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最近よく耳にするけど

成 年 後 見 制 度 って何だろう？

成年後見制度とは

すでに判断能力が十分でない人を保護、支援する制

認知症、知的障害、精神障害など

度です。利用するためには、家庭裁判所に審判の申

①法定後見制度

立てをします。ご本人の判断能力によって「後見」
「保

により判 断 能 力 が 十 分でない 方

佐」「補助」の3つの類型があります。

が、自分らしく安心して暮らせるよ
うに、権利や財産を守
り、ご 本 人 の 意
思を尊重した生

制度には2つの
種類があります

②任意後見制度

現在、判断能力がある人が、将来、判断能力が低下
した場合に備えて「誰に」
「どのような支援をしても

活 が できるよ

らうか」をあらかじめ契約により決めておく制度です。

う支援するため

いずれの制度にも後見人（成年後見人等、任意
後見人）が選任されます

の制度です。

後見人の役割
財産管理

預貯金通帳・

印鑑の管理、

収支の管理、不動産の管理・
処分、遺産分割など

つくば成年後見センターまで

お気軽にお問い合わせください！
つくば市における包括的な権利擁護推進拠点と
して、以下の事業を柱として活動しています（利
用するには要件があります）。

•成年後見制度推進事業
•日常生活自立支援事業
•あんしん生活支援サービス

TEL 029-879-5511

身上保護

日常 生 活 の 見 守り、
福祉施設の入退所契

約の締結、介護保険制度や障害者総
合支援法のサービス利用契約など

日常生活自立支援事業
福祉サービスの利用手続きや金銭管理のお手伝いをして、
地域で生き生きと安心して暮らせるようにサポートします。
①福祉サービスの利用手続きなどの援助【基本】
②日常的な金銭管理【オプション】

③書類等（通帳、実印、権利証等）の預かりサービス
【オプション】

あんしん生活支援サービス
元気なうちに、認知症等のため判断能力が低下して生活

に支障が生じた場合に備え、定期訪問や個別サービスを
)
行う「見守り契約、財産管理契約」と、亡くなった後の
ご本人の希望を実現する「死後事務委任契約」を、判断

能力が低下した時に支援する「任意後見契約」とパッケー
ジで提供します。

社協からのお知らせ
報告

善意の寄付 ありがとうございました

令和4年1月16日～令和4年4月15日

（順不同・敬称略）

つくば遊技場組合

100,000円

ＪＳＲ労働組合

49,791円

平井 花枝

30,000円

坂本 顕

5,354円

對崎 輝夫

5,000円

匿名１件

2,000円

社会福祉協議会自動販売機募金
・ウッディホテルスワ
27,612円

・(有)シバハシ
・(株)土浦生花市場
・ダイドードリンコ(株)

●社協では、年間を通じて寄付を受け付けています。
個人の場合は、所得税・個人住民税控除の対象となります。

クレジットカードを利用した寄付を受け付けています！
つくば市社協では、クレジットカードを利用した寄付（オンラ
イン決済）を随時受け付けています。
手続きはインターネット上からとなりますので、
つくば市社協のホームページをご覧ください。
つくば市社協

募集

寄付

検索

まつりつくば2022「ふれあい広場」
出店者（参加者）

【開催日】 令和4年8月27日
（土）12:00～19:00
8月28日
（日）10:00～19:00
【場

所】 中央公園（吾妻2-7-5）

【内

容】 模擬店や活動紹介、ミニコンサート等

【対

象】 高齢者、障害者、児童等に関連する福祉関係団体

【参加費】 テント等借用のための負担金あり
【申

込】 5/24
（火）～6/14
（火）に申込書 ※ 等をつくば市社
協へ提出（両日参加団体を優先・先着順）
※5/23
（月）
以降につくば市社協ホームページに掲載

【その他】 ・初めて参加する団体は、申込書提出前に電話で
ご連絡ください。
・まつりつくば2022大会本部あるいはふれあい

広場部会の判断により、中止または縮小開催
等の可能性があります。

【問合せ】 地域福祉係

募集

Information
つくばこどもの青い羽根学習会
学習支援員（ボランティア）

「つくばこどもの青い羽根学習会」は、学力向上だけでな
く、学習習慣や生きる力を育む無料の学習会です。
宿題や課題の分からないところを教え、話し相手になっ
てもらえるボランティアを募集しています。あなたの時間
を子どもたちの学習支援に活かしてみませんか。
【対

