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めだかぞくの会 

 あなたの生涯の中で 

困ったときに応援します！ 
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NPO法人  え ん ご 会 

情報交換 

情報交換・ 
実施協力 

相談・支援 

勉強会の 

実施など 

  認可・ 
 給付など   

  企画など 
（運営含む）   

後見人と 
して支援 

情報交換・ 

 事業実施など 

めだかぞくの会    

NPO法人 えんご会 

グループホーム 

日中活動 

  ・ 行政機関 
  ・ 社会福祉協議会 
  ・ 他の事業所 
  ・ ボランティア団体 等                

 特定非営利活動法人 
「もりもり後見センター」 

成年後見制度における後見人並びに
その手続きを実施 

地域での暮らしを守ることを考え、 
それを実現するための 
家族代行支援サービスの会 

  情報交換・ 

 勉強会の実施   

  親族など 

※ 身元保証支援 
※ 万が一支援 
※ 金銭管理支援 
※ 葬儀・納骨支援 

相談・支援 



 ごあいさつ 

  『めだかぞくの会』の基本理念 

『困ったときはお互い様…』、 

『助け合い、支えあうことの大切さ』 

をモットーに、よりよい活動を続けていくことを 

日ごろから心がけています。 

 

昨今では、高齢化と核家族化により、老々介護やお年寄り

の一人暮らしが社会的な問題となっており、高齢者の孤独

死が後を絶ちません。 

誰にも看取られることもなく生涯を終えていくという事態が実

際に起きていることを痛ましく思います。 
 
高齢者、障がい者が住みなれた地域で一人の人間として 

生活していくためにサポートを行い、 

一人ぼっちであるという孤独感を本会のサービス 

によって解消されることを目的としています。 

 

NPO法人 えんご会       代表      神谷邦子 

 

     すべての人たち、高齢や障がいに関係なく安心して 

豊かな人生を送ることができ、日々楽しく生活するために

必要な支援を行い、生活の質の向上に貢献します。 
 
 

 手からこころへ、そしてあなたへ 

       ともに命の花を咲かせよう… 



こんなことで

お困りでは、ないですか？

「　めだかぞくの会　」にお任せください。
ご一緒に日々の不安や心配を解決しましょう。

『 病気や怪我になったとき、とても不安です 』 
 

『 医師からの説明に立ち会ってくれる身内がいない 』 

 

『 施設に入りたいが、どんな施設がいいのかわからないし、 

  身元保証人がいない 』  

 

『 お葬式をあげてくれる人がいないし、無縁仏になりたくないので 

  生前中に  亡くなった後の事についても決めておきたいです 』  

『 自分に万が一の事があった時、障がいをもっている子供の将来が 

  不安です 』 
 

『 自力で行動することが困難なので、大切な用件を代わりにして 

  欲しいです 』 
 

『 預貯金や印鑑、その他財産を安全に保管、管理してほしい 』 
 

『 お願いしにくい 事を頼みたい 』 
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　　め　だ　か　ぞ　く　の　会

