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じぶんの町をよくするしくみ
10月1日から全国一斉に共同募金運動が始まります。
皆さまの募金が地域活動を支えています！！
共同募金は、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、さま
ざまな地域福祉の課題に取り組む民間団体を応援する、
「じぶんの町をよくする
しくみ」として都道府県単位で取り組まれています。
また、大規模災害の発生や新型コロナウイルス感染症による影響など、さまざ
まな課題に対する取り組みを行っています。今回は、その一部をご紹介します。

ご存知ですか？共同募金のこんな取り組み
新型コロナウイルス感染症に対する取り組み

新たな
取り組みも
始まって
います

全国的に緊急事態宣言が解除されたものの、依然終息の見通しが立たない中で、神奈川県
共同募金会では、本年３月から、地域の方々や企業、社会福祉協議会、NPO法人等と協働で、
支援が必要な子どもたちや生活に困窮されている方々などへ、緊急対応を行っています。

「赤い羽根 子どもと家族の緊急支援
全国キャンペーン」による緊急配分事業
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、学校が臨時休校となっ
たことを受け、日常生活に困難をかかえる家庭の子どもとその保護
者等を支援するための緊急配分を、実施しています。県内のボラン
ティア団体からは、子どもの声を受けとめるチャイルドライン活
動、孤食となる子どもたちへ配食活動、ひとり親、生活に困っている
方々に食料を配布する活動、DV被害者支援活動など、さまざまな視
点での支援活動へ配分を実施しています。

学校の臨時休校中に共同募金会を通じて企業から提供さ
れた食材をもとに少人数で活動を行うこども食堂

子どもや生活に困窮されている方々を中心とした「食」の支援事業
企業との協働により、子ども食堂が行う配食活動や社会福祉協議会による生活困窮者
への食糧支援、NPO法人によるフードパントリー（食品無料配布）事業等の食品配布を、
生活に困窮されている方々に、継続的に実施しています。

母子生活支援施設の利用者および近隣ひとり親家庭への支援事業
学校の臨時休校や離職、休職せざるを得ない環境のお母さまと子どもたちを支援するため
に、県内全ての母子生活支援施設(９カ所)に活動資金の緊急配分を実施しています。また、オ
ンライン授業の環境整備や、近隣の母子家庭への食材提供等の緊急配分を実施しています。

～共同募金会では、コロナ禍において生活支援を必要とされる方々への
緊急支援事業を、地域のみなさまとともに継続的に実施してまいります～
詳しくは 神奈川県共同募金会 で

この広報紙は共同募金の配分金を財源に発行しています。
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令和２年度社会福祉協議会会員募集中間報告
社協特別賛助会員のご紹介
令和２年９月10日までに、特別賛助会員としてご加入いただきました法人等をご紹介させていただきます。なお、
個人でも多くの方々にご加入いただいておりますが、個人情報保護の観点から、掲載は控えさせていただきます。
※敬称略・順不同・㈱㈲等は省略、

地域 町名

会

員

名

地域 町名

伊勢原北 板戸 伊勢原市手をつなぐ育成会
伊勢原南 岡崎 相模商会

特別賛助会費２口
田中 向笠歯科医院
板戸 イチケン

東大竹 光明院
日向 日向建材興業
上粕屋 秋山自動車整備工場

須藤医院、平塚信用金庫伊勢原
支店、中栄信用金庫伊勢原南口
支店、中南信用金庫伊勢原支店、
桜台
伊勢原南
田中茂商事、神奈川調査設計、至
泉会（すこやか園）

串橋 大望産業
笠窪 アート・エス

濱田精麦、宇都宮螺子
鈴川 三光工業、

岡崎

東富岡 豊建設

救友会（湘南伊勢原クリニック）、
高森
ジェイエーエス
成瀬

大山

石田 ひまわりクリニック
歌川 八重椿本舗

大住台 神奈川県農協情報センター
神戸

鶴見コンクリート、
花井板金工業、
鍛代工務店、
坂間医院、
吉川醸造

清富士、大新産業、本橋製作所、神
奈川中央交通西、昭和電工パッ
鈴川
ケージング、エル・エム・ヴィ、ダ
ニエル、厚木瓦斯
東富岡 龍散寺

地医院、中南信用金庫高森支店、
レナテック
（風の丘）
高森台 一期一会
アマダホールディングス、小島ラ
成瀬 石田 ベ ル 印 刷 、秋 澤 医 院 、学 研 コ コ
ファン愛甲石田、鈴木油脂、川田
商会、足立工務店
東成瀬 井上歯科クリニック
見附島 向上高等学校、
自修館中等教育学校
下落合 塚本経営法務事務所
歌川 瀬戸水産、
川本製作所
下糟屋 東海教育産業、
南蓮寺

