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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。

年末たすけあい運動助成事業（一般助成／令和元年度分助成）
一般社団法人
Telacoya921

アンバイサー 養 成 講 座を開 催しています

令和元年度分の助成を頂き、2019年４月より開催したアンバイサー養成講座。名前の語
源は、
「良い塩梅」という言葉から。アドバイスではなく、アンバイ。自分が良い塩梅で物
事を考えることが出来て、誰かの為にこの資格を使って子育ての応援をしたい。自分のた
めに、誰かのために、そう感じた方たち８名が受講しています。４月から始まり、月に座
学１回、実習１回と現時点で６回の講座を受けてきました。
座学では共感して傾聴するようなことを中心に実践しながら学びます。
実習で大切にしているのは、とにかく「子どもの世界を知ろう」と言うことです。大人
の考える子どもの世界ではなくて、リアルな子どもの世界をしっかりと見て頂く機会を多
く持っています。
私たちがアンバイサーに求めるのは、自分の子育て経験から自分の子育て論を軸にアド
バイスをすることではなくて、聞き出す、引き出すことに徹することで相談してきた方が
自分自身で心を整理することの方が重要だと思っています。
子育て中は、大切な我が子に向けて気持ちが集中するあまりに、どうしても視野が狭く
なりがちです。そんなお母さんたちに向けて、
アンバイサーの受講生が毎回書く
「三つのキー
ワード」からステキな言葉が生まれました。

顔を上げよう！ お母さん！

顔を上げたら……
もっと遠くも見えるし、今苦しいと思っていることも小さく感じるかもしれないし、周
りも見えるし、キレイな空も、風も、夕陽も目に入り感じると心の何かが変わるかもしれ
ない。
ただ、顔を上げようと言っても難しい。たくさんたくさんお話を伺った上で、自分で顔
を上げてくれたら、それでいいのではないかな？ と言う思いでいっぱいです。
そんな風に相手に寄り添った支援が出来るようなアンバイサーをたくさん育てていけた
らと思っています。
【 問い合わせ先 】一般社団法人

Telacoya921 ／ 807-6911（中尾）
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社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会 平成30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30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…4回
・監事会の開催…4回
・評議員会の開催…2回
・評議員選任・解任委員会の開催…2回
・福祉貢献者表彰式の開催…2月22日（金）19人＋2団体
・会費の確保
一般会費…8,152世帯 4,193,400円
賛助会費…87件 400,000円
・葉山町社会福祉協議会だよりの発行…4回
・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…6件

136,776円

・ボランティア活動振興基金運営…0件

0円

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…4,309,383円
年末たすけあい募金総額…4,107,452円
・葉山町老人クラブ連合会の事務局運営

介護サービスセンター
高齢者や体が不自由な方の在宅生活を支援するため、介護の相談や家事お
よび介護サービスの提供を行いました。
◆介護保険サービス
・ケアプランの作成…1,529件

予防プラン225件

・訪問介護…延利用回数 5,685回 援助時間 5,495時間
◆障害者自立支援サービス…利用者5人 援助274時間
◆ホームヘルプサービス（自費型）…延べ利用者140人 他

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…1,557件
・介護プランの作成…直営
・認知症カフェの開催…9回

