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サービス
内容

●職員がご自宅等を訪問して、サービ
スの内容について説明します。
●サービスの利用意思を確認した上
で、サービスや契約の内容を理解し
ていただけるかなどの確認を行うた
め数回訪問し、具
体的な預かり物の
内容について相談
します。

●市社会福祉協議会が重要書類等の
保管について相談を受けます。

相談からサービス開始までの流れ

2 調　査

●医師や弁護士等の専門家や学識経験者の
方々によって支援の内容について審査が行わ
れ、サービスの利用を決定します。
　※相談からサービスの利用開始までは、
　２か月ほどかかります。

3 審査会

●ご本人と市社会福祉協議会とでサービスの
内容を十分に確認した上で、“契約”を結び、
預かり物は銀行の貸金庫にて保管します。
※年に１回、ご本人立会いのもと、預かり物
の内容を確認します。預かり物変更する場合
は、ご本人から変更の依頼を受けて行います。

4 契約・サービス開始

1 相談の受付

　定期預貯金通帳や権利書、実印などの大切な書類等を紛失しないよう、銀行
の貸金庫にてお預かりします。

◆書類等預かりサービス

▲

相談からサービス開始までの流れ

　成年後見制度は、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が、認知症や知的
障害、精神障害により判断能力が十分でない方の生活を守り支援する制度です。

【成年後見人等の支援内容】

市社会福祉協議会では、成年後見制度に関する問い
合わせや利用に関する相談等をお受けしています。

福祉サービス事業者等との利用契約・福祉施設等の入退所に関する手続きを本人
に代わって行います。
本人の入退院に関する手続きを支援します。
預貯金の管理、収入や支出の管理などを行います。

・

・
・

成年後見制度の紹介

日常生活自立支援事業のサービスについて

問合せ等は6ページの市社会福祉協議会
福祉推進課あんしんセンター係までご連絡ください。

《相談からサービス開始までの流れ》

《問合せ・申込み》

サービスの利用を希望する方は、先ずはお電話等でお気軽にご相談ください。

※受付時間 月～金曜日 午前 8 時 30 分～午後 5 時（祝日、年末年始を除く）

相談の受付

調 査

支援計画書の

作 成

契 約

支援の開始

審 査 会

・最寄りの市社会福祉協議会事務所にご相談ください。

・職員がご自宅等に訪問して、お話をうかがいます。

・サービスの内容などを説明し、本人のサービスの利用意思及び契約能力の

確認を行うため、数回訪問させていただきます。

・サービスの利用及び支援内容等が適切か、医師や弁護士等の専門家や学識

経験者の方々によって審査が行われます。

・本人と市社会福祉協議会とでサービスの内容や支援の頻度など詳細について取

り決めをします。福祉サービス利用援助・日常的金銭管理サービスの支援頻度

は、概ね月１回～４回です。

・支援計画書の内容をもとに、本人と市社会福祉協議会とで契約を結

びます。契約期間は毎年４月１日から翌年３月３１日までの１年間

です。双方に異議がない場合は契約を更新します。

・職員が支援計画の内容等に沿ってサービスを提供します。

《サービス利用料》

◆福祉サービス利用援助・
日常的金銭管理サービス

生活保護を受給している人、又は前年度分の

市県民税が非課税の人
Ａ階層 無 料

課税標準額が 2,000,000 円以下の人 Ｂ階層 月額 2,500 円

課税標準額が 2,000,001 円以上の人 Ｃ階層 月額 5,000 円

◆書類等預かりサービス 月額 500 円
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●緑区 （橋本 ・大沢 ・城山地区） ・ 中央区 ・南区にお住まいの方

福祉推進課あんしんセンター係　　電話　042-756-5034　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所　中央区富士見6-1-20　あじさい会館2階

●緑区 （津久井 ・相模湖 ・藤野地区） にお住まいの方

　　　　　　　　相模湖地域事務所　　電話　042-649-0202　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所　緑区与瀬896　相模湖総合事務所3階