象】 大学生、教職員経験者、社会人等

【活動日時】 毎週月曜日・木曜日（いずれの曜日でも可）
・月曜日 17:00～19:30
・木曜日 17:30～20:00
【内
容】
4～9 年生を対象とした宿題の
サポートや授 業 の 予 習、復習
（主に算数、数学、英語）
【交 通 費】 1回あたり1,000円

【問 合 せ】 地域福祉係

募集

令和4年度 社協会員募集！

社協の活動は、皆様からお預かりする会費によって支えられ
ています。皆で支えあう安心のまちづくりを実現するために、
ご協力をお願いします。
＜会員の種類・会費（年額）
＞
一般会員 500円
特別会員 個人会員3,000円以上・団体会員10,000円以上
賛助会員 個人会員1,000円以上・団体会員10,000円以上
会費の納入は、オンライン決済がご利用いただけます。
社協会費の納入には、パソコンやスマー
トフォンからのオンライン決済（クレジッ
トカード、コンビニ、Pay-easy支払い）が
ご利用いただけます。詳細は、ホームペー
ジをご覧ください。
つくば市社協

募集

会費

検索

食品の寄付をお待ちしています

コロナ禍の影響による減収等から、食べる物がないとの相
談が多く寄せられています。皆様からの食品の寄付を募集し
ています。家庭や事業所等で提供可能な食品がありましたら、
社協本部・各支所までご寄付をお願いします。
寄付していただきたい食品
●米（前年度産までのもの、玄米も可） ●乾麺 ●缶詰
●レトルト食品 ●調味料各種 ●お歳暮、
ギフト品 など
寄付の際に気を付けていただきたいこと
●賞味期限が3か月以上あるもの
●未開封で常温保存が可能なもの
【問合せ】法人運営室
このページの記事に関する問合せは TEL 029-879-5500まで
◆「社協通信つくば」はホームページからもご覧になれます。また、目の
不自由な方のために音訳版は「つくば市朗読ボランティア けやきの会」
、
点字版は「並木点訳の会」のご協力を得て作成しています。ご希望の方
は、事務局までご連絡ください。
この広報紙は市民の皆様から寄せられた社協会費、共同募金の配分金
により発行しています。この印刷物は再生紙を使用しています。
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つくば市生活支援体制整備事業 第2層 地域支えあい情報紙

ささえあい・つくば

つくば市から委託を受けて、市内の日常生活圏域（7圏域）ごとに設置している第2層協議体における推
進役である「生活支援コーディネーター」をつくば市社協に配置し、今年度で3年目を迎えました。昨年度
は、地域の皆様とともに支えあい活動や居場所など、たくさんの社会資源を創出することができました。
「ささえあい・つくば」では、
「人と人との支えあい」の活動や生活支援コーディネーターの活動を皆様に
紹介し、支えあいの文化を未来へ紡いでいきたいと思います。

み ん な で 取り組 む「 支 え あ い 」の 地 域 づくりが 進 ん で い ます！
～ 生活支援体制整備事業にご理解・ご協力をいただき、ありがとうございます～

Ｑ 生活支援体制整備事業って？
年をとっても誰もが安心して暮らし続けられるよう、
「支えあいの地域づくり」を行うものです。つくば市では平成
Ａ 28年度から開始され、令和2年度よりつくば市社協が第2層の7圏域の事業を受託し、取り組みを進めています。
昨年度はこのような活動が地域の中に生まれました！
地域活動を紹介する冊子の作成（茎崎圏域）

（筑波圏域）
地域の未来を考える
「話し合いの場」

支えあい会議を重ねる中で、茎崎圏域の様々な活動をまと
めた冊子を作成する取り
組みを行いました。地域
の皆様にご協力いただい
て、地域の支えあい活動
等の様々な活動について
収集を行い、冊子に掲載
しています。

地域の支えあいを進める上で、住民同士が顔を合わせ、意
見や情報を交換できる「話
し合いの場」がとても重
要です。小田小学校区域
で は、地 域 住 民 が 集 い、
地域の支えあいを考える
協議体が発足しました。

