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社会福祉協議会は、
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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。

長柄地区（長柄下・長柄町内会）ネットワーク会議

『住民担い手懇談会』から生まれる“助けあい・支えあい”活動
『長柄地区（長柄下・長柄町内会地区）ネットワーク会議』では、長柄下町内会及び長柄町内会の２町内会に加
入している全世帯（約1,250世帯）を対象に、令和２年４～７月に「福祉ニーズ調査」
・
「地域活動の担い手（協力者）
（※）
調査」 を実施しました。
その調査結果を受けて、地域生活問題（困りごとなど）の解決や軽減に向けた意見・情報交換、住民主体で実践
する“助けあい・支えあい”の具体的な取り組みのアイデアや企画づくりを進める『住民担い手懇談会』を令和２
年12月から始め、現在までで12回開催し、延べ108人のご参加をいただいています。
住民主体で実践する“助けあい・支えあい”の取り組みとして、実現しやすいものから準備に時間を要するもの
まで、幅広い多数のアイデアが生まれています。

【 主に出てきたアイデア 】

① お口の体操教室
② みんなの畑
③ ウクレレ演奏
④ 地域食堂
⑤ 乳幼児サロン（子育てお悩み情報交換会） ⑥ 家事支援活動
⑦ 気軽に立ち寄れるみんなの居場所づくり
⑧ 地域活動のSNS発信
⑨ 防災勉強会
⑩ 子ども会（的な活動）の復活

世代を超えた地域住民同士の交流と顔の見える関係づくり、防災（災害）や危
険箇所について学ぶことを目的にした
「新・土砂災害ハザードマップ防災勉強会」を現在開催中！

『住民担い手懇談会』には、多種多様な経歴・職歴、スキル、趣味・特技などをお持ちの方々が参加されています。
地域住民一人ひとりの“チカラ”が発揮されて身近な地域で活躍できる“助けあい・支えあい”の地域づくりに向
けて『住民担い手懇談会』を今後も継続していく予定です。
『住民担い手懇談会』に興味をお持ちの方、参加をご希望される方は、お気軽に葉山町社会福祉協議会（はやま
住民福祉センター）までお問い合わせ下さい。
（※）「福祉ニーズ調査」・「地域活動の担い手（協力者）調査」
① 調査票配布世帯数：1,236世帯
② 調査票回答世帯数：1,030世帯
調査票回答率（②÷①）
：83.3％
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社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会 令和3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

令和３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…5回（内書面1回）
・評議員会の開催…2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163件

・福祉貢献者表彰 15人＋13団体
・会費の確保
一般会費…7,836世帯 3,949,100円
賛助会費…81件 393,000円

・相談員研修事業…8回 15人
・個人登録ボランティア…35人

・監事会の開催…4回

・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…2回

他

・地域支え合い学習会…3回

延べ34人

延べ101人

・送迎ボランティア養成研修（中止）
・手話奉仕員養成講座（入門課程）の開催…14人

560,000円

・ボランティア活動振興基金運営…0件

・音訳ボランティア養成講座（中級編）の開催…8人

0円

・夏休み福祉活動体験学習の開催（中止）
（代替事業）葉山福祉ガイドブックの作成

他団体の事務局運営

・葉山じょうほうカフェ…12回
・福祉教育出前講座…5回
◆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…8回
上山口福祉活動推進員会…11回
下山口福祉活動きづなの会…5回
一色地区福祉の輪「ぬくもり」の会…8回
堀内地区たすけ愛隊定例会…12回
長柄（長柄下・長柄町内会）地区ネットワーク会議…8回
葉桜福祉センター定例役員会…8回
イトーピア福祉友の会…2回

・葉山町老人クラブ連合会横三ブロック事業事務局運営

生活支援事業
◆葉山あんしんセンター
専門員 1人 生活支援員 1人
相談 1,141件
サービス提供
◆生活福祉資金貸付事業
通常貸付 延相談件数
108件
特例貸付 延相談件数 1,143件

316件

専門員訪問

174件

借受者数 13人
申請件数 249件

他

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
予防プラン85件

・訪問介護…援助時間3,846時間
◆ホームヘルプサービス（自費型）…延べ利用者95人

他

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…1,727件
1,452件

・認知症カフェの開催…4回

委託

260,724円

・災害時要援護者ネットワークづくり事業…対象者825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…20団体 552,000円
一般助成…3団体 1,100,000円
小地域支え合い助成…3団体 240,000円
災害ボランティアセンター助成…1団体 100,000円

・体操教室「ごりっぱ」「おたっしゃ」の開催…59回

・印刷機、綿菓子機、ポップコーン機等機材の貸出…170件
◆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委員会…2回
・地域福祉活動計画策定委員会…2回