　　　　　各 支 援ガイ ド

家事支援１・２ Ｐ２・３

身元保証支援 Ｐ４

万が一支援 Ｐ５

葬儀支援　 Ｐ６

納骨支援　１・２ Ｐ７・８

法的支援 Ｐ１１

Ｐ1

めだかぞくの会による支援 

弁護士による支援 
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【暮らしのお手伝いをします】

既存の介護保険制度や福祉制度では対応しきれない、いわゆる　すきま　の

分野の様々のサービスを有償にて提供しております。

　　　　家事のお手伝いに限らず、できる限り生活に必要なあらゆる要望

にお応えしております。

　　　急な病気・ケガ等の緊急時にも対応します（夜間も対応します）。

福祉有償運送サービス（対象地域は安城市・岡崎市・知立市）も行っております。

（安城市・岡崎市・知立市が対象地域です。）

初めてサービスを利用する方 ３,０００円

サービス利用月ごとに５００円

【利用料金一覧表】
（１時間当たり）

Ｐ２

交通費 えんご会事務所から、現地まで３０円/１ｋｍ別途いただきます。

有償移送 「有償移送サービス」料金表のとおりです。

草取り・剪定

医療的行為 ２，２００円 ２，４００円 ２，６００円

【登録料】

【基本料金】

身体介助 １，４００円

平日

家事援助 １，４００円

散髪、片付け、修繕などは、サービスごとに見積もります

１，６００円 １，８００円

１，５００円 １，７００円

１，６００円 １，８００円

１，９００円

夜間

（８：００～２０：００） （８：００～２０：００） （２０：００～８：００）

休日

+ 



　食事作り

　　病院への
　買い物 付き添い

　産前・産後 　　庭の手入れ
　の手伝い 　 草取り

　子供の送迎　　

　寝たきり高齢者、

　障がい者の

　介助や話相手

P３

             【 具体的な 援助内容 】 

な ん で も お 気 軽 に 相 談 下 さ い  

代 筆 

そ の 他 留守番 

薬の受領 

外出援助 

散歩同行 

託 児 

掃 除 

洗 濯 



Ｐ４

「病院」 
 

入院・転院 
 

治療方法、手術の説明と同意 
 

延命治療の説明と同意 
 
 

「 福祉施設」 
 

入所時の身元保証人 
 
 

急なケガや病院の対応 
 

解約時の返還手続き 

「賃貸住宅」 
 

入居時の身元保証人 
 

解約時の返還手続き 
 

万が一ご不幸があった時 
 

退去時の片付け 



　救 急 搬 送

　入院の手続きをします。　希望があれば関係先にご連絡します

　手術時の同意と協議をします

　手術に立ち会います

　事前に本人確認の上、延命治療希望の有無などを医師に連絡します

　本人の希望があれば、葬儀社またはご遺族へ連絡します

　　　・　死亡診断書の取得　　　　　　

　　　・　病室内荷物の撤収　　

　　　

Ｐ５
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喪　主　代　行　支　援

　　喪主がいないときは、『　えんご会　』が喪主を代行して葬儀を行います。
生前のご意志に基づく葬儀一式を準備して、
葬儀者、葬儀場の手配から納骨まで円滑に進行させて頂きます。

