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No.183ささえあう  福祉できずく  まちづくり

　毎月第４火曜日の午前１１時から午後１時３０分まで、「サロン和楽（わらく）」が社会福祉協議会増穂
支部事務所で行われています。どなたでも、いつでも自由に参加できます。増穂支部が用意したお茶、
コーヒー、紅茶などを飲みながら、皆さんおしゃべりに花を咲かせています。お昼には、参加者各自が
持ち寄ったお弁当を一緒に食べます。お食事中は静かに、おしゃべりはマスクをしながらと、感染症
予防対策を行いながらも、参加者の皆さんは仲間に会えるこの日、笑顔で楽しく過ごしています。コ
ロナ禍の中でも、ひとりぼっちにしない、させない、地域の皆さんのつながりを大切にしています。

社会福祉協議会 増穂支部（大網白里市富田２１１６－１）
☎０４７５（７３）４６８８（フードプラザハヤシ大網店向かい）

問い合わせ

生活福祉資金貸付制度

学習支援・食事提供ボランティア募集

　他からの融資が受けられない所得の比較的少ない世帯、家族の中に日常生活において介護が必
要な高齢者（６５歳以上）や身体障害者（身体障害者手帳所持）、知的障害者（療育手帳所持）、精神
障害者（精神障害者保健福祉手帳所持）のいる世帯の自立と安定に役立てていただくための貸付
制度で、市区町村の社会福祉協議会が窓口となって運営しています。
　「総合支援資金」「福祉資金」「教育支援資金」「不動産担保型生活資金」の４種類の資金があります。
　この制度の特徴は、借受世帯の自立と安定に向けて支援を行うことにあります。（資金種類によ
り、民生委員・児童委員の協力を必要とします）

　高校受験を目指す子供たちを支援する無料塾「＋すいっち」では、ボランティアを募集しています。毎週
月曜日に開催していますので、月１回又は隔月参加など、自分のペースでご参加ください。グループ参加
も歓迎します。

　低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯（療養又は介護を要する高齢者が
属する世帯に限る）を対象とします。

（1） 福祉費　　　　日常生活や自立した生活を送るために、一時的に必要と見込まれる費用
（2） 緊急小口資金　緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に必要となる小額の費用
　　※貸付に際しては原則として生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業等による支援を受

けるとともに、社会福祉協議会及び関係機関から貸付後の継続的な支援に同意していることを
要件とします。

◆ 福祉資金

　低所得世帯の方の就学に際し必要となる資金を貸し付けます。就学するご本人が借受人となり、世帯の
生計中心者が連帯借受人となります。なお、受験料などの入学決定前に必要な費用は対象となりません。

（1） 教育支援費　高校、専門学校、短大、大学で就学するために必要な授業料等の費用
（2） 就学支度費　高校、専門学校、短大、大学に入学するために必要な入学金、
　　　　　　　　制服・教材購入のための費用

★他制度を利用できる場合は、そちらが優先となります。
★貸付条件は資金種類によって異なります。借入申込には、資金により必要書類

が異なります。
★貸付に当たっては千葉県社会福祉協議会で審査を行います。申請内容によっ

ては貸付に至らない場合もあります。

◆ 教育支援資金

社会福祉協議会
☎0475（72）1995貸付制度に関する詳細等は、まずは、お電話でご相談ください。

問い合わせ・申し込み　特定非営利活動法人ちば地域生活支援舎　藤田　☎090（3536）8367

【開催日】毎週月曜日
　　　　＊通常　１８：３０～２０：３０
　　　　＊祝日・長期休業中　１４：００～１６：００

【場　所】大網白里市福祉会館　２階研修室

【開催日】毎週月曜日
　　　　＊通常　１５：３０～１８：３０
　　　　＊祝日・長期休業中　１１：００～１４：００

【場　所】お問い合わせください。

学習ボランティア 食事提供ボランティア
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足腰が弱くなってきたので、
家事や作業を助けてくれる人
いないかしら。

年齢を重ねてもいきいき暮らせるまちに
～生活支援体制整備事業を推進します～

市内の一人暮らし高齢者からの聞き取りによる困りごと

◎このように話し合いを進め、困りごとを解決していきます◎

協議体

❶外出（買い物、通院、銀行） ❹経済的な心配
❷家事（ゴミだし、掃除、炊事、洗濯、庭の手入れ、家具の移動 ❺近所づきあい
　　　 などの力仕事、家の修理、機器の交換や取付） ❻その他
❸病気や身体機能低下への不安

移動販売車が
来てくれるように
なったよ。

移動販売で来てくれる
お店がないか探して
みよう。

今後、高齢化は
もっと進むから、
困りごとを抱える
人は増えていくよ。

最近は、買い物に
行くのがたいへんで。

家事を手伝ってくれる
ボランティアは
いないかな？

あのボランティア
グループに声をかけて
みようか。

現在、大網白里市ではおよそ3人に1人が高齢者という状況で、日常生活において色々な手助けを必要
としている方が増えてきています。社会福祉協議会は大網白里市より委託を受け、高齢になっても、
住み慣れた地域で、安心して生活できる地域環境を創るため、支え合い・助け合いの輪を広げていこう
という取り組み（生活支援体制整備事業）を進めています。

「こうなったらいいね」を話し合う場＝協議体
　困りごとは、人によっても、地域の実情によっても様々です。
　そこで、地域の福祉活動に携わっている関係者が中心となって、支え合い、助け合いの仕組みづくり
について話し合う場＝協議体が発足しました。この協議体が主体となって、地域の困りごとを解決するた
めに、地域ならではの支え合いや助け合いの方法を考えていきます。

