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■かみす社協ニュースは皆様から寄せられた会費を使用して発行しています

■生活福祉資金の特例貸付

【貸付上限額】・２人以上世帯　月20万円　　
　　　　　　　・単身世帯　　　月15万円　　
【貸付期間】　　原則３ヶ月以内　　　　　　　

●緊急小口資金（無利子・20万円以内） ●総合支援資金（無利子・月額20万円以内）
■新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少

　した世帯が対象となります　　　　　　　　　　　　 

■新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少や

　失業等された世帯が対象となります　　　　

※審査によりご希望に添えない場合もあります。

＜生活福祉資金の申請から決定までの流れ＞

＜送金について＞

　緊急小口資金、総合支援資金ともに、茨城県社協で書類を

　受理してから概ね３週間程度を予定しています。　　　　　　　

申請受付 審査･決定･送金

神栖市社協 茨城県社協申請書類送付

●総合支援資金（再貸付）

【貸付対象】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・既に緊急小口資金、総合支援資金の貸付が終了してもなお、
　新型コロナウイルスの影響による減収や休業、失業等により、
　現在生活困窮状況にあること。　　　　　　　　　　　　　　

・感染症拡大防止のため、申請書類は郵送での受け付けとなります。記入方法がわからないなど、窓口での

　申請を希望される場合は、必ず予約の連絡をお願いします(対応は9時～15時、土･日･祝日を除く)。

■問合せ･申請窓口：神栖市社協 神栖本所(溝口1746-1 保健・福祉会館２階)　電話 0299-93-0294

★主な給付要件チェックリスト

離職・廃業した日から２年以内、またはやむを得ない休業等により、収入を得る機会が減少していますか？　　　　　　　　　　　

世帯全体の月の収入と金融資産が右記の金額以下ですか？
(神栖市の場合)

収入基準額（月額） 112,000円 156,000円 184,000円

単身世帯 ２人世帯 ３人世帯

項　　目 チェック欄

は い □

金融資産（上限） 468,000円 690,000円 840,000円

※給与収入の場合、社会保険料等が天引きされる前の事業

　 主が支給する総支給額（交通費支給額は除く）となります。

　 世帯にお子さんがいる場合は、児童手当、児童扶養手当

　 など世帯収入に含まれます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

は い □

上記の状態になる前に世帯生計を主として維持していましたか？　（申請は生計中心者が減収していることが必要です） は い □

　住居確保給付金は離職・廃業から２年以内または休業等により収入が減少し離職等と同程度の状況にある方へ

一定期間(原則３ヶ月)家賃相当額(単身世帯上限34,000円～5人世帯上限44,000円)を支給(神栖市から不動産

業者などの口座へ直接振込)すると同時に、神栖市社協(自立相談支援機関)による就労支援等を実施し、住居及

び就労機会の確保に向けて支援します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

求職活動は行っていますか？　（支給決定後、毎月１回求職活動状況報告書の提出が必要となります） は い □

※住居確保給付金の最終審査は神栖市福祉事務所が行います。

■住居確保給付金

新型コロナウイルス感染症の影響により収入減少、失業された方へ

　住居確保給付金の支給が終了した方に対し、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、３ヶ月間に限

り再支給することができます。再支給の申請期間は令和３年11月末までとなります。　　　　　　　　　　　　　　

広告
白 十 字 総 合 病 院

健診センター併設

広告

神栖法律事務所

神栖法律事務所
茨城県弁護士会所属

　　弁護士 安重 洋介

　　弁護士 宇都宮 諒
〒 神栖市神栖 号

   ☎
http://www.kamisu-law.com/
ご相談は平日９時から１８時まで受け付けています
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神栖市社協のホームページをリニューアルしました
　平成18年９月からご覧いただいている神栖市社協のホームページを、誰もがより使い　　　　　　　　　　

やすくなるよう全面リニューアルしました。11月１日（月）から公開しています。　　　　　　　　　　　　

　 新情報を随時お伝えしますのでご利用ください（スマートフォン用ページに切り替　　　　　　　　　　

えもできるデザインになっています）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　新しいホームページURLは『https://www.kamisushakyo.jp』　　　　　　　　　　　　　　　