 （ 諸事情で葬儀場を借りることができない場合は、『地蔵院』で葬儀を行うことができます）

国民健康保険などの葬祭費は、原則として喪主を務める　
「めだかぞくの会」　に還付されます。

【　基本的な葬儀の流れ　】

Ｐ６

ご本人希望先へ納骨

ご 逝 去

葬 儀 社 へ 連 絡

ご本人希望の葬儀の遂行

火  葬

収   骨



めだかぞく　独自の支援

・高齢者で誰にも看取られることなく、亡くなり葬儀を行う費用もないため、

火葬のみで、納骨するお墓がない場合には無縁仏にならずに、

納骨塔に納骨し、管理、供養を行うことができます。

納骨塔の建立地は、ご住職様のご好意により、寺院の一角を無償提供

していただきました

　愛知県岡崎市六供町字甲越５－２　『　記念寺　』内

供養については、
年３回　（お盆、春季、秋季彼岸会）

個人納骨　　　…　　　布などにお骨を入れて安置します

（骨を布などの袋に入れて納骨、自然に還る形式になります）

合祀納骨　　…　　他の方と一緒に納骨されるカタチになります

　　　　宗派及び宗教は、一切関係ございません。

　　　「めだかぞくの会」の永代供養塔に納骨希望の場合は、

　　　別途費用が必要となります。（プラン一覧表参照）

Ｐ７

納骨塔にこめた願い… 

 この納骨塔に安置される方はすべて皆、平等であり、誰にも看取られることなく亡

くなってしまった方、地位も財産も何もなくても一人の人間として生きたあかしとして、

後世にわたり、ここに眠る方々の名前を刻み残したい。 

このような思いをこめています。 

凛情（ひかり）の塔  
 平成２６年７月１９日  完成 



生前のご遺志に基づく　納骨の代行支援　を行います

・指定場所への納骨支援も行います。

（納骨先が、遠隔地の場合は、交通費等は別途になります）

・墓地の管理をします

お墓の掃除、お参りができない方の代行をします。

・墓石の撤去の手続きも代行します。

・散骨をご希望される方のご相談に応じます。

Ｐ８
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「  有償移送サービス  」 料金表

 　　　　　　　　 この距離を超える場合は　相談に応じます

【ご利用に関しての注意事項 】

・途中下車される場合（買い物等）は、別途料金（２５０円/１５分）
が必要となります。

・福祉車両を利用される場合、（５００円/1回　：片道）

・有料道路通行料等は、別途料金となります。

Ｐ９

17 ～２０．５ｋｍ ４，７００円

15 ～１８．５ｋｍ ４，２５０円

16 ～１９．５ｋｍ ４，４５０円

13 ～１６．５ｋｍ ３，８００円

14 ～１７．５ｋｍ ４，０００円

11 ～１４．５ｋｍ ３，３５０円

12 ～１５．５ｋｍ ３，５５０円

9 ～１２．５ｋｍ ２，９００円

10 ～１３，５ｋｍ ３，１００円

7 ～１０．５ｋｍ ２，４５０円

8 ～１１．５ｋｍ ２，７００円

5 ～８．５ｋｍ ２，０００円

6 ～９．５ｋｍ ２，２５０円

3 ～６．５ｋｍ １，６００円

4 ～７．５ｋｍ １，８００円

2 ～５．５ｋｍ １，４５０円

No. 移送距離　（　ｋｍ　）

1 ～４．５ｋｍ １，３００円

利用料金 （円） 

（移送料金 及び介助費含む） 



料金支払いの流れ

解  約　時

解  約　時

解  約　時

亡くなった時

P10

プランを決定する

①　登　録　料 返金しない

②　予　備　費　

  

    支 援 開 始   

③ 各プランの支援費用 

分割可 
（分割回数は、支払額に応じて、 

協議の上決定します） 

  １年以内の完納を 

  原則とします 

金銭管理事務を受任し

ている場合の残金は葬

儀費用、自宅の片づけ

費用に充て、なお生じ

た残金は本会への寄

返金 

しません 

支援開始前

に 

返金 

しません 

＋ 



「　めだかぞくの会　」 家族代行支援サービス
契約締結時の支払金額 分割払い・積立払いもできます(審査があります） NPO法人 えんご会

　　・途中解約　　　　　　　　解約は、いつでも申し出ることができます。

　　・解約返戻金　　　　　 　いずれの支援も開始されていない場合の予備費、支援開始前の「葬儀支援」　「納骨支援」　「永代供養」の支援費用はお返しします。

　　・登録料・管理費　　　　 返金は致しません。

　　・分割払い　　　　　　　　登録料・予備費を一括で納付していただき、支援費用を分割で納付することは可能です。

　  ・三者契約　　　　　　　　別途法律事務所との契約となりますので、別途費用、管理料が必要となります。

　　・口座振替等　　　　　 　月末締めとし、翌月の口座引き落とし、又は振込となります。

　  ・金銭管理事務を委任されている方が亡くなった場合で、残金があるときは、葬儀又は自宅の片づけ費用に充てさせて
　　　いただき、なお生じた残金は、本会への寄付とさせていただきます。 　　　P11

× ２万円
不要 要相談

選択
×

〇
総合支援（生活保護受給者向）

500円/月× １万円〇 〇
△特別プラン 〇

Dプラン 選択 選択

総合支援（葬儀、永代供養を含む） 1５万円

総合支援（葬儀、永代供養を含む）

選択Eプラン

1５万円

選択

10万円 ３０万円

10万円 ３０万円

選択選択

登録料に含む

選択
×

× ２0万円

1000円/月×

1０万円

２0万円

５万円

５万円

1０万円

1000円/月

1000円/月1５万円 ５万円
Cプラン 選択 選択 選択

×
選択

身元保証支援+万が一支援 1５万円 10万円 ３０万円 1万円/月
×

選択

1０万円

1000円/月×× × 10万円 ５万円
身元保証支援+万が一支援 1５万円 1０万円 1万円/月

×
〇Bプラン 選択 選択

身元保証支援 1５万円

Aプラン 〇 選択

1万円/月

1000円/月５万円×

墓地の管理

――

× × 10万円××

支　援　委　託　項　目　と　支　援　費　用 その他の費用

身元保証 万が一の保証 葬儀支援 納骨支援 管理費登録料永代供養 予備費

終身に 

身元保証 

危篤 

関係先連絡 

葬儀施行 

喪主代行 

指定先への 

納骨支援（交

通費は別途） 

全骨 

 個人納骨 

 合祀納骨 

草取り、清掃、供花 

月１～２回程度 

（墓石の撤去実費） 

分骨 

 個人納骨 

 合祀納骨 

身元保証支援

開始時から 

 個人納骨 

 ３０万円 

 合祀納骨 

 ２０万円 

 個人納骨 

 ２０万円 

 合祀納骨 

 １０万円 

  