※事業所、 サークルの勉強会などへの出前説明会を承ります。 お気軽にご相談ください。

相模原
あんしん
センター

◎相談受付からサービス開始までの流れと利用料金については、6ページをご覧ください。

・ 福祉サービスの利用手続きなどをお手伝いします。

・ 預貯金通帳から生活費を払い戻し、ご自宅 に等 お届けします。

・ 家賃や公共料金などの支払いに滞りがないよう、各種の支

払を代行します。

・ 定期預金や権利書、実印など大切な書類等を紛失しないよう、

銀行の貸金庫にてお預かりします。

相談日 毎月第４木曜日（祝日の場合は火曜日）

時 間 午後１時 20 分～午後４時 （1 人の相談時間は４０分。秘密厳守。）

場 所 あじさい会館２階 市社会福祉協議会　福祉推進課　相談室

対 象 高齢者、障害者とその家族

《問合せ・申込み》 市社会福祉協議会福祉推進課 電話 042-756-5034

○○銀行

社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会

権利擁護相談

○ ○ ○ ○様○○○○○○○○○○○○

収入の中で１ヶ月いくら

食費に使えるのかよく

分からない……。

最近、通帳や印鑑をどこに

しまったか分からなくなる

ことが多くて…。

　市社会福祉協議会では、判断能力が不十分な高齢者や障害のある方のために福祉サービス

の利用手続きや日常生活の金銭管理、定期預金などの重要書類の保管を行い、住み慣れた地

域で安心して生活ができるよう支援をします。

法律相談
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社協　日常生活自立支援　A



社協　日常生活自立支援　B

【Aさんのある日の支援】

●職員は、払い戻した生活費を持ってAさん
宅を訪問します。

●生活費をAさんに渡します。
●本日の支援の内容について、A
さんに確認をしていただき署名
捺印をいただきます。

2 生活費のお届けと
家賃の振込みの確認

１  毎週月曜日、生活費（1万円）を届ける。
２  月１回、通院費（３千円）を届ける。
３  月1回、家賃（５万円）を振込む。
４  月1回、デイサービス利用料を支払う。
５  月1回、ホームヘルプサービス利用料
   を支払う。

●職員は、支援計画書（※）に基づき、Aさんの
預貯金通帳から生活費（1万円）と家賃（５万
円）を払い戻します。
●家賃（５万円）は、指定の口座に振込みます。

○○銀行

1 生活費の払い戻しと
家賃の振込み

生活費

家　賃

（※）支援計画書にはない、現金の払い戻し等が必要になった場合は、本人の意思を確認し、臨時で支援を行います。

（※）支援計画書にはない、現金の払い戻し等が必要になった場合は、本人の意思を確認し、臨時で支援を行います。

生
活
費

事例１【Aさんの場合】

事例2【Bさんの場合】

●職員は、支援計画書（※）に基づき、Bさんの
預貯金通帳から生活費（2万円）とホーム
ヘルプサービス利用料を払い戻します。
●ホームヘルプサービス利用料は、指定の口座
に振り込みます。

【Bさんのある日の支援】

1 生活費の払い戻しと
ホームヘルプサービス

利用料の振込み

●「体調によって食事作りが
出来ない時があって…」と
話すＢさんに、配食サービス
等の説明や利用するための
手続きなどについてわかり
やすく説明します。

福祉サービスの利用に
　　　　　　関する情報提供

2 生活費のお届けと
ホームヘルプサービス

利用料振込みの確認
●職員は、払い戻した生活費を持ってBさん
宅を訪問します。

●生活費をBさんに渡します。
●本日の支援の内容について、
Bさんに確認をしていただ
き署名捺印をいただきます。

生
活
費

支援計画書
（支援頻度　月４回）

支援計画書
（支援頻度　月2 回）

１  隔週月曜日、生活費（2万円）を届ける。
２  月１回、こづかい（１万５千円）を届ける。
３  月1回、家賃（５万円）を振込む。
４  月１回、ホームヘルプサービス利用料を
     振込む。
５  月1回、携帯電話利用料を振込む。