（大山ホーム）
大山 こまや社会福祉事業会

ク ラ ウ ン パ ッ ケ ー ジ 、ア ー ス

カナキン、稲葉会（湘南
小稲葉 ロック、
けやきの郷）、重田酒店

大田

ケー観光

正会員（個人）
１口 300円
賛助会員（個人・施設等）
１口 1,000円
特別賛助会員（個人・法人等) １口 5,000円

坪ノ内 立花食堂

長龍寺、伊勢原ふたば保育園、ア

丸 茂 商 事 、伊 勢 原 福 祉 会（ 富 岡

市社協は、社会福祉法に基づく地域福祉の
推進役として、多様化した地域の生活課題
の解決に向け、住民の皆さまの協力を得て、
各種事業を実施しています。市民の皆さま
方のご理解とご協力をよろしくお願いいた
します。

三ノ宮 比々多神社

成瀬幼稚園、野
高森 トリエ ヴェルデ、

子易 大六福祉会
（伊勢原ホーム）

磯崎絞製作所、エム・
上粕屋 山王不動産、

名

セゾオン、林台福祉会（林台保育

日向 伊勢原日向病院、
石雲寺

沼目 あやめ歯科医院

員

粟窪 園）
、みどり園

さくらの家福祉農園、岡崎学園
（伊勢原みのり幼稚園）

高部屋 西富岡 ホーム）

下糟屋 法眼寺
大田

湘南農業協同組合、伊勢原協同病
院、遠州屋、河野材木店、耕雲寺
青電、高井工務店、伊勢原こばと
池端 保育所、
伊勢原白百合幼稚園、蔵
福寺
神奈川中央あきばクリニック、
エ
イチ・ビーアンドシー、
北京亭、
未
板戸 来、
宝珠院、
山田建材、
ヘアーサロ
ン京子、
八雲幼稚園、
山田内科胃腸
科クリニック、
堂前保険サービス

会

特別賛助会費１口

田中

三ノ宮 相模浄化サービス

善波 飯塚塗料
比々多

地域 町名

東大竹 光が丘福祉会
（ベルガーデン保育園）
伊勢原北

桜台こどもクリニック、富士、
（大原保育園）、福祉
桜台 大原福祉会
伊勢原南
有償運送

高部屋

名

アサヒショッピングセンター、
大
黒堂表具店、
伊勢原まごころクリ
ニック、八百庄商店、風和税理士
法人、比企野小児科医院、中栄信
伊勢原
用金庫伊勢原支店、つくし相談
室、
緑友会、
つくし、
伊勢原大神宮、 比々多
梶山内科クリニック、
井上医院、
は
らだ歯科市役所前診療室

沼目 ケアフルホーム

特別賛助会費４口

伊勢原北

員

特別賛助会費１口

特別賛助会費 10 口
大田

会

団体

会費は何口でもご加入いただけます。

厚木市

下平間 ほほえみの丘

日本発条、日発精密工業、誠和福
（伊勢原愛児園）、蓮華寺、協
沼目 祉会
和精麦、小野興業、松友会（らん
の里）、小島タイヤ商会
伊勢原市文化財協会
田村 ばんしょう
下川入 サンフレッチェ

善意銀行にご寄付ありがとうございました

【寄託金】 秋山順造（２） 大谷哲 日本発条労働組合厚木支部 匿名（３）
【寄託品】 鈴木 小旛康弘（２） うぇるかめ伊勢原
伊勢原市老人クラブ連合会 安達文夫 匿名（２）
令和２年度実績（累計）
皆さまからの善意による金品を受け入れ、市民活動団体や災害ボランティア活動者に対し配分を
寄託金 13件 318,703円
行っています。
※書き損じハガキ等回収事業の換金を含む
令和2年6月16日から令和2年9月10日までにご寄付をいただいた方をご紹介させていただきます。
寄託品 11件（車椅子、お菓子、お米、マスク等） ※敬称略・順不同