空き家を地域の憩いの場に（谷田部東圏域）

（谷田部西圏域）
住民が集える
「コミュニティ・カフェ」

地域にある空き店舗や空き家を活用して、住民がいつでも集
える場づくりが進んでいま
す。春 日・東 平 塚 地 区で
は、地域の空き店舗でサロ
ンを開設し、近隣の空き家
もみんなで整備して、地域
の活動拠点にしています。

地域の会館を開放して、住民が気軽に集える「コミュニティ・
カフェ」の 取り組 み が 広
がっています。谷田部西圏
域では2つの団地でコミュ
ニティ・カフェが 創 設 さ
れ、住民の憩いの場となっ
ています。

皆さんの活動を 生活支援コーディネーター が支援します
生活支援コーディネーターは、地域に出向き、地域の中でどんな活
動や支えあいがあるのか、どんなことに困っているのかを把握し、地
域活動の活性化や新たな生活支援づくりのお手伝いをする役割です。
つくば市では、日常生活圏域7圏域に1名ずつの生活支援コーディ
ネーターが配置され、関係団体や地域住民と連携しながら各圏域の
特性を生かした活動に取り組んでいます。

各圏域の生活支援コーディネーターをご紹介します
お ぐら

たかゆき

●大 穂 圏 域

小倉

●谷田部西圏域

おおたけ か よ こ

●豊 里 圏 域
●谷田部東圏域
●桜

圏

域

●筑 波 圏 域
●茎 崎 圏 域

くらもち

倉持

貴之

ひろし

弘

大竹佳代子
おぎゅう

な なえ

荻生

奈苗

いの せ

しょうなん

お がわ な な せ

小川奈々世
猪瀬

翔南

まし こ な つ こ

益子奈津子
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豊里圏域活動テーマ

目配り 気配り 支えあい 心豊かに なごむ里
豊里圏域だより
皆様が主役に・・・ ～生活支援体制整備事業～
コロナ禍も引き続き気になるところではありますが、豊里圏域においても各地域で新たな活動が始まりました。
スポーツと茶話会を中心とした酒丸の「サロン」の誕生。カスミの移動販売の日時に合わせ開催された、百家の

たちの地域のために、できることを始める。背伸びせず
にできる範囲で続けていくことが、この活動を続けてい
くための大事なポイントではないでしょうか。
これからも、支えあい会議や地域の集まりでこのよう
な提案をさせていただくこともあると思います。皆様が

月号 No.111

の「地域助けあい活動」。地域住民が主体となり、自分
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「集いの場」。そして民間の団体助成を利用した、大山

主役となって、自分たちの地域をさらに見つめ直してい
▲地域支えあい会議（知恵を出し合っています）

え実践していきましょう。

コーディネーターの ちょっとおじゃましま～す

［ 地域訪問コーナー］

百家「集いの場」
百家には、集会センターや隣接のお寺のお掃除を毎月2回続けてきたボランティアグループがあり、4月からの活
動再開に向けて何か集まるきっかけになればと「集いの場」を開催しました。
カスミの移動販売の時間に合わせて、普段買い物を利用されている方々やボランティアが集まり市役所や地域包
括支援センターの協力も得ながら、血圧測定や脳年齢チェックなどを行いました。でも、やはり、集まりのメイン
は買い物でもなく、やっぱり参加者同士の会話でした。窓を開け放ち、ひとしきり情報交換（おしゃべり）を楽し
みました。こういった活動が「サロン」につながっていくといいですね。
他の地域でもご相談に応じますので、ぜひお声掛けください。

▲集いの場の後はお買い物

▲簡単なゲームで脳トレ

コーディネーターのつぶやき
桜が咲くこの４月から、豊里圏域を担当することになりました倉持です。
安心して暮らすことができる地域にしていくためにも、顔が見える関係づくりと、支えあいの
情報を発信していきますので、どうぞよろしくお願いします。

＜3・4 ページ担当者＞

豊里圏域担当生活支援コーディネーター 倉持
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〒300-2633 つくば市遠東639（老人福祉センターとよさと内）
TEL:029-847-0231 / FAX:029-847-0233
Mail:tiki@tsukuba-swc.or.jp

〒300-3257 つくば市筑穂1 丁目10 番地4
TEL: 029-879-5500 / FAX: 029-879-5501

▲皆さん順番に血圧測定

■発行＝社会福祉法人 つくば市社会福祉協議会

く。そして地域のために、自分たちのために、一緒に考

