「もおか社協だより」は赤い羽根共同募金助成金により発行しています。
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あれこれ決められなくなる前に！
知っておこう。備えておこう。
成年後見制度

〜こんなことに困っていませんか？〜
書類やお金の管理が難しい、
福祉サービス等の手続きができない、
支援してもらえる家族が
いないため将来が不安、
制度について詳しく知りたい等、
お気軽にご相談ください。

真岡市社会福祉協議会
では、成年後見制度を必
要としている方が利用で
きるよう、相談窓口や関
係者間の調整を図る中核
機関として、令和３年４
月より真岡市成年後見サ
ポートセンターを開所し
ました。
真岡市成年後見サポー
トセンターは、認知症や
知的障がい、精神障がい
などにより、判断能力が
十分でない方の財産や権
利を守るための成年後見
制度の利用促進を図り、
誰もが住み慣れた地域で
自分らしく安心して暮ら
せることを目的として相
談業務などに取り組んで
参ります。

真岡市成年後見サポート
センター開所

場
所：真岡市社会福祉協議会（真岡市総合福祉保健センター内）
営業日時：月曜から金曜日まで（土日祝日および年末年始は除く）
午前8時30分から午後5時15分まで
ＴＥＬ：0285-82-8844 FAX：0285-82-5516

真岡市成年後見サポートセンターがお手伝いできること
〜相談〜

〜手続き支援〜

○判断能力に不安のある方の生活や財産
管理に関する困りごとについて相談に応
じます。
○成年後見制度の利用が必要であるかを
検討し、今後の方向性について共に考え
ていきます。

○成年後見制度の利用が必要な方やその
ご家族・関係機関の皆様が、制度の利用
をしやすくなるよう、法律に関する関係
機関と連携を図りながら、解決に向けた
支援を行います。

〜普及・啓発〜

〜成年後見人等のサポート〜

○「成年後見サポートセンター」の役割
や「成年後見制度」を知っていただくた
めのパンフレットを作成し、広く周知し
ます。

○親族の成年後見人等を引き受けている
方や、成年後見人等を初めて受ける方等
の相談を受け付けて、支
援を行います。
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令和３年７月

もおか社協だより

No.２６

▶成年後見制度とは？
認知症・知的障がい・精神障がいなどによって判断能力が不十分な方の
援助者を選び、法的に支援する制度です。

▶成年後見制度を使うと…

不▲
安 が 安 心 へ変わります。
▲

最近、必要のない高額な品物を

成年後見人等が、私の代わりに銀行

買ったり、キャッシュカードの

で手続きをしてくれた。これからの

暗証番号を忘れたりして手続き

生活は成年後見人等が一緒に考えて

ができなくなってきた。

サポートしてくれるので安心だ。

家にあったことを忘れて、同じ

成年後見人等が相談にのってくれた。

ものを買ってしまうことが増え

私のできること、苦手なことを一緒

た。１人暮らしではなく、施設

に整理して、これからもサポートを

等に入所した方がよいのか、自

受けながら、今までどおり自分の家

分では判断できない。

で暮らすこととなった。

悪質業者からの電話があり、だ

たとえ間違えて契約してしまっても、

まされそうになった。
最近、忘れ物も増えてきたので、
今後だまされないか心配だ。

成年後見人等がその契約を取り消し
てくれるので安心できる。

まずはお気軽にご相談ください。
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﹁場﹂福祉サービスの提供
◎作業内容
・自動車部品加工
・箱の組立
・アルミ缶潰し
・染色作業
（物産会館や
キューロク館で販売中 )
・農作業 など

〜真岡さくら作業所・地域活動支援センターの紹介〜

真岡市社会福祉協議会
では、福祉サービス事業
所の運営を行っています。
今回は、就労継続支援
型真岡さくら作業所と
地域活動支援センターさ
くらんぼの紹介をいたし
ます。
真岡さくら作業所

誕生会や遠足、お祭り
等のイベントをとおして
仲間との絆も
深まります。
私たちと一
緒にお仕事を
してみません
か？
見学や作業
体験など大歓
迎です。

地域活動支援センター
さくらんぼ
障がいのある方の、日
中安心して過ごせる「居
場所」となる事を目的と
しています。『生活リズ
ムを整えたい・自分のペ
ースで自由な活動をした
い・一人でいる事が不安
・誰かと話がしたい』な
ど、利用の理由も様々で
す。

◎活動内容
・野菜づくり 野菜販売
・畑整備 除
( 草 土作り )
・自動車部品加工
・アルミ缶潰し など

◎余暇活動として …
塗り絵・DVD鑑賞・
散歩・季節の製作・スト
レッチ体操・脳トレ・シ
トラスリボン作り、など。
心ゆるせる仲間と穏や
かな時間を過ごしません
か。

