題字：障がい者の自立のための生活・作業訓練等を行っている
「なぎさ作業所」利用者の皆さん（６人による合作）
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社会福祉協議会は、略して ｢ 社協（しゃきょう）｣ と言い、誰もが安心して暮らすことのできる
福祉のまちづくりを進めるために設置されている民間の福祉団体です。
ホームページは 小田原市社協 で

編集発行

こんな時代だから、社会福祉協議会が必要です。

小田原市社会福祉協議会広報編集委員会

現在は、少子高齢社会。そして、人生は 100 年時代を迎えています。
高齢者自身は若返っていますが、家族の支える力が弱い時代、「健康・病気・介護」は一番の不安
ごとになっています。
「お金・筋力・近所力」の３つの「きん」を大切にして、孤立しないで人とつながる
ことが不安の解消になりますが、本号では、皆さんの不安や困りごとの解決に向けて
取り組んでいる小田原市社会福祉協議会の事業を
紹介します。

ご存知ですか？

〒

小田原市の高齢人口
世帯の状況など

ご存知ですか？

小田原市久野１１５―２
250-0055

介護保険制度の現状
認定者の推移

65 歳以上人口
の推移

る た め、平成 12 年に誕
17 年間（平成 12 年～平成 29 年）で

電話０４６５

3 倍に

生した介護保険制度。
高齢化がさらに進め
ば、後の世代の負担はま

介護費用
の推移

すます大きなものになり
かねません。
持続していける制度に
するにはどうすれば良い

(
17 年間（平成 12 年～平成 29 年）で

４
) ０００

2.8 倍に

平成 27 年（2015 年）
53,689 人

27.8％

家族だけで担いきれな
い介護を社会全体で支え

35
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小田原の風景・
「御幸の浜から見る初冬の夜明け」

小田原市社協イメージキャラクター
「夢・咲き福ちゃん」

かが、今の課題となって
います。

昭和 45 年（1970 年）
9,684 人

6.2％

一世帯あたりの人数の推移
昭和 45 年
（1970 年）

平成 27 年
（2015 年）

3.90 人

昭 和 45 年 と 平 成 27
年の国勢調査の結果から

2.45 人 みた推移です。
45 年間で大きく変化
していることがわかりま
す。

生涯未婚率
の推移

ご存知ですか？

多くの問題を抱える
世帯の増加

昭和 45 年（1970 年）

６
) ９０２

今後も人口の減少
192,116 人

総 人 口

Ｅメール

平成 30 年 1 月
（2018 年）

odawarashakyou@ybb.ne.jp

65 歳以上
人口 ( 割合 )
55,973 人
（29.1％）

185,692 人

2025 年
（推計）

57,614 人
（31.0％）

高齢夫婦・老老介護
高齢夫婦のみの世帯で、
加齢による家事の負担や
お互いの介護問題も
発生しやすくなる。

と高齢化は進んでい
162,292 人 きます。
2040 年
（推計）

3.0％
女性 4.0％
男性

そうしたなか、次
のような世帯も増え

※生涯未婚率について
「45 〜 49 歳 」 と「50 〜
平成 27 年（2015 年）

26.5％
女性 13.4％
男性

54 歳」
の未婚率の平均値で、
生涯を通して未婚である人
の割合を示すものではあり
ませんが、50 歳で未婚の人
は将来的にも結婚しない可
能性が高いことから、生涯
独身の人の比率を示す統計
指標として使われます。

少子化、 人口の減少が予測されます。

てきています。

58,547 人
（36.1％）

8050 問題
80 代の親が収入の
ない 50 代の子
と同居して
いる世帯。

この広報紙は、赤い羽根共同募金の配分金と広告料により発行しております。

ダブルケア
子育てと親の介護が
同時期に発生
する状態。

各世帯の不安ごとと
市社協の取り組みは
２〜３ページで

ホームページは 小田原市社協 で

平成３０年１２月１日 第１１９号

皆さんの暮らしやすさを求めて“つながり”を広げる市社会福祉協議会の仕事
権利擁護関係事業

介護サービスセンター

対応できる不安ごと…①②（本ページ中央の丸数字）

地域での “ 安心した ” 暮らしのお手伝い

３５−４０００

◎日常生活自立支援事業（あんしんセンター）
お手伝いできること
●福祉サービス利用援助
「市役所や銀行などから書類が送られてくるけど、内容が難しくてよく判らない…」
「困りごとや心配ごとの相談先が判らない…」
などといったことに対して、生活支援員が定期的に訪問し、書類・郵便物等の説明を
したり、生活上の困り事・心配事の相談を受けたり、助言などをします。
（１）福祉サービス利用援助に伴う「日常的金銭管理サービス」
「足腰が不自由で銀行に行けない…」
「生活費を計画どおりに上手く使えない…」
などといったことに対して、事前に定めた支援計画に基づき、生活支援員が定期的
に訪問し、ご本人に代わって銀行での入出金や支払い手続きを行ないます。