延べ39人

・地域等の会合に参加し講話など…33回

・葉山町生きがいミニデイサービス事業…19団体201回
◆活動資金・物資の支援

・「集いの場」あり方検討会…3回

256件

・地域ケア個別会議…7回

他

・ふれあいいきいきサロン助成…16団体

580,180円

・ボランティア室の貸出 195回

葉山町地域包括支援センター

・介護プランの作成…直営

・小地域福祉活動推進組織補助事業…4地区

・葉山災害ボランティアセンター連携会議…1回（書面）
◆葉山町生きがいミニデイサービス事業

介護サービスセンター

・ケアプランの作成…1,595件

延べ44人

・コミュニティハウス運営・貸出…63回

・神奈川県共同募金会葉山町支会
赤い羽根募金総額…4,011,680円
年末たすけあい募金総額…3,748,921円

・出張相談室…10回

50団体

・はやま住民福祉センターだよりの発行…12回
◆福祉教育・人づくり事業

基金運営
・ともしび基金運営…5件

団体登録

・はやま地域活動ガイドブック配布

・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

活動相談38件

244人

・小地域福祉活動推進連絡会…2回
◆在宅援護事業等
・車いすの貸与…42件／62台
・たすけあい資金貸付

新規貸付…2人

・外出支援車両貸出事業…31件
・コロナ禍生活食材応援プロジェクト…106回
◆介護用品支給事業…141人 支給数2,094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
木古庭地区…11回 上山口地区…11回 下山口地区…5回
一色地区…14回
堀内地区…12回 長柄地区…8回
葉桜地区…5回
イトーピア地区…1回
他
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令和３年度決算報告（概要）

令和４年３月31日現在

貸借対照表

令和４年３月31日現在

（単位：円）
収
入
会費収入
寄付金収入
補助金収入
受託金収入
貸付事業収入
事業収入
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入
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
4,342,100 法人運営
2,179,463 基金運営
59,721,874 はやま住民福祉センター
25,682,236 在宅援護
50,000 福祉サービス利用援助
1,190,090 貸付
73,438,060 介護サービスセンター
2,769,593 地域包括支援センター
214,480
15,515,256
54,157,335
239,260,487
合
計
差引残額 34,997,114円

金額（円）
74,897,389
1,808,050
24,922,089
2,798,637
4,044,797
4,454,999
59,967,512
31,369,900

（単位：円）
資

産

の

部

負

債

の

部

流動資産

47,434,761

流動負債

12,437,647

固定資産

468,978,553

固定負債

136,791,110

基本財産

1,000,000

その他の固定資産

負債の部合計

467,978,553

純

資

149,228,757
産

の

基本金

部
1,000,000

基金

235,671,079

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動収支差額

204,263,373

資産の部合計

516,413,314

596,775
115,000,153
14,916,550

純資産の部合計

367,184,557

負債及び純資産の部合計

516,413,314

※収支差引残額につきましては、令和４年度への繰越金（基金原資の積立金含む）となります。

葉山町社会福祉協議会の役員および評議員の改選のお知らせ
下記のとおり役員および評議員の改選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】
か とう

1

加藤

2

たか ぎ

3

髙木
わ じま

和嶋

【評議員】
きよし

清

町内会連合会

あつし

社会福祉施設

あつし

社会福祉に関係のある行政機関

厚
敦

任期：令和3年度会計に関する定時評議員会終結時～
令和4年度会計に関する定時評議員会終結時

1

しぶ や

澁谷 清一

せいいち

町内会連合会(下山口）

2

あいざわ

りょうこ

社会福祉に関係のある団体

相澤 玲子

任期：令和4年度第1回葉山町社会福祉協議会評議員選任・解任委員会終結時
～令和6年度会計に関する定時評議員会終結時

退任された理事

【監事】
み とめ

1

守谷
じゅんじ

三留 順二

有識者

寿浩

退任された監事
平野

昌弘

水留

純子

髙階

歩

大坪

久男

退任された評議員

任期：令和3年度会計に関する定時評議員会終結時～
令和4年度会計に関する定時評議員会終結時

伊藤

正勝

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。住民税の課税状況に応じて利用料がかかります。
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。
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。

葉 山あんしんセンター

～日常生活自立支援事業～

＜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

〜日常生活自立支援事業 〜

電話：046-875-9889

生活支援員募集

日常生活自立支援事業は、高齢や障害などにより、福祉サービス 【勤務時間】平日８時３０分～１７時の間でシフト制
の利用や日常的な金銭管理について、自分ひとりでは判断が難しい 【賃
金】時給１, ０５０円
方を契約によりお手伝いするサービスです。
【応募・問い合わせ】履歴書を郵送または持参。書類選考通過者に
生活支援員は、支援計画に沿って金融機関や自宅に伺い支援を行
面接を行います。
います。

葉山町社会福祉協議会

【応募資格】福祉に理解・関心のある方、要普通免許
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葉山あんしんセンター
TEL：０４６−８７５−９８８９

自分の町をよくするしくみ！

申込受付中!

