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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。

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

禁無断転載70

ちょっと困ったお助け隊

富津市ファミリーサポートセンターでは入会説明会を開催しています！
　地域の中で子どもを預けたり、預かったりすることで人と人とのつながりが広がり、支え合いながら
安心してゆとりのあるくらしができる環境をめざします。
　ファミリーサポートセンターでは、しくみを知っていただくために説明会を実施しております。参加
ご希望の方はセンターまでお申し込みください。尚、ご都合により当日参加も可能です。
◆会員登録は随時受付しています。（入会金、年会費はかかりません！）

　地域福祉推進のために活動されている皆様の活動報告や、日頃多くの場において活躍している地域住民・福祉
団体の皆様への表彰を行い、感謝の意を表するとともに「ふれあいと支え合いのある心豊かな社会」の実現をめ
ざし住民一丸となった福祉活動の推進を目的として富津市社会福祉大会を開催いたします。是非ご参加ください。

1957年　東京生まれ
東京大学経済学部経済学科を卒業。日本専売公社・日本経済研究センター・経済企画庁総合計画局
等に出向。その後三井情報開発株式会社・株式会社UFJ総合研究所を経て現在は経済アナリスト、
獨協大学経済学部教授をされています。

シルバーテレホン友愛サービス事業

受付専用電話 ☎070-3115-0505　FAX87-9610

日　　時　　平成29年2月5日（日）　午後1時から
場　　所　　富津公民館（富津市新井）

《平成28年度日程》

（受付時間　8：30～17：15　土日祝・年末年始を除く）

～みんなでつくろう心ふれあうハートフルタウン～
第３６回富津市社会福祉大会を開催いたします第３６回富津市社会福祉大会を開催いたします

どうもありがとうございます

富津市社会福祉協議会　富津市下飯野2443　☎87-9611　FAX87-9610

　日常生活を営んでいく上で、専門業者に頼むほどではないが自分ではできない「ちょっと困っ
た」をお手伝いします。

内　容

　市内に住んでいるひとり暮らし高齢者の安否確認をボランティアの方の協力により
行っています。月曜日から金曜日までの5日間（祝日・年末年始を除く）、10時から12時
の間に、ボランティアの方が利用登録されている方のお宅に電話をして安否確認を行っています。

ボランティア募集！！
　富津市ボランティアセンターでは、少子高齢化における地域福祉の向上に寄与することを目的にボラ
ンティアグループ及び個人ボランティアの活動を支援し、「ふれあい、支えあい、助け合い」を基調とし
て「より住みよいまちづくり」を目指し活発な活動を展開しております。
　現在「買い物支援・通院支援」のための移送サービスを調査・計画しております。その為の運転手と
してご協力いただける方の募集をしておりますので、ぜひやってみたいという方がおりましたら登録を
お願いいたいます。詳細は事務局まで。

内　容

対　象 　利用については概ね65歳以上のひとり暮らし高齢者または高齢者のみの世帯。

利用できる方 　市内に住んでいる65歳以上のひとり暮らし高齢者。

申請・利用の
手続き

❶担当地区民生委員に申し込みください。
❷利用者登録申込書をご記入いただきます。
❸当協議会から利用される方にご連絡し、確認後に本事業の開始となります。
＊なお担当地区民生委員が分からない場合や詳しい内容を確認したい場合は当協議会へご連絡ください。

費　用 　無料です。

利用料

利用例

　無料ですが、月1回を限度としています（最高年12回まで）。
●電球を取り替えたい。　●テレビ、エアコン等のリモコンがきかない。
●タンスの上の荷物をおろしたい。＊15分以内に完了する「ちょっと困った」です。

利用の流れ ❶困ったことが発生したらまず、当協議会へ電話でご相談ください。
❷当協議会職員が内容を聞いて支援できるか判断します。
❸お宅に訪問し、お手伝いします（実費は、ご利用者負担）。

