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生活支援コーディネーター通信
〇訪問散髪活動
町内の床屋さんの【自分の技術を町内の困っている人のために役立
てたい】という思いから、
「散髪に行きたいけど、行けない」という困
りごとを解消するための “訪問散髪活動” が実施されています。
利用した方からは「久しぶりに髪を切れてさっぱりした」
「きれいに
なって、デイサービスや近所の散
歩が楽しみになった」という喜び
のお声をいただいています！
現在、ヘアーサロンコルテさん
（二ノ平）・ますだ理容店さん（仙
石原）にご協力をいただき、箱根
町内在住の「床屋さんに行きたい
けど行けない方」を対象に活動さ
れています。
ご希望の方は85-9000（箱根町社協 井上）までご連絡ください。

〇サロン活動支援
宮城野にある特別養護老人ホーム 箱根老人ホームさん
により、町内で活動するサロンへの送迎支援がおこなわ
れています。
「近所でやってるサロン活動に参加したいけど、会場ま
で歩いていけない・・・」という相談に箱根老人ホーム
さんが立ち上がってくれました！
普段は老人ホームの送迎をおこなっている運転手さん
が運転してくれるので安心！
箱根町社会福祉協議会では企業によるボランティア活
動も応援しています！

〇住民の方々による活動の紹介
宮城野と仙石原では住民の方によるゴミ出しボランティア活
動がおこなわれています。
「要介護状態で自身ではゴミを指定の収集場所に持って行けな
い」という困りごとを近
所の住民の方により解
決！生活に密着した素晴
らしい活動ですね！
また、仙石原では自治
会を中心とした有志の
方々による引っ越しのお
手伝いがおこなわれまし
た。

高齢や障がい、疾病
などの様々な理由から
生活にちょっとした困
りごとを抱えてしまう
方がいらっしゃいます。
介護サービスで解決す
るべき課題もあれば、
近所の方や住民組織の方々が力を合わせれば解決できること
もたくさんあります。生活支援コーディネーターは地域で住
民のみなさんが力を合わせるお手伝いをさせていただいてい
ます。
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社会福祉協議会から

会 員（ 会 費 ）募 集 の お 願 い
社会福祉協議会とは

社会福祉協議会では、住民の皆さまの福祉ニーズが充足されるよう、自治会（住民）、

『誰もが安心して暮らせるまちづくり』を目標に地
域福祉を推進する民間の非営利団体です。
町の福祉における「ご不便」や「お困り事」を解
消していかれるよう、住民の皆さんと“共に考え”、
“共に取り組んでいく”機関です。

ボランティア、民生委員、行政などの機関と協力して、様々な事業を展開しており、例
年皆さまからいただく会費は大変貴重なものとなっております。
今年度も地域福祉の充実に邁進してまいりますので、皆さまのあたたかいご理解とご
協力をもちまして、お力添えを賜りますようお願い申し上げます。

皆さまの会費はこのように活用させていただいています。
（事業の一例）
ボランティア育成

地域福祉活動の推進

生活困窮者の支援

各種の講座や研修会
などを企画・開催して、
ボランティアを育成し
ています。

サロン活動助成や雪
かきボランティア活動
費、生活支援サービス
支援等、住民同士が支
え合う活動
を推進して
います。

一時的な福祉に関す
る必要な資金の貸付等
を行うなど生活困窮者
の支援を行
います。

会費の種類
一般会費：本会の趣旨目的に賛同し、目的達成のため必要な援助
１口／個人
300円
団体・施設・企業
5,000円
賛助会費：本会の趣旨目的に賛同し、本会の事業に要する費用を賛助
１口／個人
1,000円
団体・施設・企業
10,000円

お振込み口座
金融機関

福祉活動の普及・啓発

ボランティア活動の促進

災害ボランティアセンター設置

広報誌「社協はこね」
を年３回発行し、広く
地域福祉活動を周知し
ています。 社協はこね

町内で活躍している
ボランティアの活動を
支援しています。

災害時のボランティ
ア受け入れのためのセ
ンターの開設や準備等
を行い
ます。

支 店 名

さがみ信用金庫 湯 本 支 店

口座名義

種類

社会福祉法人
ス ル ガ 銀 行 箱 根 支 店 箱根町
社会福祉協議会 普通
横 浜 銀 行 箱根湯本支店
会長
かながわ西湘
對木一郎
箱 根 支 店 
農業協同組合

