阪神ブロック

西播磨ブロック

但馬ブロック

丹波ブロック

0796-23-2573

篠山市

079-590-1112

（家島） 079-325-2340

（豊岡） 0796-23-2573

丹波市

0795-82-4631

0797-32-7530

（夢前） 079-336-2515

（城崎） 0796-32-4503

（柏原） 0795-72-1236

伊丹市

072-744-5130

（香寺） 079-232-8221

（竹野） 0796-47-1423

（氷上） 0795-82-4613

宝塚市

0797-86-5004

（安富） 0790-66-3410

（日高） 0796-42-0100

（青垣） 0795-87-0084

川西市

072-759-5200

市川町

0790-26-1988

（出石） 0796-52-3024

（春日） 0795-74-0477

猪名川町 072-766-1200

福崎町

0790-23-0300

（但東） 0796-54-0181

（山南） 0795-77-2359

神河町

0790-32-2303

太子町

079-276-4111

（香住） 0796-36-2758

相生市

0791-23-2666

（村岡） 0796-98-1000

赤穂市

0791-42-1397

（小代） 0796-97-2202

上郡町

0791-52-2910

新温泉町 0796-99-2488

宍粟市

0790-72-8787

（浜坂） 0796-82-1071

（山崎） 0790-62-5530

（温泉） 0796-92-1866

尼崎市

06-4950-0452

西宮市

0798-37-0023

芦屋市

三田市

姫路市

079-550-9004

東播磨ブロック
明石市

078-924-9151

加古川市 079-424-4320
稲美町

079-492-8668

播磨町

079-435-1712

高砂市

079-444-3020

北播磨ブロック

079-222-4212

（一宮） 0790-72-2211

豊岡市

香美町

養父市

0796-39-2050

079-662-0160

（波賀） 0790-75-3631

（八鹿） 079-662-8080

（千種） 0790-76-3390

（養父） 079-664-1142

0790-78-1212

（大屋） 079-669-1598

（ 中 ） 0795-32-3425

たつの市 0791-63-5106

（関宮） 079-667-3248

（加美） 0795-30-8151

（龍野） 0791-63-5106

（八千代） 0795-37-0360

西脇市

0795-22-5400

多可町

0795-32-3425

佐用町

朝来市

079-677-2702

（新宮） 0791-75-5084

（生野） 079-679-3053

三木市

0794-86-0889

（揖保川） 0791-72-7294

（和田山） 079-672-0440

小野市

0794-63-2575

（御津） 079-322-2920

（山東） 079-676-5215

加西市

0790-43-1281

加東市

0795-42-2006

（市島） 0795-85-0517
淡路ブロック
洲本市

0799-26-0022

（洲本） 0799-26-0022

日常生活自立支援事業
（福祉サービス利用援助事業）

自分らしく、住みなれた地域で安心して生活するために
あなたのまちの社会福祉協議会がお手伝いします。

（五色） 0799-35-1166
南あわじ市 0799-44-3007
淡路市

0799-62-5214

（津名） 0799-62-5215
（岩屋） 0799-72-0084
（北淡） 0799-82-0922
（一宮） 0799-85-2040
（東浦） 0799-74-4877

（朝来） 079-677-1606

（ 社 ） 0795-42-2006
（滝野） 0795-48-0800
（東条） 0795-46-0911
※神戸市在住の方は、社会福祉法人神戸市社会福祉協議会こうべ安心サポートセンター

TEL 078-271-3740 へお問い合わせください。

社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会

兵庫高齢者・障害者権利擁護センター
N
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兵庫県福祉センター
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〒651-0062 神戸市中央区坂口通2-1-1（兵庫県福祉センター内）
Tel 078-230-9290
Fax 078-242-7947
E-Mail : kenriyogo@hyogo-wel.or.jp