  十六銀行  刈谷支店  普通 

 口座番号  １２７０４７４ 

 ＮＰＯ法人えんご会 めだかくらぶ 

 代表 神谷 邦子 
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ありません

財産管理

生活の見守り

契約後の支出

※　上記金額の全てにおいて別途消費税を頂戴致します

死後の事務

金　　額

契約金 ありません ５０，０００円

★後見人への報酬 

・法定後見人は裁判所

が決定します。 

・任意後見は契約で決

定します 

 

★任意後見は契約書に

応じた事務を遂行致しま

えんご会 

めだかの会 

支援制度  成年後見制度ご利用者様 

※ もりもりが後見人と 

なっている方 

★もりもり後見センターの

依頼を受けて、財産の保

管をします。 

年間１５０,０００円 

（尚、お預かりする貴重品

は、金融機関の貸金庫で

お預かりできる物に限ら

れます） 

特定非営利活動法人 

成年後見制度を 

ご利用されていない方 

弁護士法人 

アール総合法律 

事務所 

★本人の状況に応じて

財産の管理を致します 

★対話を踏まえた 

ご本人の状況確認を 

致します 

 

★後見制度で対応致し

ます 

 

★後見制度で対応致し

ます 

 

★成年後見制度、遺言書作成、相続人調査等、弁護士事務所へご相談下さい 

（相談料は資力により相談に応じる支援もございます） 

★見守り料金と交通費 

・ＪＲ岡崎駅・ＪＲ刈谷駅の

どちらかを基点として、１時

間毎に１,８００円と交通費

実費（公共交通機関の料

金で計算します）を頂きま

す。 
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　葬　儀　社　　　ガ　イ　ド

葬儀の手配のために葬儀社を探す場合や、お葬式に参列するための葬儀式場

を探す場合などにどうぞご利用ください。

諸事情　(金銭面等）により、葬儀場を借りることができない。

または希望の葬儀場がない場合は下記の場所で葬儀が実施できます。

P13

やすらぎホール新安城 安城市今本町１丁目３－９ ＴＥＬ　0566-97-1122

地蔵院 岡崎市福寿町１丁目１６ ＴＥＬ　0564-21-7752

喪安 岡崎市上六名４-１-１６ ＴＥＬ　0564-51-7222

三河屋葬祭

四生堂ファミリーホール 安城市横山町寺田５３ TEL 　0120-87-2575

安　　ら　　館 安城市大山町２丁目１１－８ TEL 　0566-73-6565

安城市三河安城南町１－１２－１３ 　TEL 　0566-79-0011

安城市御幸本町７－１０

安城市緑町１丁目１７－９

岡崎市上佐々木町字中切４８番地４ ＴＥＬ　0564-32-4929

オフィスシオン三河

名　　　称 住       所 ＴＥＬ＆ＦＡＸ

愛昇殿  安城店 安城市三河安城南町１丁目１－１６

株式会社　梅本葬祭

イズモ葬祭　安城貴賓館

          ＴＥＬ＆ＦＡＸ 
           0566-79-0044 

       ＴＥＬ  0566-74-2235 

       ＦＡＸ  0566-77-1793 

       ＴＥＬ    0120-93-1364 

        ＦＡＸ  0566-91-4321 



安城市 福祉施設 

ＮＰＯ法人  えんご会 

〒446-0001 

安城市里町大道寺８番地７ 
 

ＴＥＬ ０５６６－７０－８１００ 

ＦＡＸ ０５６６－７０－８１０２ 
ホームページ： 

    http://www.npo-engo.com 

 ■   家 事 援 助 ■ 
 
 

  介護保険など公的サービスが利

用できない方へ、有償にて様々な

サービスを提供しております。 

  家事のお手伝いに限らず、でき

る限り生活のあらゆる要望にお応え

しております。 

  ■ めだかくらぶ ■   
 
障害者総合支援法に基づく下記 

事業を行っており、国や市の制度

が利用できます。 

【 地域生活支援事業 】 

① 日中一時支援事業 

② 移動支援 
 

【 介護給付事業 】 

③ 居宅介護 

④ 重度訪問介護 

⑤ 短期入所（ショートステイ） 

⑥ 共同生活援助 

⑦ 就労継続支援B型 

⑧ 生活介護（指定申請中） 

 

  えんご会の活動内容  

 

  その他、イベントや講演などを通して、社会福祉啓発活動に取り組んでおります。 
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