口座番号
0110465
2043916
5081372
0000116

自治会を通じて、またはダイレクトメールにより会員（会費）募集を
行っております。
社会福祉協議会の活動は、会員の皆様の協力により支えられています。

その他

◦社会福祉大会の開催 ◦新規事業等に関する調査
これらの事業に役立てられています。

◦法人運営

今後とも箱根町の福祉の推進のため、ご協力よろしくお願いします！

等

平成30年度会員
（会費）のご紹介

～社協は地域の皆さまの支えで運営しています～

個人・企業・団体の皆さまに会員としてご賛同いただき、お納めいただいた会費を各種福祉活動に
活用しています。平成30年度にご加入いただいた皆さまを紹介します。

平成31年3月31日現在

一般会員

箱根地域自治会、宮城野地域自治会、湯本地域自治会、温泉地域自治会、仙石原地域自治会、倉橋啓、冨田組、青木建具店、小林クリーニング店、中野石油、中島
工業所、光設備工業、内藤電機、湯本モータース、旭電機、ヘアーサロンコルテ、フジミヤ大川明、関昭次郎、箱根金湯苑、みやび、はつ花、土屋俊彦つちや歯科
医院、マンシュンティ、らいおん歯科、勝俣宣二、勝俣ヨシエ、舘野武雄、万寿屋、太原、村上、東亜建設工業箱根東亜荘、平井化粧品店、富士屋ホテル、神奈川
パークス、箱根老人ホーム、島写真館、二葉食堂、ファンスペース、常泉寺、魚幸商店、ギャラリー風知草、整体協会箱根湯本指導室、昭電社、温泉旅館みたけ、
箱根湯本観光協会

賛助会員
村木豊彦、横浜銀行、和心亭豊月、箱根石油、明光苑花紋、かっ平寿し、河鹿荘、乙女屋、勝俣組、箱根瓦斯石油、富士屋ホテル、金春、杉山昌夫、田原利典、黒
沢祥司、大場守正、仙郷楼、広和建設、上野工務店、スルガ銀行、仙石高原開発、スナック順子、魚七、富士箱根測量、小林徳義、こばやし商店、山﨑屋商店、尾
泉内科医院、セントラル、勝俣茂、赤池勇、松浦秀夫、箱根ロータリークラブ、大和莞店、むすび家、箱根温泉供給、箱根町観光協会、箱根強羅保養所組合、箱根
船員保険保養所組合、早雲寺、箱根清掃公社、箱根ハイランドホテル、神静建設、鳳凰、武蔵野、郵生、箱根美掃、箱根温泉旅館ホテル協同組合、シィアンドシィ
システム、箱根宮ノ下観光協会、ホテルおかだ、高杉商店、箱根神社、トピー健康保険組合、民宿大場、ホテル南風荘、箱根建設、箱根水道パートナーズ、箱根ラ
イオンズクラブ、山、勝俣工務店、小田急リゾーツ、箱根恵明学園、なごみの郷、箱根丸山物産、三谷伸子
※順不同、敬称略

内

訳

個

人

企 業 ・ 団 体

合

計

一般会員 4,042口 1,212,300円

36口

180,000円 4,078口 1,392,300円

賛助会員

47,000円

57口

570,000円

4,089口 1,259,300円

93口

750,000円 4,182口 2,009,300円

合

計

47口

104口

617,000円

～会費ってどのようにつかわれるの？～
平成30年度箱根町社会福祉協議会では、ご協力いただいた会費は、全額を地
域福祉推進に関する事業・事務費として次の事業に活用させていただきました。
（平成30年度 総額 2,009,300円）
◦広報紙発行、ホームページ運営、社会福祉大会に関する費用 218,000円
◦ボランティア連絡協議会に関する費用
9,000円
◦ボランティア活動に関する費用
354,000円
◦地域福祉（サロン活動・生活支援サービス等）に関する費用 219,000円
◦生活困窮等に関する資金貸付に関する費用
45,000円
◦法人運営に関する事業等に関する費用
1,164,300円
合計 2,009,300円
ありがとうございました！

事業費支出

4,773,000

26,320,000

事務費支出

15,349,000

855,000

79,513,000

負担金支出

35,000

その他の支出

31,000

積立資産支出

855,000

業計画

令和元年度予算

令和元年度事

等に創作活動又は生産活動の機会を提供し、
社会との交流の促進等の便宜を供与し、地
域社会の一員として生活することを促進す
るため、地域活動支援センター『レイン
ボー』を運営します～
○箱根町地域活動支援センター『レインボー』
の運営（所在地 箱根町宮城野８８１‐１箱
根町総合保健福祉センター内）