利用にあたっての
留意点

　安否確認が目的であるので、不在の場合は確認がとれるまで電話を掛けますので、外出
などの予定があり自宅を不在にする場合は、前もって、その旨のご連絡をお願いします。

小 久 保　平野様
小 久 保　堀切様
金　　谷　吉三郎丸様
大　　坪　髙橋様
千種新田　かん七様

西　　川　滝本様
岩　　瀬　山本様

エコキャップ

小 久 保　鈴木様
小 久 保　木田様

エコキャップ・古切手
湊 　小柴様
食器類

上　　　　小川様
竹　　岡　石田様
西大和田　ジュピターコーポレーション様

西大和田　匿名様
西大和田　平木様
新　　町　小柴様

プルタブ

古切手 開催日
時　間
会　場

1/19(木)
午前の部 10：30～11：30
富津市社会福祉協議会　岩瀬事務所　（〒293-0043　富津市岩瀬1057番地）

2/16(木) 3/16(木)
午後の部 13：30～14：30

※平成29年度も継続して実施します。日程等につきましてはセンターまでお問い合わせください。

〈大会内容〉＊時間はあくまでも予定ですのでご了承ください。
12時30分
13時
13時45分
14時15分

15時45分

受付開始（市内福祉施設によるバザーも行います）
大会式典
熊本地震支援報告
記念講演

閉　　会　
※終了後抽選会を予定しております。

「21世紀のライフスタイルビジョン」
講師  獨協大学教授・経済アナリスト  森永卓郎氏

森永卓郎氏
プロフィール

ご寄附

社会福祉協議会の事業紹介コーナー

小 久 保　鈴木様
大　　堀　西郡様
笹　　毛　小原様

エコキャップ・プルタブ

富津市ボランティアセンター（富津市社会福祉協議会内）
☎87-9611　FAX87-9610



成年後見制度を利用するにはどうすればいいの？
　まずは、ふっつ後見支援センターにご相談ください。
　成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
　どちらの制度を利用するにも、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

千葉県社会福祉協議会生活福祉資金貸付事業

ふっつ後見支援センターでは次の業務を行います

　低所得者や障がい者、高齢者に資金の貸付けや必要な相談支援を行い、安定した生活を送れるように
事業を行っております。また、この貸付制度は千葉県社会福祉協議会が実施主体となり、市町村の社会
福祉協議会が相談や申請の窓口をしております。
　なお、貸付には条件や審査がありますので、ご希望に沿えないこともあります。
詳しくは当協議会へご相談ください。

　家庭裁判所の審判により、ふっつ後見支援センター（富津市社会福祉協
議会）が成年後見人等になり後見事務を行います。
　後見人は決められた範囲内で本人が正常な判断ができるならこうするで
あろうと思われる最善の内容で契約をしたり、不利益になると判断した契
約を取り消す等、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。

成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で
判断能力が不十分な人の「財産」や「権利」を保護し、支援していく制度です。
いつまでも住みなれた地域で、“自分らしく、安心した生活”を続けるために

成年後見制度の利用を考えてみませんか？

審理・審判・審判確定
●家庭裁判所による調査（事情の確認、問い合わせ）、審問（本人や家族への事情確認）
●必要に応じて本人の判断能力について、医師の鑑定を行うことがあります。
●任意後見制度では任意後見監督人が選任されます。

　申立人が本人の住所地の家庭裁判所に申し立てます。
＊任意後見制度の場合は任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申
立てをします。

　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。
＊将来誰にどのような支援をしてもらいたいかという内
容を決めて契約を結んでおきます。
＊契約内容は公正証書にして法務局に登記します。

申立て

法定後見制度 任意後見制度

◎申立てのできる人
　本人・配偶者・四親等以内の親族等（任
意後見制度利用者に関しては任意後見受任
者含）

成年後見制度による支援が始まります！

判断能力が低下してきたら

法人後見の 任受 業務

　成年後見制度について、地域住民の理解を図るために成年後見制度に関する出前講座や成年後見制
度に関するチラシ・パンフレットの作成を行います。

成年後見制 に度 関する広報啓発活動

　弁護士や行政書士などの専門職だけでは後見を必要としている方々
全てにサービスを提供できない場合があります（報酬の問題や数の問
題等）。このため、後見人等にふさわしい人材を市民の中から育成し、
支援をしていきます。

市民後見人 養の 成及び支援

　成年後見制度に関する相談窓口として本人や家族・各関係機関からの相談支援を行います。

成年後見制 に度 関する相談支援

　成年後見制度の利用対象にならない程度の判断能力の方等の金銭管理や福祉サービスの利用手続き
を支援する事業です。成年後見制度とは別事業ですが関連性の高い事業です。

日常生活自 支立 援事業との連携

ふっつ後見支援センター（富津市社会福祉協議会）
富津市下飯野2443番地（0439-87-9611）   受付専用電話番号  070-5076-0011

初期相談
ケースに
関する
調整会議

運営委員会
での

審議審査

家庭裁判所
への
申立て

家庭裁判所
の

審理・審判

後見
（サービス）
スタート

　判断能力の程度によって、「後見」「保佐」
「補助」に分けられます。
●後見：ほとんど判断ができない人が対象です。
●保佐：判断能力が著しく不十分な人が対象です。
●補助：判断能力が不十分な人が対象です。

こうけん ほ

ほ じょ

さ

《受任までの流れ》

成年後見制度とふっつ後見支援センターの紹介です
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