広告

社会福祉法人
お客様第一主義

緑友会

能力発揮と安定

広告

広告

地域への貢献

障害者支援施設 みどり園／清川ホーム

認可保育所 伊勢原ふたば保育園／本厚木ふたば保育園
就労継続支援Ｂ型事業所 つくし／アトリエ ヴェルデ

相談支援事業所 つくし相談室／グループホーム げんき家

緑友会

この広報紙は共同募金の配分金を財源に発行しています。
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ご存じですか?成年後見制度
成年後見制度は、高齢者や障がいのある方などで、判断能力が十分でないため、財産管理や介護、施設の入退所
などの法律行為を自分で行うことが困難であったり、悪徳商法などの被害に遭うおそれのある方がいます。
成年後見制度は、このような方の判断能力を補い、ご本人の権利を守るための制度です。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の２つの制度があります。

法定後見制度

本人の判断能力が十分でなくなったときに、本人や四親等内の親族などが家庭裁
判所に申し立てを行い、家庭裁判所が成年後見人等を選ぶ手続きです。成年後見人
等は、本人の意思を尊重し、福祉や生活に配慮しながら実務を行います。
法定後見制度は、本人の判断能力に応じて「後見」
「保佐」
「補助」の３つの類型に分
かれています。

任意後見制度

認知症の親が消費者
被害に遭っている
ようだ…

両親が亡くなった後、
知的に障がいのある
我が子の生活が
心配…

本人の判断能力が確かなうちに、本人が将来、判断能力が低下した場合に備えて、
どのような援助をお願いするのか、誰にお願いするのか任意後見受任者をあらか
じめ決めておく手続きです。
本人と任意後見受任者とが公正証書で任意後見契約をする必要があります。
本人の判断能力が十分でなくなったときに、本人や任意後見受任者等が家庭裁
判所に任意後見監督人選任の申し立てをして、任意後見監督人が選ばれてから任
意後見が始まります。

介護契約や施設入所など、本人が安心して生活できる
よう環境を整えます。

例えば…

・日常生活の見守り
・入退院の手続き、医療費の支払い
・施設入退所契約
・福祉サービスの手配、契約、履行状況の確認

●財産管理に関すること…

将来、
もし認知症に
なったら…
財産管理はどうしたら
いいのかしら･･･
信頼できる人に今から
お願いしておきたいわ。

講演会のお知らせ

成年後見人等はどんなこと（仕事）をするの???

●身上保護に関すること…

認知症の親の
高額な預貯金の
管理が心配…

元気な今も、万が一のときも
途切れない安心を
～遺言と任意後見～

◆日

など

本人の資産や負債、収入及び支出内容を把握し、本人の
意向を尊重して適正かつ、計画的に資産を維持します。

例えば…

・収入、支出の管理
・金融機関との取引
・不動産などの財産管理、保存、処分
・権利証や通帳などの証書類の保管
・遺産相続、各種行政手続き など

時：令和2年11月27日㈮
午後1時30分～午後3時30分
◆場
所：伊勢原シティプラザ 1階
ふれあいホール
◆講
師：弁護士 内嶋 順一氏
（みなと横浜法律事務所)
◆対
象：伊勢原市在住または在勤・在学の方
◆定
員：50人（先着申込順）
◆参 加 費：無料
◆申込受付開始：令和2年11月2日㈪から
◆申込方法：電話またはFAXでお申し込みください。
◆申し込み・問い合わせ先：市社協

成年後見制度に 伊勢原市成年後見･権利擁護推進センターを是非ご利用ください !
：月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）
関するご相談は… 相談受付
☎0463-94-9600
午前8時30分～午後5時（社会福祉協議会内）
広告 広告

広告

あなたのスマホ・パソコンにお好きな
エリアのタウニュースが届く！読める！

メール版

7

タウンニュースは地域によって、
それぞれ内容が異なります
ご登録はHP
または
QRコードより

伊勢原市下落合29-1

タウンニュース メール版

検索

無料配信中

広告のご用命、
情報提供は
タウンニュース伊勢原編集室までお気軽に ☎046-220-1600
この広報紙は共同募金の配分金を財源に発行しています。
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お 知 ら せ

「令和3年度善意銀行配分金」
申請団体を募集します！
！
【交付対象】 配分金の交付対象団体は、市内を主たる活動拠 【実施期間】 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで
点とし、伊勢原市の地域福祉向上のために事業
を行う団体で、次に掲げる全ての要件を満たす
団体とします。