　メールアドレスは『info@kamisushakyo.jp』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※旧ホームページからでも自動的に新しいホームページに移動します。　　　　　　　　　　　　　　　　　

　また、市民の皆さまへタイムリーな情報をお届けするために、神栖市社協公式Twitter（ツイッター：短文

投稿形式のSNS）を開設しました。本会の事業や福祉に関することなど、様々な情報を発信していきます。　

　ぜひご覧いただき、フォロー＆リツイートをお願いいたします（ホームページと同時に運用開始）。　　　

　アカウント名：社会福祉法人神栖市社会福祉協議会（＠kamisushakyo）　　　　　　　　　　　

　アドレス　https://twitter.com/kamisushakyo　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

成年後見専門相談（後見ホットライン）
　神栖市社協は、判断能力が低下した方の権利と財産を守る“成年後見制度”の相談窓口として、その活用方

法や申し立ての「相談支援」、「法人後見受任事業」と、自分一人では福祉サービスの利用や金銭管理に不安

がある方を対象とした「日常生活自立支援事業」の三本立てで、安心した暮らしをサポートします。　　　　

・認知症の夫が入院し、支払いのために夫に代わって妻が定期預金を解約しようとしましたが、　　　　　　

　金融機関で認知症の方の手続きには成年後見人をつけてくださいと言われている。　　　　　　　　　　　

例えば･･･

・一人暮らし高齢者のケアマネジャーをしていますが、認知症と要介護の状態が進行し、自宅での生活から施

　設利用を検討しています。しかし身寄りがいないため、契約手続きとなる施設入所の申込みができません。

　成年後見制度の申立てをしてくれる人もいないため、手続きを進めることもできず困っています。　　　　

・一人暮らしで近隣に身内がおらず、光熱費の支払いを忘れるようになってしまい不安です。また、　　　　

　友人が利用するホームヘルパーに自分の家にも来てもらいたいのですが、手続きがわかりません。　　　　

　上記のような“成年後見制度”“日常生活自立支援事業”に関することについて、電話を中心　　　　　　

に必要に応じて訪問や面接でご相談に応じます。制度の概要や利用までの流れ、必要な書類など、　　　　　

制度・事業に精通し社会福祉士・精神保健福祉士の国家資格を持つ職員がわかりやすく丁寧に説　　　　　　

明します。また、相談の内容によって女性職員・男性職員どちらでの対応も可能です。　　　　　　　　　　

本人だけでなく、家族、親族、福祉・医療関係者からのご相談にも応じます。お気軽にお問い合わせください。

神栖市社会福祉協議会 神栖本所 後見ホットライン　TEL：０２９９－９３－０２９４（内線４００）

整形外科・内 科
精神科・心療内科

児玉医院

もの忘れ・認知症外来・児童精神

認知症リハビリテーション

各種メンタルケアのご相談

広告 広告

申込締切は令和３年11月末まで（令和３年10月26日時点）

　茨城県社会福祉協議会では、新型コロナウィルス感染症の影響による休業等によって収入が減少した世帯や失

業等された世帯を対象に当座の生活費を貸し付ける生活福祉資金の特例貸付事業をおこなっています。

　※特例貸付についての 新情報は茨城県社協もしくは本会のホームページを確認してください。

※窓口提出の場合は申込締切日の11月30日(火)15時までに、郵送の場合は消印が11月30日(火)までのものを受け付けます。　　

新しいホームページは
QRコードからでもアク
セス可能です。　　　　



                                  

☆お問い合わせは 神栖市社協 神栖本所 0299-93-0294(担当：横田) 　波崎支所 0479-48-0294(担当：乳井)まで

開催！11月のわくわくサロン開催予定

にゅうい

創業 1932年

広告

幸武ホーム

広告

〒

■

9／1～9／30受付 順不同､敬称略つ も る 善 意

９月10日(金)、㈱はやぶさ様か
ら消毒液252本(500ml入)の
寄付を頂きました。　　　　　
㈱はやぶさ代表取締役平出公彦
様(写真右)へ狭山常務理事から
善意の証が贈られました。　　