2,589件

委託

744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…35回
・あたまの健康チェックの実施…1回

12人

他

505人

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
・生活相談395件 活動相談63件
・相談員研修事業…1回 1人
・個人登録ボランティア…51人 団体登録 53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
・地域包括ケア推進研修
コミュニティソーシャルワーク基礎研修等…4回 延べ108人
・地域福祉推進研修
小地域福祉活動入門講座…1回 51人
小地域福祉活動リーダー研修…1回 7人
・送迎ボランティア養成研修…3回 延べ35人
・手話奉仕員養成講座（入門課程）の開催…17人
・点訳ボランティア養成講座（初級編）の開催…3人
・夏休み福祉活動体験学習の開催…12施設 59人
◆組織化事業
・小地域福祉活動推進組織設置・運営支援（会合等参加）
木古庭福祉委員会…3回
上山口福祉活動推進員会…2回
下山口福祉活動きづなの会…10回
一色地区福祉の輪「ぬくもり」の会…19回
堀内地区たすけ愛隊定例会…10回
長柄（長柄下・長柄町内会）地区ネットワーク会議…10回
葉桜福祉センター定例役員会…11回
イトーピア福祉友の会…6回
・小地域福祉活動推進組織補助事業…5地区 500,000円
・ふれあいいきいきサロン助成…17団体 375,000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 43人
・交通バリアフリー協議会の運営…5回
・失語症会話カフェ…設置準備会4回 カフェ開催1回
・葉山町生きがいミニデイサービス事業…19団体 247回
・災害時要援護者ネットワークづくり事業…対象者806人
・年末たすけあい運動助成事業…財源活用委員会 7回
小規模助成…18団体 676,000円
一般助成…5団体 1,125,000円
小地域支え合い助成…4団体 339,000円
災害ボランティアセンター助成…1団体 100,000円
・印刷機、綿菓子機、ポップコーン機等機材の貸出…168件
・拠点整備助成事業…1団体 500,000円
◆はやま住民福祉センター運営等事業
・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
・小地域福祉活動推進連絡会…4回 交流研修会 1回
◆在宅援護事業等
・法外援護費の支給…1人 500円
・車いすの貸与…82件／89台
・たすけあい資金貸付…新規相談25件、新規貸付2人
◆送迎サービス事業…延利用回数433回 登録者数56人
◆介護用品支給事業…210人 支給数1,832品
◆生活支援体制整備事業の実施
・第2層協議体の運営と支援
上山口地区 1回 下山口地区 7回 一色地区 4回
堀内地区 22回 長柄地区 10回 葉桜地区 6回
◆葉山あんしんセンター
専門員 1人 生活支援員5人
相談2,129件 サービス提供452件 専門員訪問338件
◆生活福祉資金貸付事業
延貸付相談件数 234件 借受者数 15人
他
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平成30年度決算報告（概要）

平成31年3月31日現在

貸借対照表

平成31年3月31日現在

（単位：円）
収

入

金額（円）

会費

支

出

4,593,400

法人運営

68,457,473

寄付金

588,472

基金運営

1,454,400

補助金

64,245,807

はやま住民福祉センター

受託金

40,327,890

在宅援護

貸付事業収入

105,000

8,571,867
12,903,351

福祉サービス利用援助

4,147,770

事業収入

1,555,284

介護保険

55,957,023

介護サービスセンター

38,487,221

障害者自立支援

1,068,457

地域包括支援センター

33,282,091

受取利息

1,482,617

その他の収入

貸付

2,000,700

資

産

の

部

負

10,536,137

前期末支払資金残高

49,958,847

計

230,842,993
差引残額

合

計

債

の

部

流動資産

78,221,874

流動負債

16,683,754

固定資産

413,857,040

固定負債

95,437,490

基本財産

1,000,000

その他の固定資産

負債の部合計

412,857,040

純

資

112,121,244
産

の

部

基本金

1,000,000

基金

424,059

その他の活動による収入
合

（単位：円）

金額（円）

その他の積立金

86,874,704

次期繰越活動収支差額

63,556,076

169,304,873

61,538,120円

資産の部合計

※収支差引残額につきましては、平成31年度（令和元年度）への繰越金（基金原資の積立金含む）となります。

492,078,914

228,526,890

純資産の部合計

379,957,670

負債及び純資産の部合計

492,078,914

葉山町社会福祉協議会の役員改選および評議員の交替のお知らせ
下記のとおり役員改選および評議員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）

【理事】
1
2
3
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【監事】
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誠

つ

み

おおくま

しげ こ

すず き

みち こ

なかがわ

しんいち
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み ゆき

大熊 成子
鈴木 道子

8

中川 進一

9

仲野 美幸

有識者
町内会連合会(木古庭）
民生委員児童委員協議会
社会福祉施設
地域代表者
社会福祉に関係ある団体
社会福祉に関心を持つ団体
有識者
社会福祉に関係のある行政機関

任期：令和元年6月18日～令和3年度定時評議員会終結時

一般社団法人 葉山町シルバー人材センター

会員募集中！ 葉山町在住60歳以上の方
〝生涯現役〟を目指して働きませんか！
生きがいが欲しい、まだまだ働きたい
現役時代に培った技量・技術・知恵
各自の趣味も生かせる ⇒ プロ化
植木の剪定・公園の除草、施設の管理等
健康寿命を延ばしましょう！
☆問合せ・申込み：
葉山町一色1503-2
葉山町保健センター内
電話 ０４６-８７７-１５５５
☆シルバー人材センター
は、国、県、葉山町の
支援を受けて運営して
いる一般社団法人です。
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うえ の