【申請期間】 令和２年11月2日㈪から令和３年１月29日㈮まで
【配分内容】 配分金の交付は、１団体１年につき１回とし、

(1)任意団体、学校法人またはＮＰＯ法人

配分金額は、対象経費の合計額の75％の額で

(2)団体の構成員がおおむね10人以上で、

す。ただし、10万円を限度とします。算出した

９割以上が伊勢原市在住、在勤または在学

配分金額に1,000円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てます。
【対象事業】 住民同士の地域交流の場づくり、地域の見守り・
支え合い活動、防災時に備える活動など
【対象経費】 謝金・消耗品費・郵送代・印刷製本費・使用料
【例】
・高齢者、障がい者等の外出や買い物等の生活支援活動
・放課後の子どもたちの見守り活動
・地域住民が定期的に集う茶話会・担い手を育成するための勉強会
・災害時を想定した助け合いの仕組みづくり など

および賃借料・保険料・災害支援活動に必要な
資材機材等の購入費・被災地までの交通費等

※申請を希望される方は、市社協までご連絡ください。

生活福祉資金貸付相談のご案内
福祉資金は、低所得者世帯、障がい者や高齢者世帯などに対し、資金の貸し付けと
民生委員による必要な援助を行うことによって、その世帯の生活の安定と経済的自
立を図ることを目的とした制度です。公的な貸付制度という特性から、他から借り入
れができる方はそちらが優先となります。また、原則として連帯保証人が必要です。
貸し付けに関しては、返済計画を含め、事前に十分なご相談をさせていただきま
す。ご相談から申し込み、貸付審査・決定（神奈川県社会福祉協議会）、資金交付まで時
間を要しますので、時間にゆとりを持ってご相談ください。ご相談は、市社協に事前
連絡の上、ご来所ください。

税務相談

高齢者・障がい者の
無料税務相談のご案内
相続税・贈与税・親族後見人
等が行う成年後見対象者の
確定申告などのご相談に応
じます。
日

時 第１回目 令和２年12月21日（月）
第２回目 令和３年 ２ 月 ８ 日（月）
時間はいずれも
午後１時30分～午後３時30分
※相談時間は40分以内（事前予約制）

場

所 伊勢原シティプラザ１階社協相談室

対

象 市内在住の65歳以上の方、障がい者（児）
およびその親族等

貸し付けの種類等
福祉資金

不動産担保型生活資金

冠婚葬祭経費、住居の移転経費、福祉用具の購入経費、就
職・技能習得経費、災害を受けたことにより臨時に必要と
なる経費、障がい者用自動車の購入に必要な経費等

現に居住する不動産を
担保として生活費の貸
し付けを行います。
●貸付限度額 50万円～580万円（資金の種類による） （低所得の高齢者世帯）

教育支援資金
学校教育法に定められた高等学校、大学などへの進学や通学
に必要な経費。※原則、修学者を借受人とします。
【教育支援費】就学に必要な経費 ●貸付限度額 ３万５千円から６万５千円まで/月
【就学支度費】入学に必要な経費 ●貸付限度額 ５０万円
●原則、生活困窮者自立支援法制度の自立相談支援事業（伊勢原市役所が相談窓口）の利用が必要な貸し付け

緊急小口資金

総合支援資金

緊急かつ一時的に生計の維持
が困難となった場合に小額の
貸し付けを行います。

失業などにより日常生活全般に困難を抱
えた世帯に対し、その自立に向けた生活を
支援するため、生活費などの貸し付けを行
います。
（年齢要件あり）

●貸付限度額 １０万円

●貸付限度額
①生活支援費 単身１５万円/月、２人以上世帯２０万円/月
②住宅入居費 ４０万円
③一時生活再建費 ６０万円

申し込み

市社協に電話でお申し込みください。

伊勢原市介護者・家族の会「手と手の会」
― 介護をしている中で、不安や悩みはありませんか ―

「手と手の会」では、介護をされている方やご家族の方
が集い、お互い悩みを共感し合ったり、介護の情報交換や
研修会などを行っています。
「毎日大変で溜まっている思いを聞いてほしい！」とい
う方も大歓迎です。介護経験者や専門職も参加していま
すので、相談したいという方もご参加ください。
日

時 毎月第3火曜日

午後1時30分～午後3時30分

場

所 伊勢原シティプラザ1階 会議室等

(日程が変更になる場合がありますので、
事前にお問い合わせください)

年 会 費 1,200円
お問い合わせ 市社協

この広報紙は共同募金の配分金を財源に発行しています。