利用時間︵両事業所︶
月曜日～金曜日
午前9時～ 時まで
休日 土日・祝日
年末年始
＊送迎バス運行中＊
お気軽にお問合せ下さい。
真岡さくら作業所
☎0285 8-2 3-725
地域活動支援センター
☎0285 8-4 2-800

真岡市下大田和549番地

16

B

障がいを持った方が軽
作業などの就労訓練を行
う場所です。生活リズム
を確立し、自立した生活
が営めるように個々の特
性に合わせた支援を行っ
ています。現在 名の利
用者が通所しています。
17

No.２６
もおか社協だより
令和３年７月

4

生活支援体制整備事業
や実施、「第二層協議体」
は、地区ごとに区長や民生
委員をはじめとした地域住
民代表者の皆様が主体とな
り、地域課題の抽出や対策
案を検討しています。
第一層協議体の取組
真岡市全体の課題である
移動手段の確保について、
対応策の一つとして移動販
売を実施しています。

例年、地域の高齢者や障
がい者の集いの場であるふ
れあい・いきいきサロンで
の実施を推進していました
が、新型コロナウイルスの
影響でサロン活動が中止と
なり、利用拡大が十分に図
れませんでした。このよう
な中ではありますが、下大
田和区にある地域活動支援
センターにて移動販売を試
行し、福祉施設を拠点とし
た移動販売の実施について
も検討を進めています。
第二層協議体の取組
現在真岡市では、真岡・
山前・大内・中村の４地区
に第二層協議体が設置され
ています。今年度はコロナ
の影響を受けながらも、各
協議体委員皆様のご理解の
もと、会議を開催すること
ができ、真岡・山前・大内
の３地区については、ゴミ
出し支援を軸とした取組を
進めていくことになりまし
た。

中村地区については、昨
年度まで推進してきたふれ
あい・いきいきサロンがコ
ロナ禍で従来の活動が難し
くなった中、どのようにサ
ポートしていけるか協議さ
れ、回覧板での意見交換や
体温計の購入補助等の意見
が出されました。

地域の行事や活動が従来
の形で展開することが難し
くなってきましたが、引き
続き感染防止を図りながら、
取組を進めてまいります。

5

山前地区協議体会議の様子

令和２年度事業報告
生活支援体制整備事業とは
全国的に超高齢社会とな
っている現在、高齢者等が
住み慣れた地域で暮らし続
けていけるよう、配食や見
守り、声掛けなどの生活支
援体制の整備が求められて
います。
そのような中、生活支援
体制整備事業では、「第一
層協議体」として、市町村
圏域の課題、対応策の検討

地域活動支援センターの
移動販売の様子
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No.２６

心配ごと相談事業

身近な相談窓口です

お気軽にご相談ください

■心配ごと相談事業とは

７月〜９月開催日程

真岡市民を対象に、生活上のあらゆる
午前９時～正午
心配ごとに応じるため、心配ごと相談員
（受付は11時30分まで）
（民生委員）による相談を行っています。
6日 真岡市総合福祉保健センター
相談をお受けし、適切な関係機関をご
紹介したり、お話を聞くことで不安や悩
13日 二宮分館 ※出張相談日
みを軽減するお手伝いをしています。
７月
20日 真岡市総合福祉保健センター

■たとえばこんな相談ができます
・家族内や人間関係のトラブル
・財産や金銭トラブル
・迷惑行為による悩み
・生計に関する悩み
・介護に関する悩み
・近隣とのトラブル

27日 真岡市総合福祉保健センター
3日 真岡市総合福祉保健センター
10日 山前分館 ※出張相談日
８月
17日 真岡市総合福祉保健センター
24日 真岡市総合福祉保健センター

これら以外のお悩みもお聞きします。

7日 真岡市総合福祉保健センター

■相談方法について
予約は不要・相談料は無料です。開催
日に直接会場にお越しください。また、
真岡市総合福祉保健センターでの開催日
のみ電話での相談が可能です。

14日 大内分館 ※出張相談日
９月
21日 真岡市総合福祉保健センター
28日 真岡市総合福祉保健センター
5日 真岡市総合福祉保健センター

■出張相談のご案内
月１回、出張相談を行っています。総
合福祉保健センターまで来るのは遠くて
難しいという方は、お住まいの近くの分
館で相談ができますので、ぜひご利用く
ださい。

12日 中村分館 ※出張相談日
10月
19日 真岡市総合福祉保健センター
26日 真岡市総合福祉保健センター

新型コロナウイルス感染拡大状況により、実施方法が変更になる場合があります。
予めご了承ください。最新の情報は、社会福祉協議会ホームページをご確認ください。
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令和３年７月