日常生活自立支援事業は、ご本人に
サービス利用の意思があり、その内容を
ある程度理解できる人を対象としてサー
ビス提供するものです。
ご本人に判断能力が無い若しくは著し
く不十分な方は、成年後見制度の利用を
お勧めしています。

◎ホームヘルパーの派遣

介護が必要になっても、ご本人の望む生活が
送れるように、次のようなことを心がけて
ケアプランを作成しています。

３５−８１４３

市社協のホームヘルパーは、利用される人自身が主人公
となって、目的を持って生活できるよう支援を行なうこ
とを目標にしています。

・ご本人や介護をされている人のご意向を尊重
し、その人らしい生活が続けられるよう、他
の関係機関などと連携しながら、自立に
向けたプランを作成し、支えていきます。

・利用者様とふれあうなかで、ホームヘルパーの方が生活
の知恵を教わったり、元気をいただくこともあります。

・ご本人の立場に立って、公正に考えます。

・サービスを通じて、介護をされる人とする人がお互いに
輝けるような社会づくりもめざしています。

ファミリー・サポート・センター
①金銭管理が不安
②重要書類の管理が不安
③配偶者の介護が大変
④近所にお店がない

高齢のご夫婦二人の
不安ごと

⑤認知症の父親から目を離す

ダブルケアの世帯
親の介護をしながら育児も
する母親の不安ごと

ことが不安

⑥子どもの保育園の送迎も
できない
夫はいないので、仕事を
しないと生活が苦しい

⑦

⑧子は家に閉じこもり
⑨収入は親の年金だけ
⑩近所づきあいもない
⑪家はゴミ屋敷のよう

8050 問題を抱える世帯
民生委員からみた不安ごと

３５−４０２０

例えば、⑦〜⑪（本ページ中央の丸数字）のような、

い

どうすれば良いのか “ わからない ” ときのお手伝い
暮らしていくうえでおこる、いろいろな問題は複雑に重なり合っていて、
「誰に相談すれば良いのかわからない」
「相談の糸口さえ見つからない」
ということもよくあります。
「福祉まるごと相談」では、住民の皆さんが抱える悩みごとに対し、関係する機関、人と
連携をし、地域の活動も有効に活用しながら、問題解決に向けて一緒に考えていきます。

◎福祉まるごと相談は、相談内容や相談される人の立場を限定しません。
制度につながりにくい人、多くの問題を抱える人からの相談もお受けしています。

３５−８１７０

日常生活を送るうえで介護の支援が必要になっても、人は
皆「今まで暮らしてきた地域で生活し続けたい」と願います。
介護サービスセンターでは、そうした願いをかなえるため、
一人ひとりのご希望に合わせ、その人らしい暮らしを続ける
ことができるように、ケアプランの作成とヘルパーの派遣を
行なっています。

※利用料が発生する場合もあります。

認知症や知的・精神障がいなどにより、判断能力が著しく不十分な人に代わって、
市社協が後見人等として財産管理や身上監護を行なっている事業です。
利用にあたっては、ご本人もしくは親族等が家庭裁判所に手続きをすることが
必要です。
その人の後見人等として、誰がふさわしいのかは家庭裁判所が判断します。

例えば
「介護が必要な８０代の親と５０代の働いていない、ひきこもりの子どもが
同居する世帯が抱えている困りごと」
「４０代で働き盛りではあるが、 自分の親の介護と子どもの育児も同時に
しなければならない人」
というように、介護保険をはじめ各種相談窓口で取り扱う制度を単独で利用した
だけでは解決することが難しい課題を抱える世帯が増えています。

◎ケアプランの作成

日常の物事の判断能力が不十分で…
・小田原市内にお住いの人（病院や施設に入
院入所している人も対象）
・概ね６５歳以上の人、もしくは身体・知的・
精神障がいの人
・ご本人での金銭や書類管理が難しい人
・この事業の内容を理解し、契約できる人

◎法人後見事業（成年後見制度）

どんな相談を？

住み慣れた地域での “ 自分らしい ” 生活をお手伝い

利用できる人

（２）福祉サービス利用援助に伴う「書類等預かりサービス」
「普段使わない通帳をどこに置いたのか、よく判らなくなる…」
「重要書類は、自宅ではなく誰かに管理してほしい…」
などといったことに対して、契約している銀行の貸金庫で、大切に保管します。