たくさんの心あたたまる善意をありがとうございました

９月７日(火)、三菱ケミカル
㈱茨城事業所様からアルファ
化米1,000食と保存水100箱
の寄付を頂きました。　　　
三菱ケミカル㈱のグループ会
社であるダイヤリックス㈱鹿
島支社サービス部長持永浩二
様(写真右)へ狭山常務理事か
ら善意の証が贈られました。

ほっとサロン　　11/ 5（金）　大野原コミセン
お休みのサロン…ふれあいサロンめだか、わくわくサロン松原、わくわくサロン知手団地、わくわくサロンはさき、
　　　　　　　　わくわくサロン知手浜、平泉わくわくサロン、わくわくサロンあけぼの、友愛サロン、
　　　　　　　　わくわくサロン大潮、わくわくサロンすこやか、なごみ会

広告
税理士法人
タックス･イバラキ
＜栗林会計事務所＞

茨城県知事表彰・茨城県社会福祉協議会会長表彰
　永年にわたり社会福祉発展に功績のあった皆様が顕彰されました。受賞された皆様、おめでとうございます。

なお10月27日(水)に開催が予定されていた第71回茨城県社会福祉大会は、新型コロナウイルス感染拡大防止

の観点から中止となりました。　                  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(順不同、敬称略)　

岩堀　詠子(萬徳寺保育園)

天野　貴美(柳川保育園)

○民生委員・児童委員　 

ビューティサポート・スマイル　 　バルーンアートwa'mくーる　

○社会福祉施設職員          

＜茨城県社会福祉協議会会長表彰＞          

○社会福祉援護功労者(ボランティア)

＜茨城県知事表彰＞ 

○社会福祉施設職員            

仲條　京子　　波崎自警団　　介護者の会わかば    フレンズ・モニカ　　知手地区自警団　　　　

神栖おもちゃ修理ボラ  神栖シルバーリハビリ体操指導士会　　ウィルチェアダンス研究会クアルト

小田　貴子(神栖市立波崎こども園)　  堀江　康代(柳川保育園）      金井　由香(柳川保育園)

菱木三恵子　　　　久永起代枝　　　　柴田　紘子　　　　中村　正江　　　　守口　光枝

近藤　節子　　　　沼田　勲　  　　　菅谷　清美　　　　原　　秀吉　　　　池永　利勝

○ボランティア　 

 　令和３年１月から10月まで、神栖市内134ケ所の店舗・事業所等に設置させていただいた募

金箱に総額303,992円の善意をお寄せいただきました。募金は、神栖市社協が実施する地域福

祉事業に大切に活用させていただきます。募金してくださった皆様、募金箱設置協力店様、あ

りがとうございました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

社協善意銀行募金箱へのご協力ありがとうございました

赤い羽根共同募金 あたたかい気持ちが寄せられています
　10月1日から全国一斉に赤い羽根共同募金運動がスタートしました。お住まいの地域で、お

近くの設置店で、お勤め先で、皆様のご協力をお願いいたします。　　　　　　　　　　　　

①地域募金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　地区や自治会を単位に｢区で一括して募金｣、｢各世

帯へ協力を呼びかけ｣など、自由に取り組んでいただ

いております。　　　　　　　　　　　　　　　　　

②市内155ケ所の募金箱設置協力店　　　　　　　

　市内の商店、飲食店、医療機関、薬局等のご協力によ

り、各所に募金箱を設置させていただいています。　　

　新たに７カ所｢わいわい和海｣、｢味の店 やまぐち｣、

｢金豚(ゴルトン)｣、｢呑み処食べ処 恵の樹｣、｢焼肉 明

洞館｣、｢味処 河童｣、｢栄光堂整体療術院｣に設置をさせ

ていただきました。　　　　　　　　　　　　　　　　

※最新の情報は神栖社協ホームページをご覧ください。

③職域募金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　市内事業所の社員の方々を中心に、６４の事業所の

