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くらしと仕事の相談支援センター

83 号

平成 28 年 4 月 7 日

富津市内在住で、失業や離職などの経済的問題で生活していくうえでの様々な問題を抱えた方を対象
とした無料相談窓口です。

例えば

失業してなかなか仕事が決まらない、仕事が長続きしない。
一人では解決方法がわからない。 家族がひきこもりで心配である。
家計のやりくりに困っている、市役所から督促状がきた。
など
編集・発行：富津市社会福祉協議会

相談の流れ
まず、困っていることを何でも話してください。
あなたに必要な支援が計画的に提供できるように、自立への計画を立てます。
自立を目標に一緒に取り組みましょう。
一人で悩まずに
お気軽にご相談
ください。

《くらしと仕事の相談支援センター》
受付専用電話☎080-5877-9611

（相談受付時間

8：30 〜 16：00

土日祝・年末年始を除く）

成年後見制度のご案内 〜自分らしく安心して暮らすために〜
ふっつ後見支援センターでは、判断能力の低下した方や認知症の方、障がい者の方が地域で自分らしく安
心して暮らすために法定後見制度についてのご相談や将来の不安に備えた任意後見制度のご相談にのります。
また、法人として成年後見人等になり後見事務を受託することもできます。
（審査有）
本人の財産や権利を守りながら自分らしく暮らしていけるよう支援いたします。ぜひご活用ください。

成年後見制度 とは…

法定後見制度

判断能力の程度によって「後見」
「保佐」
「補助」に分けられます。

任意後見制度

今は大丈夫でも将来的な認知症等への不安に備えてあらかじめサポートしてもらう
代理人と内容を決めておく制度です。
＊成年後見制度は家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

詳細は、 ふっつ後見支援センター（受付専用電話 ☎070-5076-0011） にご連絡ください。

ご協力ありがとうございました
エコキャップ
西大和田 平木
小久保
粕谷
二間塚
三浦
飯野
鬼塚

様
様
様
様

プルタブ・エコキャップ
小久保 小駒ラジオ様

エコキャップ・古切手・テレカ
笹毛 小原様

プルタブ
長崎

衣類
千種新田

大堀

富津市社会福祉協議会

鈴木内科クリニック 様
明治安田生命君津営業所
匿名 様

富津市下飯野2443

様

☎87-9611

環境に配慮し、古紙配合率70％の再生紙
及び植物油インキを使用しています

例えば

保育園・学校の
休みのときの

保育園・幼稚園の

送迎

預かり

買い物、冠婚葬祭
急な外出の間の

子育てを地域で支える「相互援助活動」が4月から始まりました。
富津市では、安心してゆとりのある子育てができる環境づくりをめざして、
地域の中で子育ての手伝いを行いたい方（まかせて会員）と子育ての手助けを
受けたい方（おねがい会員）がそれぞれ会員となり、地域で子育てを助けあう
有償の相互援助活動を、当法人へ委託しました。2月から会員の募集が始まって
おりますので希望される方は、登録をお願いいたします。
詳しくは、「福祉ふっつ第82号」をご覧になるか、又は富津市社会福祉協議
会へお尋ねください。

受付専用電話 ☎070-3115−0505

預かり

FAX87-9610

ご家庭で使わなくなった次の物品
がありましたらご寄付をお願いい
たします。

・ベビーベッド
・絵本など

・おもちゃ

下記の受付専用電話へお願いします。
担当・オノミチ

FAX87-9610

チャイルドシート貸出事業
富津市内在住の子育て世代を支援するために「チャイルドシート貸出事業」を富津市から委託を
受け始めました。

①貸出要件 （1）市内に住所を有する者
●
（2） 6歳未満の乳幼児と同居している保護者等
②貸出期間 1年
③貸 出 料
●

無料

⑤貸出種類 ・アプリカ
●
・コンビ
・タカタ
・リーマン

５台
５台 (チャイルドシート)
２台
５台 (ジュニアシート)

⑥貸出申請 申請書に必要事項を記入（運転免許証と母子健康手帳の写しを添付）
⑦申 請 先 富津市社会福祉協議会
●
禁無断転載

など

ご寄付をお願いします！

④貸出台数 乳幼児1人につき１台

池田様

ユニバーサルデザイン（UD）の考えに基づいた見やすいデザインの文字を採用しています。
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富津市ファミリー
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が始まりました！

一人暮らしの生活を安心して送るために
福祉緊急電話を利用してみませんか？
しくみ

「福祉カー」
を利用してみませんか

現在、使用されている固定電話機に装置を取り付けます。緊急時に腕時計タイプの発信
器のボタンを押すと、あらかじめセットしておいた知人や親せきに自動的に連絡が入り
ます。1人目、2人目が不在の時は消防署に連絡が入り、救急車が出動します。