福祉まるごと相談

対応できる不安ごと…③〜⑤（本ページ中央の丸数字）

ろ

いろ

な不

安ご

と

対応できる不安ごと…⑥（本ページ中央の丸数字）
地域で “ 出会ってつながる ” 子育てのお手伝い

地域の人たちが、お互いに助け合って「子育ての相互援助活動」を行なう組織です。
「急な残業や親戚の法事など、ちょっと子どもを預かって欲しいけど頼れる人が
そばにいない」
ファミリー・サポート・センターは、そんな不安を解消するために、子育てを地域
で支援するお手伝いをしています。

（１）会員登録（会員さん同士の相互援助活動）
お子さんを預かってほしい人を依頼会員、お子さんを預かって
くださる人を支援会員といい、双方で会員登録をします。
（２）事前打合せ
実際に、お子さんを預かる場所で、スタッフ立会いのもと、依
頼会員と支援会員が顔を合わせ、活動の前の打合せをします。
（３）活動～活動終了
支援会員は活動報告書を作成し、依頼会員の確認を受けます。
依頼会員は確認後に利用料金（右表のとおり）を支援会員に支
払います。

「すべての人が安心して暮らせるまちづくり」をめざしています。
地域の活動

地域包括支援センター

行政等関係機関

病

学

校

院

安心とは…
・健康であること
・お金があること
・仕事ができること
・友達がいること
など、人それぞれですが、問題を抱えた人や家族が孤立し
ないように、多くの人・活動・機関と“つながり”が持て
る姿を築いていくことが、「安心して暮
らせるまちづくり」への第一歩です。
また市社協内でも、このページで紹介
している事業の担当者が、定例的に話
し合う場を設けています。

利用料金

活動の流れ

市社協がめざす姿
地域の人たち

３５−００５３

生活福祉資金

活動日・時間帯
利用料金（30 分）
月〜金曜日・7 時〜 19 時
３５０円
土・日曜日、祝日、
年末年始 (12/29 〜 1/3)
４５０円
および上記以外の時間帯
※支援活動の時間は６時から 22 時まで

兄弟姉妹で複数のお子さんを預ける場合
は、2 人目から半額になります。
お子さんの送迎に係る交通費や、依頼に
基づき支援会員が食事 ･ おやつ等を用意
する場合の費用は別途必要です。

３５−４０００

全国一律の資金貸付の受付窓口（貸付決定は県社協）
※貸付には一定の条件があります。

資金の種類

次の各種資金の相談受付や県社協への申請事務を行なっています。
福祉資金
教育支援資金

総合支援資金
不動産担保型生活資金
緊急小口資金

所得が少ない世帯、身体・知的・精神に障がいをお持ちの人がい
る世帯、高齢者世帯に対して、自立に向けた支援のための資金
失業された人を支援するための資金
高齢者世帯に対して、不動産を担保に貸付をする資金
一時的に生計を維持することが難しくなった世帯を支援するため
の資金

ホームページは 小田原市社協 で

平成３０年１２月１日 第１１９号

どうもありがとうございました

市 社 協 か ら の ご 案 内

（平成３０年８月１日～１０月３０日）

お名前（敬称略）

交通遺児世帯のために

父子世帯のために
市内在住で平成 12 年 4 月 2 日から
平成 25 年 4 月 1 日生まれのお子さん
を養育されている父子家庭に図書カード
を贈呈しています。
【問い合わせ期間】
平成 31 年 1 月 18 日まで

次の支援をしています。市内在住で
交通遺児世帯の登録がお済みでない人
はご連絡ください。
【支援の対象】
交通事故により、20 歳未満のお子さ
んの父または母が死亡され、本協議会に
登録された世帯（自動車事故のほか、列
車、船舶、航空機などの交通機関の運行
上の事故も含みます）
【支援の内容】
見舞金や激励金などの贈呈、
コンサートや交流会へのご案内など
詳しくはお問い合わせください。

鈴木智惠子
磯崎

曻

㈱ユニバーサル技研
堀之内自治会

小田原鍼灸マッサージ師会
匿

名（3 件）

合

54 万 3,276 円

義援金街頭募金等の活動報告

平成３０年７月の西日本豪雨により被災されたみなさまに対し、心よりお見舞い申し
上げます。
小田原市社会福祉協議会では、７月 27 日（金）に 11 団体 77 名のボランティアの
皆さんにご協力いただき、小田原駅周辺で街頭募金活動を実施しました。
お寄せいただいた義援金は、３０４，５６０円でした。
街頭募金のほか社会福祉センターでお預かりした義援金と併せて、５４３，２７６円を
中央共同募金会を通じて、被災地へお送りさせていただきました。