（※）

（※）
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●「毎月の通院が大変で・・・」と話すＡさんに、
通院の付き添い等を行っているふれあい
サービスの説明や利用
するための手続き等に
ついて分かりやすく
説明します。

福祉サービスの利用に
　　　　　　関する情報提供

Aさんの

Bさんの

日常生活自立支援事業のサービスについて
～相談からサービス提供までの流れ～

Aさん（８０歳）一人暮らし。
デイサービスとホームヘルプサービスを利用。
Aさんが、最近お金の管理について不安を抱えている
ことを知ったケアマネジャーから市社会福祉協議会に
連絡が入りました。

最近、通帳や印鑑をどこに
しまったか分からなくなることが
多くて・・・。公共料金の支払い
が通帳の残高不足で引き落と
せないこともあったし・・・。

○○銀行

　福祉サービス利用手続きのお手伝いや本人に代わって預貯金通帳から現金を払い戻し、
家賃や公共料金を支払ったり、生活費をご自宅等にお届けします。

◆福祉サービス利用援助・日常的金銭管理サービス

事例１【Aさんの場合】

Bさん（３５歳）精神障害者。
日中活動系サービスとホームヘルプサービスを利用。
最近一人暮らしを始めたBさんが、お金の管理に不安
があることを知った施設職員から市社会福祉協議会に
連絡が入りました。

収入の中で１ヶ月いくら食費
に使えるのかよく分から
ない・・。家賃や公共料金の
支払方法も分からない・・・。

▲

相談からサービス開始ま での流れ

事例２【Ｂさんの場合】

1 相談の受付1 相談の受付

3 審査会

2 調　査
●職員がＡさんの自宅を訪問して、サービスの内容について説明します。
●Ａさんのサービスの利用意思を確認した上で、サービスや契約の内容
を理解していただけるかなどの確認を行うため、数回訪問します。

●Ａさんと具体的な支援の内容（預貯金通帳から払い戻す金額、支払い
手続きなど）や頻度、訪問日などについて相談します。

●市社会福祉協議会が
ケアマネジャーから
Ａさんのお金の管理
について相談を受け
ます。

4 支援計画書の作成
●Ａさんと市社会福祉協議会と
で相談した支援の内容や頻度
について詳細を取り決めた
「支援計画書」を作成します。

5 契約・サービス開始
●Ａさんと市社会福祉協議会とでサービスの内
容を十分に確認した上で、“契約”を結びます。

●Ａさんに代わって払い戻しの手続きをするた
めに預貯金通帳と印鑑を預かり、市社会福祉
協議会の金庫にて管理します。

▲

相談からサービス開始ま での流れ

1 相談の受付1 相談の受付

3 審査会

2 調　査
●職員がBさんの自宅を訪問して、サービスの内容について説明します。
●Bさんのサービスの利用意思を確認した上で、サービスや契約の内容を
理解していただけるかなどの確認を行うため、数回訪問します。

●Ｂさんと具体的な支援の内容（預貯金通帳から払い戻す金額、支払い
手続きなど）や頻度、訪問日などについて相談します。

●市社会福祉協議会が施
設職員からBさんのお
金の管理について相談
を受けます。

●医師や弁護士等の専門家や学識
経験者の方々によって支援の内容に
ついて審査が行われ、サービスの
利用を決定します。

　※相談からサービスの利用開始まで
　は、２か月ほどかかります。

●医師や弁護士等の専門家や学識
経験者の方々によって支援の内容に
ついて審査が行われ、サービスの
利用を決定します。

　※相談からサービスの利用開始まで
　は、２か月ほどかかります。

4 支援計画書の作成
●Ｂさんと市社会福祉協議会と
で相談した支援の内容や頻度
について詳細を取り決めた
「支援計画書」を作成します。

5 契約・サービス開始
●Ｂさんと市社会福祉協議会とでサービスの内
容を十分に確認した上で、“契約”を結びます。

●Ｂさんに代わって払い戻しの手続きをするた
めに預貯金通帳と印鑑を預かり、市社会福祉
協議会の金庫にて管理します。
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