桂竹もん（前座）
主

催

問 合 せ

第68回“社会を明るくする運動”逗葉地区大会推進委員会
葉山町町民健康課

046-876-1111

内線205

慈 愛 のこころで 支 えあう

ゆめクラブ 葉 山 会員募 集中
安心安全と生きがいある暮らしのために活動を続けています。社
会は日々更新の歴史、高齢者が活躍する町をめざします。葉山の屋
根の下で大きな宝ものをみなさんで造りましょう。
応

募：町内60歳以上の男女、60歳未満の方でも入れます。

活

動：健康・友愛・奉仕・地域支援事業活動が基本となります。
いこいの日・サロン活動・グラウンドゴルフ大会・高齢者芸能
大会・町づくり展・高齢者趣味の作品展・調理実習と試食と体
操・歩こう会・ゆめクラブ大学・社会奉仕活動・ゲートボール
大会・日帰りバス旅行・友愛チーム研修・地域支援担い手養成
研修・単位クラブリーダー新任会長等研修

連絡先：老人クラブ

山崎時彦

TEL/FAX 046-875-3288

【お困りではないですか？】
○介護保険など、福祉サービスを受けたいが、どんな手続きをしたらいいの
か分からない。
○いろいろな郵便物が届くが、大事な書類がどれか分からない。
○生活費を銀行に引き出しに行きたいが、ひとりでするには自信がない。
○ひとり暮らしなので、通帳や印鑑の管理が心配である。
＜葉山あんしんセンターでは＞
①福祉サービス利用援助……福祉サービスや苦情解決制度の利用手続きのお
手伝いをします。
②日常的金銭管理サービス……日常の預貯金の出し入れ、公共料金の支払い
などのお手伝いをします。利用料は、生活保護受給者・前年度分所得税非
課税者の方は無料です。前年度分所得税課税者の方は、課税額に応じて有
料となります。
③書類等預かりサービス……預貯金通帳、権利証、実印、年金証書などの大
切な書類等を金融機関の貸金庫でお預かりします。利用料は、年額6,000
円です。
（貸金庫保管料）
④権利擁護専門相談……弁護士による専門相談を実施します。相談料は無料
です。
＜利用できる方は＞
●障がいや高齢の理由で判断能力が十分ではないが、本事業の利用意思があ
り、契約の内容をある程度理解できる方。
＜利用までの流れ＞
まず、葉山あんしんセンターにご連絡ください。
担当者（専門員）が訪問し、お困りのことを一緒に考え、必要な援助の支援
計画を作ります。
神奈川県社会福祉協議会で行われる審査会にて承認を得てから、契約を結び
ます。支援計画に沿って生活支援員がサービスを提供します。
※相談から契約まで、おおむね3ヶ月程度かかります。
☆お金のことは、なかなか相談しづらいものです。秘密は厳守します。相談
は無料ですので、まずはご自身の困りごとからご相談ください。
葉山あんしんセンターでは、
『あんしん』して日常生活が送れるようお手伝
いします。

事務局 葉山あんしんセンター担当 046−875−9889

葉山町社会福祉協議会 登録ホームヘルパー募集
あなたの優しさと笑顔を待っている方がいらっしゃいます。
一緒に住みよい葉山町をつくっていきませんか!?
応募資格：介護福祉士、介護職員初任者研修 ヘルパー２級以上
いずれかの資格をお持ちの方
時
給：生活援助1,100円～ 身体介護1,400円～
移動時間15分につき250円
活動手当１件100円
通勤費支給、夏期・冬期一時金支給
問い合わせ先：電話：８７５－９８８９（法人運営：中野）

送迎サービス事業

アルバイト運転士の募集
仕事内容：車椅子やストレッチャー（寝台）のまま乗り降りできる福祉
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
（運行範囲：神奈川県内）
※車椅子やストレッチャー（寝台）
の操作や事務作業等を含む
雇用期間：平成31年３月31日迄
※年度更新とし、次年度以降は契約更新の可能性あり
就業時間：土日・祝祭日・年末年始（12月28日～１月３日）を除く概ね
８：30 ～17：00

お問い合わせ

※原則、毎週木曜日（週１日）勤務とし、利用予約状況に応

＜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
住所：葉山町一色1437-3

ケアプラン作成・ヘルパー派遣に関する窓口

ハビテーション葉山013

TEL：877-1031 FAX：874-9311 E-mail：zaitaku@hayamashakyo.com

じて、曜日・時間帯の変更の場合あり
賃

金：１時間 1,000円

問い合せ先：葉山町社会福祉協議会
はやま住民福祉センター
（担当：倉本）
電話：046-875-9889

◆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。

葉山すくすく子育てメール配信中！
様々な検診や児童館情報など、葉山町の子育て情報をお届けします。
QRコードから、空メールを送れば登録完了。個人情報等は不要です。
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。

Shakyo Hayama

4