906,247 円

計

お名前（敬称略）

品

物

田中伸幸
車イス
JA かながわ西湘女性部
JA かながわ西湘助け合い組織すみれ会 タオル・布切れ類
一般社団法人小田原城下町
大相撲小田原場所観戦チケット
島野慶子・山本優子

洗濯用洗剤

大西洋子

紙オムツ・ポータブルトイレ

タオル

廣瀬健人
日本競輪選手会神奈川支部
小田原市公営事業部

車イス
車イス

生沼建具店

手作り写真立て

匿

脱衣かご・日用品・タオル・洗剤

名（4 件）

お名前（敬称略）

金
額 寄付区分
500,000 円 地域福祉
93,000 円 地域福祉
10,000 円 地域福祉

鈴木智惠子

中央労働金庫小田原支店推進幹事会
匿

ない 人
・資格が
験
経
介護の
のために
人
い
た
き
で働
介護現場
介護の基本的な知識や技術が学べる講座を開催します。修了者は介護サービス事業所
への就労相談・紹介などの支援も受けられます。
【対 象】介護関係の資格がない人、介護現場で働きたい人などで全日程参加が可能な人
【日 程】平成 31 年１月 29 日（火）・２月７日（木）
・14 日（木）・22 日（金）の
４日間、時間は 9:00 ～ 16:50 の間（日によって異なります）
【会 場】おだわら総合医療福祉会館（小田原市久野 115-2）
【受講料】無 料
【定 員】20 名（先着順） 電話にて 12 月 3 日から受付、定員になり次第締め切り
【申込・問合】小田原市社会福祉協議会介護サービスセンター
0465-35-8143

額

17,188 円
500,000 円
40,520 円
300,000 円
16,577 円
26,000 円
5,962 円

二川地区社会福祉協議会

平成 30 年７月豪雨災害に

金

円蔵院

名（１件）
合

603,000 円

計

介護に関する入門的研修の開催

お名前（敬称略）

合

１

〇ボランティアセンター寄付金…ボランティアグループへの助成や、
車イスなど貸出し用の福祉機器の購入費
〇ボランティアセンター寄付物品…福祉施設などに贈呈
〇市民福祉基金（地域福祉）…地域福祉活動を進めるために活用
〇交通遺児援護基金…積み立てた利子を交通遺児への見舞金・支度金・
激励金として支給

正規職員

応 募 資 格（以下のすべてに該当する人）
昭和５３年４月２日以降に生まれた人
若干名 社会福祉士資格もしくは精神保健福祉士資格を有する人（取得見込み含む）
普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）を有する人
昭和５３年４月２日以降に生まれた人
若干名 社会福祉主事任用資格を有する人（福祉関係機関等の勤務経験があればなお可）
普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）を有する人

足柄駅

井細田駅
井細田

久野川

小田原市社会福祉協議会

市立病院

おだわら総合医療福祉会館１階

交通アクセス

●バスご利用の場合
（小田原駅西口から約 10 分）
久野車庫行き又は
兎河原循環に乗車
～市立病院前下車

市役所

寺町
税務署

●徒歩の場合
小田原駅から約 20 分
足柄、井細田駅から約 10 分

○試験日…第１次：平成 31 年１月 12 日（土）・第２次：１月 19 日（土）
・最終：１月 26 日（土）
○申込みなど…本協議会ホームページに募集案内の詳細と申込書を公開していますのでご確認ください。

大雄山線

嘱託職員

募集人員

ら総合
おだわ 療福祉会館
医

小田急線

２

種

51,985 円

計

各種寄付金品については、次のように活用させていただいています。

地域福祉を推進するための総合的な事務に携わる職員の採用試験を実施します。
最終合格者は平成３１年４月１日付で採用予定です。
○募集職種、人員及び資格
職

額

14,385 円
37,600 円

神奈川県自転車商協同組合小田原支部

小田原市社会福祉協議会 職員採用試験の案内
区分

金

報徳太陽自動車労働組合

255

西口

東海道本線

小田原駅
東口

小田原市社会福祉協議会
○法人全体
（総務企画・地域福祉・ボランティアセンター等）
TEL ３５−４０００・３５−４００９
FAX ３５−６９０２
○福祉まるごと相談事業
TEL ３５−４０２０・FAX ３５−６９０２
○ファミリー・サポート・センター
TEL・FAX とも３５−００５３
○ケアプラン作成（介護保険法）
TEL ３５−８１７０・FAX ３２−４１３９
○ホームヘルパー派遣
（介護保険・障害者総合支援法等）
TEL ３５−８１４３・FAX ３２−４１３９