△800,000

当期資金収支差額合計

120,598,000

支出合計

の推進、ボランティア団体への助成・支援
を通じてボランティアセンターの機能充実
を図ります～
○ボランティア育成
○ボランティア活動
の推進
○災害ボランティアセンター設置
運営
○出前体験教室
○ボランティア
グループ活動助成
○ボランティアセンター
寄付金配分

500,000

予備費支出

3,527,000

その他の活動による支出

箱根町社会福祉協議会は、住民の皆さまと
協働して「心豊かで生きがいのある福祉のま
ちづくり」を推進し、地域の福祉課題を住民
の皆様と共に解決できるよう、地域福祉の推
進を目指します。

202,000

119,798,000

予 算 額

目

科

★法人運営事業
～組織管理体制の充実と健全な事業運営を
確立し、社協本来の目的である「地域福祉
の推進」を図るための基盤として、役員を
中心に適正な運営を図ります～
○理事会・評議員会・監事会・評議員選任解
任委員会の運営
○社協会員の募集
○事務局業務運営
○財務・人事・労務管
理
○サービス向上に関する取組
○連
絡・調整会議の実施
○退職金積立事業

基金積立資産支出

収入合計

★生活支援コーディネーター事業
～町からの受託事業として生活支援コーディ
ネーターを配置し、住民と共に住民主体サー
ビスの実施体制を整備します。地域福祉推
進事業やボランティアセンター活動事業・
地域包括支援センターとの共働・情報共有
により、スムーズな事業の実施を目指しま
す～
○生活支援サービスの調査及び新規開発
○生活支援サービスの活動支援及びコーディ
ネート
○町内サロン活動支援
○町内
福祉関係団体とのネットワーク形成
○新
規生活支援ボランティアの発掘・育成

300,000

0

★基金運営事業
～民間社会福祉事業の振興と地域福祉活動
の増進を図るため、引き続き社会福祉基金
を運用します～
○社会福祉基金運営事業
★居宅介護支援事業（ケアマネジャー事業）
～介護保険法に基づく居宅介護支援事業（ケ
アマネジメント）を行います～
○居宅介護支援事業（ケアマネジメント）
○介護予防支援事業（介護予防マネジメント）
○認定調査の実施

固定資産取得支出

その他の活動による収入

★地域福祉推進事業
～「第５次地域福祉活動計画（平成 ～令
和２年度）」に基づき小地域福祉活動の充実
を図ります。研修会を開催するほか、地区
社会福祉協議会への助成を行います。サロ
ン活動について「住民による生活支援の一
環と位置付け、新たなサロン設置に向け、
他市町村のサロン見学の実施などのアプロー
チを行うとともに、既存のサロン活動の充
実に向け支援します。昨年度から行ってい
る小地域（大平台地区）での福祉活動につ
いて、引き続き地域と協力して進めていき
ます～
○新規サロン立ち上げ支援
○サロン活動
促進事業
○地区社協活動補助事業
○地域福祉活動促進
★共同募金配分金事業
～共同募金配分金を主たる財源とする各種
の福祉事業（高齢者福祉・児童福祉・障が
い者福祉・援護事業）を展開します～
○児童福祉事業
○高齢者福祉事業（敬老
祝品贈呈）
○障がい者福祉事業（各種イベ
ント実施）
○援護事業（災害見舞金）
○年末慰問金配分事業

助成金支出

8,748,000

★調査研究事業
～地域福祉活動推進の基礎データとするた
め、地域に内在するニーズの発掘を行いま
す～
○新規事業の調査研究
★企画広報事業
～広報紙「はこね社協だより」の発行とホー
ムページのリニューアルにより、福祉情報
の発信拠点としての機能を発揮します。ま
た、社会福祉大会を開催し、福祉活動の普
及と周知を図ります～
○機関紙発行
○ホームページ運営
○社会福祉大会の開催

★居宅介護等事業（ホームヘルパー事業・障
がいホームヘルパー事業・デイサービス事業）
～介護保険法に基づく訪問介護事業をはじ
め、各種の在宅福祉サービスを行います～
○訪問介護事業（ホームヘルパー） ○障が
い者居宅介護事業（障がいホームヘルパー）
○通所介護事業（デイサービス） ○車いす
貸出事業