もおか社協だより

No.２６

赤い羽根共同募金「募金百貨店プロジェクト」

寄付付き商品を御社で作ってみませんか？
募金百貨店プロジェクト
寄付付き商品として登録した商品や企画の売り上げの一部を、赤い
羽根共同募金にご寄付いただく仕組みです。いただいたご寄付は、子
育てや障がい者、高齢者支援などの地域の福祉活動に充てられます。
寄付付き商品の仕組み

足利市の寄付付き商品の例
【お問い合わせ】

栃木県共同募金会真岡市支会

商品として登録された食パンや餃子の売り上げ
から５円や１０円が寄付されます。

〒321-4305
真岡市荒町110-1
真岡市社会福祉協議会内
TEL：0285-82-8844
FAX：0285-82-5516

令和３年３月に開催された理事会・評議員会についてご報告いたします
◆３月３日（水）に開催された「令和３年第１回理事会」の結果は次のとおりです。
番 号
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案
第６号議案
第７号議案
第８号議案
第９号議案
第10号議案

議
案
名
等
令和２年度社会福祉法人真岡市社会福祉協議会補正予算について
令和３年度社会福祉法人真岡市社会福祉協議会事業計画について
令和３年度社会福祉法人真岡市社会福祉協議会予算について
社協の保険（役員賠償補償）の契約締結について
福祉サービスにおける苦情解決に関する第三者委員の委嘱について
社会福祉法人真岡市社会福祉協議会真岡市成年後見サポートセンター事業実施
要綱の制定について
社会福祉法人真岡市社会福祉協議会成年後見制度利用促進協議会運営要綱の制
定について
社会福祉法人真岡市社会福祉協議会再雇用職員の就業等に関する要綱の制定に
ついて
社会福祉法人真岡市社会福祉協議会経理規程の改正について
社会福祉法人真岡市社会福祉協議会評議員会の招集について

結果
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決

◆３月１２日（金）に開催された「令和３年第１回評議員会」の結果は次のとおりです。
番 号
第１号議案
第２号議案
第３号議案
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議
案
名
等
令和２年度社会福祉法人真岡市社会福祉協議会補正予算について
令和３年度社会福祉法人真岡市社会福祉協議会事業計画について
令和３年度社会福祉法人真岡市社会福祉協議会予算について

結果
可決
可決
可決

令和３年７月

もおか社協だより

No.２６

社会福祉協議会からのお知らせ
物品貸出のご案内

無料法律相談のご案内

団体や個人（真岡市民）の方を対象に、
車いすなどの物品の貸出を行っています。
令和３年度から、新たに折りたたみ式スロ
ープとわたあめ機の貸出がはじまりました。
物品ごとに、貸出の対象者が異なっており
ますので、下記の表をご参照ください。

真岡市民の方を対象に、１０時から正午
まで弁護士による無料法律相談を実施して
おります。利用希望者が多いため完全予約
制となっており、予約受付日の午前８時
３０分からお電話での予約受付になります。
（先着１０名）

貸出
対象

貸出期間

車椅子

団体
及び
個人

１月以内
※更新により
最長３月以内

折りたたみ式
スロープ

団体
及び
個人

１月以内
※更新により
最長３月以内

グラウンド
ゴルフ用具

団体

７日以内

ペタンク用具

団体

７日以内

輪投げ用具

団体

７日以内

アンプ

団体

７日以内

わたあめ機

団体

２週間以内

物品名

予約受付開始日
開催日
６月２５日（金）
７月１３日（火）
７月３０日（金）
８月１０日（火）
８月２７日（金）
９月１４日（火）
９月２４日（金）
１０月１２日（火）
１１月 ９日（火） １０月２９日（金）
社協会員会費・赤い羽根共同募金
歳末たすけあい募金 １０月１日〜始まります
毎年、真岡市社会福祉協議会会員会費、
赤い羽根共同募金、歳末たすけあい募金に
つきましては、ご協力をいただき誠にあり
がとうございます。今年度も、会費納付及
び募金活動の納入時期をあわせて実施いた
しますので、ご協力よろしくお願いいたし
ます。
実施時期
１０月１日〜１２月１０日
アクセスマップ

至宇都宮
46

芳賀赤十字病院
真岡工高

193

北真岡駅
真岡病院

真岡高

真岡市社会福祉協議会

市役所

至益子

47

警察署

検索

足利銀行

消防署

真岡市社会福祉協議会

真岡小

真岡駅

詳しくは、ホームページでご覧いただけます。

至上三川

※団体とは、真岡市内に事務局を置く福祉
団体や真岡市社会福祉協議会にボランティ
ア登録している団体等をいいます。ご不明
な点等ございましたらお電話（０２８５－
８２－８８４４）ください。

真岡東中

294
真岡女子高

至筑西

http://www.moka-shakyo.com
真岡市社会福祉協議会 TEL 0285-82-8844
〒321-4305 真岡市荒町110-1総合福祉保健センター内
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