職場で募金を取り組んでいただいております。　　　

共同募金に関するお問合先：神栖市共同募金委員会（神栖市社協内）　電話：0299-93-0294　担当：奥村

※使用済切手、使用済カードは茨城県社協を通
　じ県内のボランティア活動振興に、他の預託
　品は福祉施設、学校等で活用されます｡

☆物品預託☆
●書き損じハガキ

● 合計244個

合計18枚

匿名1件

●ベルマーク

●その他

匿名４件　　　　　　　　　　　　　
(タオル48枚、口腔ケア用歯ブラシ１
 パック、紙オムツ3袋、尿取りパッド
 ２袋、未使用テレカ50度数×28枚、
 おしりふき２袋、食事用エプロン２箱)

三菱ケミカル㈱茨城事業所
(アルファ化米1,000食、クリアファイル
 100枚、保存水100箱、ダブルクリップ
 584個）

●使用済切手 合計11,787枚

三国屋建設㈱

神栖法律事務所弁護士安重洋介

住宅型有料老人ホームかわ野

鹿島石油㈱鹿島製油所

鹿島重機機工㈱

三国屋建設㈱

茨城県退職公務員連盟鹿島支部神栖A.B班
(タオル57枚）　　　　　

㈱はやぶさ（消毒液252本）

合計623枚

松尾優毅 6,000円

神栖市立神栖第一中学校

退職公務員連協鹿島支部波崎地区

徳増康弘

栁川紘子

太田新町区

匿名1件

匿名2件

特別養護老人ホーム白寿荘

イトウ輪業

神栖大野原郵便局 ウチダ時計店

☆寄付金預託☆ 合計303,268円
●社協の地域福祉活動へ

小若建設㈱ 10,000円

吉川尚子 2,006円

社協募金箱

(9月に128店舗回収)

   

298,456円

小若建設㈱

吉川尚子

大勝建設㈱

吉川尚子

ウチダ時計店

DIC㈱鹿島工場

住宅型有料老人ホームかわ野

小若建設㈱ 吉川尚子

DIC㈱鹿島工場

住宅型有料老人ホームかわ野

鹿島石油㈱鹿島製油所

イトウ輪業

フードバンク茨城牛久本部
(携帯用消毒液100本）

退職公務員連協鹿島支部波崎地区
(タオル43枚、歯ブラシ10本）

ファミリーサポートのサポーターＫさん、利用会員
Mさんから寄せられた感想をご紹介します。

　半世紀近く前の子育て経験しかない私がファミリーサポートのサポーターを始め

て７年。不安と緊張のスタートでしたが、お子さんの元気で活発に遊ぶ様子を見守

り、ハイハイしていたお子さんが、次回はヨチヨチ歩きができるよう成長した姿に

我が子のように喜んだり感動したりしています。終了後、ママにサポートの様子を

報告して共有できたりすると嬉しくなります。ファミサポとの出会いに感謝です。   

●サポーターＫさんの声

　令和３年度『子育てサポーター養成基礎研修』を来年１月に開催予定です。研修を受講し、子育てサポーターとして
活動してみませんか。研修の詳細は「社協ニュース12月号」でお知らせします。　　     　　　　　　　　　　　　　
　 　

●利用会員Mさんの声

　娘は今回の利用が初めてで、その上人見知りで初対面の人の前では一言も話さなくなることもあるので心配で

した。けれど迎えに行った時にはサポーターさんに抱っこされて、とてもリラックスしている様子だったので

安心しました。サポート後の報告では、初めて体験したことや、サポーターさんと会話ができたことなど、娘の

成長を知るとともに、サポーターさんの深い愛情を感じました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 ファミサポ体験記

ファミリーサポートセンターからのお知らせ

                             

　☆お問い合わせは 神栖市社協 神栖本所 0299-93-0294(担当：横田) 　波崎支所 0479-48-0294(担当：乳井)まで
にゅうい
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