33,000

障害福祉サービス等事業収入

3,000

その他の収入

490,000

480,000

貸付事業収入

30,000

受取利息配当金収入

共同募金配分金事業費

介護保険事業収入

480,000

事業収入

貸付事業支出

2,540,000

受託金収入

93,201,000

経常経費補助金収入

人件費支出

200,000

寄付金収入

1,931,000

会費収入

（単価：円）

◦支出の部

（単位：円）

◦収入の部

★日常生活自立支援事業
～意志決定能力の低下した方や自立生活を
送る上で支援を要する方等に対し、日常生
活自立支援事業を中心に福祉サービスの利
用援助を行います～
○福祉サービスの利用援助
○日常的金銭
管理サービス
○書類等預かりサービス
★資金貸付事業
～神奈川県社会福祉協議会が実施主体とな
る生活福祉資金の貸し付けと、本会独自の
小口資金貸付制度であるたすけあい資金の
貸付を行うことにより生活困窮者の自立更
生を支援します～
○生活福祉資金貸付事業
○たすけあい資
金貸付事業

★地域包括支援センター事業
～町からの受託事業として社会福祉士、主
任介護支援専門員、看護師、介護支援専門
員の 職種（各 名計 名）により、地域
包括支援センターを運営します～
○総合相談支援業務
○権利擁護業務
○包括的・継続的ケアマネジメント業務
○介護予防マネジメント支援業務
○在宅
医療・介護連携推進事業に関する業務
○生活支援体制整備事業に関する業務
○認知症総合支援事業に関する業務
4

28

★地域活動支援センター事業
～町からの受託事業として、地域の障がい
者の方々の援護対策として、就労が困難な
障がい者の自立支援を図るため、障がい者

1

★部会・委員会事業
～町民の善意の開発とボランティア活動の
振興を図ることを目的に設置しているボラ
ンティアセンターの適正な運営のために、
ボランティアセンター運営委員会を開催し
ます～
○ボランティアセンター運営委員会の運営
★福祉総合相談事業
～社会福祉士等の専門家を相談員とする福
祉に関する総合相談窓口を常設し、ワンス
トップサービスを目指します～
○福祉総合相談の受付
★ボランティアセンター活動事業
～ボランティアの発掘及び育成を図るため、
各種講座、出前体験講座を実施するととも
に、新たな活動について検討するなど、活
動の充実を図っていきます。災害時の備え
として、災害ボランティアセンターの整備

4

予 算 額

目

科

第126号
（3）2019年６月１日発行

第126号

2019年６月１日発行（4）

「愛の小箱」へのご協力ありがとうございます。

ご 寄 附 の 紹 介

箱根町社会福祉協議会では、
「愛の小箱」という募金箱を町内の商店
や旅館、ホテルに設置させていただいております。募金箱に寄せられた
寄託金は、社会福祉協議会の事業運営の財源とさせていただき、ボランティ
ア育成や障がい福祉への理解促進、小・中学校での福祉教育など、箱根
町の地域福祉に活用いたし
ます。
設置にご協力いただいて
おります皆様には、ご理解
とご支援をいただき、感謝
申し上げます。

住民の皆様よりいただいたご寄附を紹介いたします。
いただいたご寄附については、ご趣旨を体しまして有効かつ適切
に使用させていただきます。ご協力に心よりお礼申し上げます。
箱根町歩く会
会長 村上 東司

１０，０００円

様

マックスバリュ東海
店長 鳥居塚 拓之

小田原荻窪店
様

箱根湯本温泉旅館組合
組合長 梅村 美成 様
JAかながわ西湘葬祭㈱

車イス（１台）
保存食
（約３，０００食）

様

富士屋ホテル株式会社
湯本富士屋ホテル 様
〇設置先
芦之湯郵便局
箱根ドールハウス美術館
環境センター
港区保養施設大平台みなと荘
㈲丸喜屋
㈲美濃島商店
姫之湯
箱根強羅温泉 翠光館
箱根強羅 深山
箱根強羅郵便局
宗教法人東方之光箱根事務所
東芝健保組合東芝 芝翠荘
老人福祉センターやまなみ荘
㈱エムオーエー商事 箱根店
箱根宮ノ下郵便局
三河屋旅館
社会教育センター
富士屋ホテル仙石ゴルフコース
公立学校共済組合箱根保養所ひめしゃら
箱根カントリー倶楽部
山崎製パン㈱箱根研修所
いずず自動車クラブ
仙石原郵便局
仙石原出張所
駿台学園箱根セミナーハウス紅雲荘
万石の湯 よきや
オスロ
箱根彫刻の森美術館
中華料理 香華
箱根小涌園ユネッサン