年末たすけあい運動助成事業 ～令和5年度分一般助成～
この助成金は、町民の皆さまからいただく「年末たすけあい募
金」を財源にして、その募金の一部を住民主体の福祉活動を行う
団体に助成し、葉山町の地域福祉活動に役立たせていただくもの
です。
募集期間 ８月19日
（金）17：00 まで【期限厳守】
助成金額

申請する活動の総事業費の70％以内で、

いつでも、一人の住民として地域で安心して暮らし続けていくために、住民が主体
となって行う「たすけあい」の活動の充実を支援する助成事業です。

対象団体

対象事業

①葉山町社会福祉協議会にボランティアグ
ループ又は小地域福祉活動推進組織として
登録している団体
②葉山町に事務所又は施設を置く非営利法人
③葉山町を本拠地として活動する非営利団体
※個人は対象となりません。

下記にあてはまる、令和５年４月１日～令和
６年３月31日に主に葉山町内で実施する事業
①孤立防止 ②支え合い
③介護予防 ④ネットワーク作り
⑤ニーズ発見 ⑥福祉教育
⑦当事者活動及び当事者活動支援

年間 40,001円以上 400,000円以内
（連続３年間まで）
※助成総額150万円、審査により助成交付額を決定
します。
【申 請 方 法】
◆ 申請にあたっては、葉山町社会福祉協議会（はやま住民福祉センター）へ事前にご相談・ご連絡ください。
◆ ホームページで募集要項や申請用紙一式がダウンロードできます。
◆ 申請後、申請団体へのヒアリング、一次審査（書類審査）、二次審査（公開プレゼンテーション審査）を経て、助成の可否や金額が決定されます。

＜令和５年度分一般助成
～令和４年８月19日
令和４年８～９月

スケジュール（概要）＞

助成募集期間：助成の相談、申請
ヒアリング
一次審査（書類審査）、二次審査（公開プレゼンテー

令和４年９月

ション審査）
合否通知

令和４年10月頃
令和５年３月下旬

令和５年４月～令和６年３月
助成が決定した活動の実施
※令和５年度中に本助成審査員及び社協職員が「アフターフォロー見学会」
として活動見学と助成金受配団体との座談会を実施します。
令和６年４月15日
実績報告：報告書の提出締切
令和６年６月頃
プレゼンテーション報告会にて活動報告

助成金の交付：指定の口座へ振り込み

竜宮城フェスティバル

幸せは歩いてこない

花と嵐の人生絵巻 誠つくした青春舞台 出演者の歌や演舞をお楽しみください‼
日
場
細

時
所
部

連絡先

令和4年7月27日（水） 9：30入場開始 10：00開会 14：30閉会
葉山町福祉文化会館 ホール
来場者は、マスクの着用をお願いします。検温は、ご自宅または、入場時に行います。
座席は、一人おきに席をあけてください。喫食は、第2集会室。ホール内は禁止です。
はつこい葉山 TEL 046-875-3288 山崎

みんなに知ってほしい

里親制度

さまざまな事情から家庭で暮らせなくなった子どもたち。
里親制度は、そんな子どもたちを一定期間自分の家庭に迎え入れ
て温かな愛情と理解を持って養育する、児童福祉法にもとづく制度
です。地域のみなさんに、里親制度について知っていただくことが、
≪子どもたちの支え≫になります！
鎌倉三浦地域児童相談所

☎０４６－８２８－７０５０

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
日常生活自立支援に関する窓口
貸付に関する窓口

◆はやま住民福祉センター
福祉に関する相談窓口

コロナ禍生活食材応援プロジェクト終了のお知らせ
新型コロナウイルスの影響により、食生活に窮迫した人に対して、緊急食
料支援を行うための食料と寄付金を募ることを目的とした、コロナ禍生活食
材応援プロジェクト事業は2022年7月末をもって終了いたします。
引き続き、食生活に窮迫した方には支援を継続させていただきますが、プ
ロジェクトとしての寄付金や食料等の寄付の受付を終了させていただきます。
多額の寄付金や食料等をいただきまして、誠にありがとうございました。
【2022年6月末現在 食料等の配布世帯数：63世帯 延べ配布回数：376回】

ヘルパー募集（パート）
内
容：葉山町内の地域で介護保険「訪問介護」等の身体介護、生活援助
勤務時間：月曜日から土曜日の間の8時〜18時、ご希望の曜日や時間について相談
をしながら決めています。
条
件：ヘルパー 2級、初任者研修を受講済の方。未経験の方歓迎です。
給
与：時給1,530円～ 2,030円
選考方法：面接
そ の 他：健康診断年1回無料
連 絡 先：葉山町社会福祉協議会介護サービスセンター
電話：８７７－１０３１ FAX：８７４－９３１１
E-mail：zaitaku@hayamashakyo.com 担当：山下 淳

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

◆介護サービスセンター
住所：葉山町一色2512-14

ケアプラン作成・ヘルパー派遣に関する窓口
須永マンション２階

ケアマネジャー直通TEL：877-1031

ホームヘルパー直通TEL：854-4414

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

※高齢者に関する相談窓口 担当地区
堀内・長柄
葉山町地域包括支援センター TEL：877-5324
一色・木古庭・上山口・下山口
葉山町地域包括支援センター 清寿苑 TEL：878-8905

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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