● ご相談はあなたのまちの社会福祉協議会へ ●

日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業）とは？
介護保険などの福祉サービスを利用するには、自分で福祉サービスを選び、契約しな
ければいけません。しかし、判断能力に不安があるために、上手に福祉サービスを選ぶこ
とができなかったり、利用料がきちんと支払えないことがあります。
日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業）とは、そのような方々が自分で
福祉サービスを選び、利用しながら安心して地域で暮らせるように、社会福祉協議会が
「福祉サービスの利用を援助する」ための事業です。
（社会福祉法で定められ、全国で実
施されています。）

社会福祉法人

兵庫県社会福祉協議会

相談からお手伝いの開始まで

ご利用いただける方は？

在宅で生活されている判断能力に不安のある高齢者や知的障害
者、精神障害者などの方で、本人の利用意思が確認できる方で
す。家族と一緒に住んでいる方やグループホームやケアハウスな
どに住んでいる方も利用できます。

こんな不安にお応えします。

１

また、福祉サービスの苦情の相談を受け、窓口につなぐなど解決のお手伝いをします。

３

３

通帳や印鑑・年金証書をなくしてしまいます。
通帳や公的書類などの自己管理に不安がある場合に預かることができます。

預かることが
できるもの

● 通帳 （日常生活費（50万円程度）のものに限ります）
● 金融機関の届出印
● 年金証書等公的書類

日常生活自立支援事業専門員が訪問し、お困りのことや生活の希望などをお聴きします。

契

約

お手伝いの内容がよければ、社会福祉協議会と契約を結びます。
理解できないほど判断能力が低下している方は、利用できません。本人の契約能
力について判断できないときは、契約締結審査会に諮ります。

４

お手伝いの開始
契約を結んだら市町社会福祉協議会の生活支援員が支援計画のとおりにお手伝いをします。
お手伝いが始まると利用料が必要です。
※利用料については各市町社会福祉協議会にお問い合わせください。
福祉サービス利用支援・日常的金銭管理
１時間

など

このようなお手伝いはできません。
●施設に入所したり、病院に入院するときに代わりに契約したり、保証人になること
⇒自分で契約することができないときは成年後見制度のご利用をおすすめします。
また、保証人については、病院や施設などとご相談ください。
●大きな財産の管理や株券などの価値の変わる書類を預かること
⇒財産管理が必要な場合は弁護士会や司法書士会をご紹介することがあります。
また、大きな財産を家に置いておくことが不安なときは、金融機関の貸金庫を利
用することもできます。

訪問・支援計画策定

※この事業はご本人と契約してお手伝いをする制度です。そのため、契約の内容が

毎日の生活に必要なお金を金融機関や郵便局などで出し入れしたり、電気やガスなどの
また、送られてくる手紙を確認し、手続きが必要なときはそのお手伝いをします。

お住まいの市町社会福祉協議会にご相談ください。

そして本人と相談しながらお手伝いの内容を示した支援計画を作ります。

お金のやりとりや預金の出し入れに自信がありません。
公共料金や家賃などのお支払いをします。

談

※相談は無料です。

介護保険など福祉サービスの利用手続きがわかりません。
福祉サービスを利用したいときに相談を受けたり、わからないことを説明します。

相

どなたでも相談いただけます。相談内容についての秘密は守ります。

２

そして、利用できるように手続きのお手伝いをします。

２

１

通帳・印鑑・公的書類等の保管

１,２００円 ＋ 交通費実費

※生活保護を受けている人は無料です。

１か月につき

６００円

※１か月未満の期間でも１か月分の料金です。

安心してお使いいただくために
○契約後も定期的に専門員が訪問し、いまのお手伝いの内容でよいか相談をします。必
要があれば契約の内容を変えることができます。
○お手伝いがいらなくなればいつでも解約することができます。
○お手伝いのことで本人の苦情があれば、次のところに連絡してください。
市町社会福祉協議会
兵庫県社会福祉協議会
兵庫県福祉サービス運営適正化委員会※

※兵庫県福祉サービス運営適正化委員会とは…
福祉サービスを利用している人などから苦情の相
談を受けます。
また、この事業が正しく運営されているかどうか
監督しています。 TEL 078−242−6868