箱根出張所
箱根関所
森のふれあい館
箱根ホテル
箱根町郵便局
畑宿寄木会館
金指寄せ木工芸館
浜松屋
甘酒茶屋
スバル興業山桜荘
東急ハーヴェストクラブ箱根明神平
㈱ダイフクヴィラ箱根
箱根宮城野郵便局
さがみ信用金庫 宮城野支店
宮城野出張所
電設家具健保組合 保養所 みやぎの
焼肉レストランみょうじん
㈱ワールドヤマダ
箱根町総合保健福祉センターさくら館
宮城野温泉会館
勘太郎の湯
温泉出張所
好楽荘本館
富士屋ホテル（休館中）
かんぽの宿 箱根
ホンダ健保組合ホンダ箱根荘
おか本
湯本富士屋ホテル
郷土資料館
箱根湯本郵便局
小田原湯本カントリークラブ

さがみ信用金庫 湯本支店
画廊喫茶ユトリロ
湯遊び処箱根の湯
ちく膳
あうら橘
星崎商店
竹いち
菊川商店
吉田本店
まるきや
村上二郎商店
スコット
たてうら土産店
喜之助
山そば
加満幸
みつき
ティムニー
喫茶浅乃
はこね中村家
はこね
マイアミ
はこね和菓子菜の花
箱根ルッカの森
焼肉スエヒロ
「湯葉丼」直吉
木のぴーHouse
日清亭
あやぱん
奥箱根観光株式会社 大涌谷くろたまご館

～新しい仲間をご紹介します～
〇對木

雄一（事務局長）

平成31年４月から社会福祉協議会の事
務局長として勤務しています。
住民の皆さまが安心して暮らせるまち
づくりの実現に向けて頑張ってまいりま
すので、皆様のご協力をお願いいたしま
す。

〇相川

佳枝（地域包括支援センター）

平成31年４月から箱根町社協地域包括
支援センターでお仕事をさせて頂いてお
ります。
地域の皆様が愛着のある箱根町で健康
で末永く暮らせるために、包括の職員と
して身近な存在となれるよう努力してま

匿名５件

３９，０００円
５００，０００円
５，０００円
平成31年１月～３月

マックスバリュ東海小田原荻窪店様より車イスのご寄附。

急 募!!
社協では一緒に働く仲間を募集しています。やりがいのあ
るお仕事です！一緒に働いてみませんか。
①地域包括支援センター職員（正職員）
業務内容 地域包括支援センターに関する業務
資
格 １）社会福祉士・主任介護支援専門員・保健師又は看護師・介護支援専門員の
いずれか（看護師については地域福祉業務の経験必要）
２）普通自動車運転免許（AT限定可）
経
験 相談援助業務の経験あれば尚可
給
与 月 給 170,100円～247,600円
賞 与 年２回
手 当 住宅手当、扶養手当、通勤手当、時間外手当等
待 遇 退職金制度有、社会保険加入、労働保険加入
マイカー通勤可（駐車場代2,000円/月）
時
間 ８：30～17：15（内休憩45分）
休
日 土曜日・日曜日、祝日、12月29日～１月３日
その他夏季休暇（５日間）
、有給休暇有（入社後～）
定
年 60歳
②介護支援専門員（嘱託職員）
業務内容 介護支援専門員（ケアマネジャー）の業務
資
格 １）介護支援専門員 ２）普通自動車運転免許（AT限定可）
経
験 介護支援専門員の経験があれば尚可
給
与 月 給 236,000円
賞 与 年２回
手 当 通勤手当、時間外手当等
待 遇 社会保険加入、労働保険加入
マイカー通勤可（駐車場代2,000円/月）
時
間 ８：30～17：15（内休憩45分）
休
日 土曜日・日曜日・祝日、12月29日～１月３日、その他夏季休暇（５日間）
有給休暇有（入社６カ月後～）
③訪問介護事業所ヘルパー（パートタイム）
業務内容 高齢者、障がい者等に対するにおける生活支援・身体介護
資
格 介護福祉士
（ヘルパー２級又は訪問介護員初任者研修修了者の方もご相談ください）
経
験 経験あれば尚可（未経験でも丁寧に対応します）
給
与 時 給 1,400円～1,600円
交通費 20円/㎞（自己所有車を使用していただきます。
）
時
間 シフト制（直行直帰）
。※訪問先での労働時間のみ時給額が発生します。
※週１回１時間から、決まった曜日の午前のみ午後のみなど、働き方はそれぞれです。
働きたい方の予定に合わせて働けます。
※希望の勤務地域等も考慮することができますのでご相談ください。

いりますのでよろしくお願い致します。

箱根町では介護の仕事につくと温泉施設の利用券がもらえます

応

募

詳細等について先ずはお気軽にお電話ください ☎８５－９０００

担当

栢沼