ひで き

有識者

加 藤 克真

か とう

かつ ま

有識者

おおつぼ

ひさ お

有識者

1

上 野 英樹

2
3

大 坪 久男

任期：令和元年6月18日～令和3年度定時評議員会終結時

【評議員】
新評議員

旧評議員

やまざき

ときひこ

ます だ

たかひこ

山崎
益田

時彦
孝彦

選

出

区

分

守屋

亘弘

社会福祉に関係のある団体

中世

貴三

社会福祉に関心を持つ団体

任期：令和元年6月3日～令和3年度定時評議員会終結時

退任された理事
三橋

政昭

窪田

美樹

葉山町竜宮城フェスティバル
令和を祝してゆめ舞台

ゆめクラブ葉山

令和を祝し、ゆめクラブ葉山はリニューアルオープンしました。
町内の芸達者な皆様にご出演いただき多彩なプログラムとなっております。
ご家族様、お隣様、お誘いあわせのうえご来場ください。
日

時：令和元年8月7日
（水） 10：00開演

16：30終演

場

所：葉山町福祉文化会館ホール

内

容：保育園児・空手道・ひょっとこ踊りなど若手と高齢者が競演

9：30開場（入場無料 500席）

します。
令和を祝して、浦島太郎・乙姫様の発表があります。
健康運動指導士によるコグニサイズもあります。
友情出演：小桜舞子さん（茅ケ崎市出身歌手）
今回のフェスティバルにふさわしい、素敵な方です。
先着様へCDをプレゼントします。
連 絡 先：葉山町老人クラブ連合会

山崎時彦

875-3288

石川雅啓

878-7682

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

☆葉山あんしんセンター☆
【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開始します。
※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。

＜葉山あんしんセンターに関する問合せ先＞

葉山町社会福祉協議会 電話：046-875-9889 担当：齋藤

生活福祉資金貸付事業
生活福祉資金貸付事業は、低所得者や高齢者、障害者が一時的で使途が明確
な資金の工面にお困りの際に、生活を経済的に支え、生活の安定と自立をお手
伝いするもので、世帯単位に、それぞれの世帯の生活状況と必要にあわせた資
金（費用）をお貸しする貸付制度です。
また、資金の貸付による経済的な支援にあわせて、お住まいの地域の民生委
員が資金を借り受けた世帯の継続的な相談支援を行います。
（1）貸付対象
低所得世帯…資金の貸付にあわせて必要な支援を受けることにより自立（自活）
できると認められる世帯で、必要な資金を他から借り受けること
が困難な世帯（概ね市町村民税非課税程度）
障害者世帯…身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受
けている者の属する世帯
高齢者世帯…65歳以上の高齢者の属する世帯（日常生活上、療養または介護を
要する高齢者等）
（2）資金の種類
資金の種類

総合支援資金

概要

生活支援費

生活再建までの間に必要な生活費用

住宅入居費

敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必
要な費用

一時生活再建費

生活を再建するために一時的に必要かつ日常
生活費で賄うことが困難である費用

概要

福祉費

生業、技能習得、住宅の増改築、福祉用具や
障害者用自動車の購入、福祉サービス利用、
冠婚葬祭などの費用

緊急小口資金

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった
場合の少額の費用

教育支援費

低所得世帯に属する者が高等学校、大学、高
等専門学校への就学に際して必要な費用

福祉資金

教育支援資金
就学支度費

上記の学校に入学の際に必要な経費
（入学時にのみ必要となる費用）

低所得の高齢者世帯に対して、一定の居住用不
不動産担保型生活資金
動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
不動産担保型
生活資金
要保護世帯向け
要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不
不動産担保型生活資金 動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
※総合支援資金、緊急小口資金については、原則として、生活困窮者自立支援事業等
の利用が必要など、資金の種類により利用要件が異なります。

＊先ずはお問い合わせください（要予約）＊
相談窓口においては、現在お困りなっている内容に対し、生活福祉資金だけ
でなく、他の制度も含めて相談させていただきます。また、必要に応じて自立
相談支援事業実施機関や行政等関係機関と連携して支援を進めます。
相談内容によってはご希望に添えない場合がございますので、ご承知おきく
ださい。

＜生活福祉資金貸付事業に関する問合せ先＞

葉山町社会福祉協議会 電話：046-875-9889 担当：齋藤

葉山町社会福祉協議会 登録ホームヘルパー募集

＜葉山町社会福祉協議会＞

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!?

社会福祉協議会の運営に関する窓口
日常生活自立支援に関する窓口
貸付に関する窓口

◎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

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）

ハビテーション葉山013

TEL：877-1031 FAX：874-9311 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
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。

資金の種類

お問い合わせ
TEL：875-9889 FAX：876-1873 E-mail：shakyo@hayamashakyo.com

◆法人運営

～日常生活自立支援事業～

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
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