対

象

費

用

設置時の工事費１万円のみで維持費はかかりません。

申

請

地区民生委員・児童委員に依頼してください。具体的な手続きは、民生委員・児童委員
が行います。

富津市内在住で、65歳以上の一人暮らし高齢者

緊急事態発生

ご近所の方
近くに住むご家族

等

第2通報先

市内に住むご家族
近くに住むご親戚
ピーピーピーの
発信音の後、
私を助けてください
住所は…
名前は…
電話は…
のメッセージが
繰り返されます。

防

等

3か所の通報先全てに通じるまで
繰り返し通報します。

緊急時登録先
救助音声通報器

業で、毎日電話（10：00〜11：00）による安否確認を行います。

対象者

富津市内に住むおおむね65歳以上の一人世帯の方

費

無料

対象日

月曜日から金曜日（祝日・年末年始除く）まで

申

・ご自身の担当地区民生委員にお申し込みください。
・利用者登録申込書を提出していただきます。
・当協議会からご本人に連絡を入れ確認後、本事業の開始となります。

利用上の注意 安否確認が目的ですので連絡が取れるまで電話をおかけいたします。前もって外出され
る予定がわかっているときは、事前にお知らせ願います。また、当日急に外出される場
合でも、必ず当協議会へ連絡をお願いいたします。

音訳テープを貸出しております
●視覚障がい者が情報不足にならないようボランティアの協力により広報等の音訳テープを作成して
います。市内にお住まいの方でご利用になりたい方はお気軽にご連絡・ご相談ください。
●本事業に関心がありボランティア活動をしてみたい方も募集しています。興味のある方はお気軽に
当協議会にご連絡ください。
●パソコンのできる方、歓迎しております。

利用方法

(4)その他会長が適当と認めたもの

福祉カー利用申請書を使用する14日前までに提出し、許可を受け利用します。車両は利用日に引き
取りをお願いいたします。車両を利用した後は、清掃・点検・給油をしてすみやかに返却をお願い
します。尚、有料道路を利用する方は各自でETCカードを用意してください。

富津市社会福祉協議会 居宅介護支援事業所・訪問介護事業所
介護予防訪問介護事業所からのお知らせ

署

この事業は、富津市内在住の一人暮らし高齢者の方の安否確認事

請

(3)社会福祉団体及び社会福祉施設

お気軽にご相談ください

シルバーテレホン友愛サービス☎を利用しませんか

用

一人暮らしで富津市内に住所がある以下に該当する個人及び団体
(1)心身障がい者等の家族
(2)登録ボランティア個人及び団体

象

高齢者・介護を必要とされるみなさまの生活を応援しています。こんなことをお手伝いいたします。
身体介護 ・入浴介助
生活援助 ・食事の支度、片付け ・買い物
・食事の介助 等
・洗濯
・清掃 等

第3通報先

消

車、介護を必要とする方の通院などに車椅子用ワゴン車（7人乗り）を無料で貸出しいた
します。
対

緊急時腕時計型
無線発信器

第1通報先

社会福祉を目的としたボランティア活動、またそれに関連した活動に10人乗りワゴン

ご相談いただきました個人情報につきましては適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保
護することを厳守いたします。

車椅子・歩行器を貸出しております
足のけがなどで歩行ができない方・歩行に不安がある方等で、車椅子の利用を希望され
る方へ貸出しを行っています。
利用できる方
貸出し利用料

富津市内にお住まいの方
1か月の利用で500円。
（更新は可能です。）

申込み方法

当協議会事務局にお越しいただき、申
請書を記入していただきます。（印鑑は
必要ございません。）

＊貸出し、返却の際は申請者ご自身で運搬をお願いします。
＊貸出しの車椅子は標準タイプとなります。子供用もあります。
（座席幅約43cm。床から座席までの高さ約46cm）

尚、1週間以内の貸出しは無料ですが、次の無料貸出しは1か月経過後となります。

フードバンクへご協力お願いいたします
フードバンクとは
包装の破損や印字ミス、賞味期限が近い等といった理由から、品質には問題がないにも関わらず廃
棄されてしまう食品・食材を、企業や個人等から引き取り、必要としている福祉施設・団体等や生活
困窮者へ無償で提供する活動です。食品ロスを削減し、企業や個人の社会貢献を推進することで、食
品確保が困難な方々の役に立つという新しい食のリサイクルの形でもあります。

寄付いただきたい食品
□穀類（お米、麺類、小麦等） □インスタント食品、レトルト食品
□保存食品（缶詰、瓶詰等）
□乾物（のり・豆など）
□調味料各種、食用油

注意いただきたい点

①賞味期限が明記され、かつ2か月以上ある
もの
□飲料（ジュース・コーヒー・お茶等）②常温で保存が可能なもの
③未開封であるもの
□ギフトパック（お歳暮・お中元等） ④破損で中身が出ていないもの
⑤お米は常識の範囲内で古くないもの

多くの方からのご寄付をいただいております。ありがとうございます。
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