協議体には、次の２種類の組織があります
●第１層協議体（大網白里市ささえあいのまちづくり会議）
　市全域にわたる広域的な課題を協議します。
●第２層協議体
　市内５つの地域（瑞穂、山辺、大網、増穂、白里）ごとに、社会福祉協議会の支部が中心となって設置

されました。地域の実情に合った支え合い助け合いの仕組みづくりについて話し合っていきます。

○日常生活を送る上で､十分な判断ができない方や、体の自由がきかない方が地域で安心して生
活できるように支援する福祉サービスです。 

○判断能力が不十分な認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者など、日常生活を営む上で必
要となる福祉サービスの利用等について、お一人での判断が適切に行うことが困難な方が対象
となります。

○事業の契約内容や事業内容について、相応の理解をしていただくことも必要です。
○契約内容について判断能力がなく、直接契約が困難な方は、成年後見制度を活用し、後見人等と

の契約を行うことでの利用が可能です。

問い合わせ　社会福祉協議会　☎0475（72）1995

上記の事業を支える「生活支援員」を募集します。支援計画に基づき、定期的に必要に応じた
サービスを代行していただきます。

○生活支援員養成研修を受講できる方（千葉県社会福祉協議会主催）
○普通自動車運転免許　要
　※現在、民生委員児童委員やホームヘルパーとして活動している方は登録
　　できません。
　※地区ごとに登録者を募っておりますが、契約者の利用状況により登録のみが
　　続くことがありますのでご理解願います。

【賃金】支援時間 １時間１４分まで１，０００円  以降３０分ごとに５００円加算
★詳しくは・・http://www.chibakenshakyo.com/

「日常生活自立支援事業」（愛称：すまいる）の紹介

「日常生活自立支援事業」ってどんなことをしてくれるの？ 

【費用について】　※生活保護世帯は無料

1〔福祉サービス利用援助〕
2〔財産管理サービス〕

3〔財産保全サービス〕

福祉サ－ビスを安心してご利用できるようにお手伝いします。
毎日のくらしに欠かせないお金の出し入れをお手伝いします。
※金融機関窓口での取り扱いとなるため、キャッシュカードは利用できなくなります。
大切な書類や印鑑などをお預かりします。
●年金証書、預貯金通帳、不動産権利証書、契約書類、実印､銀行印　　
　※宝石､骨董品､貴金属類､株券､有価証券などはお預かりできません。
　※財産保全サービスのみのご利用はできません。

契約書、支援計画書に
基づき、支援をします。

利用者宅への往復に係る交通費
財産保全サービス

利 用 料 金
年 額  3,000円（月額250円）

年　会　費

募集要件

年 額  3,600円（月額300円） 
30分未満 無料 
30分以上1時間未満  500円 
1時間以上　　 一律1,000円
※自宅から利用者宅もしくは社協への往復の
　移動時間。１カ月間の合計時間

1時間30分未満 1,000円 
1時間30分以上 2時間未満 1,500円 
以降30分ごとに500円加算 　 

日常生活自立支援事業（愛称：すまいる）生活支援員募集

問い合わせ　社会福祉協議会　☎0475（72）1995

※商店や事業者等の皆様で、配達・移動販売・訪問サービス等、地域の支え合い・助け合いにご協力
　いただける方を募集しています。

ボランティアさんが来て、
親切に家事を手伝って
くれるようになったよ。
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　「総合支援資金」「福祉資金」「教育支援資金」「不動産担保型生活資金」の４種類の資金があります。
　この制度の特徴は、借受世帯の自立と安定に向けて支援を行うことにあります。（資金種類によ
り、民生委員・児童委員の協力を必要とします）

　高校受験を目指す子供たちを支援する無料塾「＋すいっち」では、ボランティアを募集しています。毎週
月曜日に開催していますので、月１回又は隔月参加など、自分のペースでご参加ください。グループ参加
も歓迎します。

　低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯（療養又は介護を要する高齢者が
属する世帯に限る）を対象とします。

（1） 福祉費　　　　日常生活や自立した生活を送るために、一時的に必要と見込まれる費用
（2） 緊急小口資金　緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に必要となる小額の費用
　　※貸付に際しては原則として生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業等による支援を受

けるとともに、社会福祉協議会及び関係機関から貸付後の継続的な支援に同意していることを
要件とします。

◆ 福祉資金

　低所得世帯の方の就学に際し必要となる資金を貸し付けます。就学するご本人が借受人となり、世帯の
生計中心者が連帯借受人となります。なお、受験料などの入学決定前に必要な費用は対象となりません。

（1） 教育支援費　高校、専門学校、短大、大学で就学するために必要な授業料等の費用
（2） 就学支度費　高校、専門学校、短大、大学に入学するために必要な入学金、
　　　　　　　　制服・教材購入のための費用

★他制度を利用できる場合は、そちらが優先となります。
★貸付条件は資金種類によって異なります。借入申込には、資金により必要書類

が異なります。
★貸付に当たっては千葉県社会福祉協議会で審査を行います。申請内容によっ

ては貸付に至らない場合もあります。

◆ 教育支援資金

社会福祉協議会
☎0475（72）1995貸付制度に関する詳細等は、まずは、お電話でご相談ください。

問い合わせ・申し込み　特定非営利活動法人ちば地域生活支援舎　藤田　☎090（3536）8367

【開催日】毎週月曜日
　　　　＊通常　１８：３０～２０：３０
　　　　＊祝日・長期休業中　１４：００～１６：００

【場　所】大網白里市福祉会館　２階研修室

【開催日】毎週月曜日
　　　　＊通常　１５：３０～１８：３０
　　　　＊祝日・長期休業中　１１：００～１４：００

【場　所】お問い合わせください。
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