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はーとふる千葉

お隣さんって…誰だっけ…？
今日、
日本の社会は少子高齢化・核家族化に伴い、
家族や地域
社会での人間関係が希薄化し、
高齢者の引きこもりや孤立死な
「向こう三軒両隣」の
どが後を絶ちません。
再構築を目指して！
また、
一見すると困りごとを抱えていないように見えても、
日常
生活上でのちょっとした手助けが必要な世帯が増えています。
このような社会情勢のなか、
千葉市でも65歳以上の高齢者人口は約20万人で、
総人口に占める高齢
化率は21％となっており、
平成27年には25％、
20年後の平成47年には33％となることが見込まれて
おり、
急速に高齢者の人口、
割合とも増え続けることが予想されます。

訪
問
目配り・気配り
こうした状況で、地域の中での
あいさつや声かけなどが活動の中 日常生活のなかで、さりげなく気に
定期的に声かけ・訪問する方法
心となる「見守り活動」はこれから （する）留める方法
ますます重要性を増すと思われま ◆新聞、郵便物がたまっていないかの ◆安否確認のための訪問・電話
す。この「見守り活動」は大きく分け
確認
◆広報誌の配布
て２つの方法に分類することができ ◆夜に電気がついているかの確認
◆ふれあい食 事（配 食）サービスの
ます。※右図参照
提供
◆洗 濯 物が 干してあるかどうかの
確認

これによりできるだけ早期に問 ◆出会った際のあいさつ、声かけ
題を発見し、
必要な支援等を迅速
かつ効果的に行うことができます。これは、
高齢者の孤立死、
社会的孤立を未然に防ぐだけではなく、
地域
に暮らす方々が日常生活の中で無理なく行える住民相互の支え合いの活動として重要な意味を持ち
ます。そして、
活動の中で行う住民同士の「あいさつ」や「声かけ」の積み重ねが、
地域で暮らし続けたいと
いう気運を育み、
かつての社会にあった「向こう三軒両隣」の良い関係を再構築することで、
つながりを
実感できる地域になる
と考えられます。
見守りネットワークの推進イメージ
しかし、
見守り活動を
地区部会や自治会役員
など一部の方々だけで
警察・消防
行 政
行うことは困難です。
市社協
小・中学校
いざというとき、
ご近所
地区部会
（児童・生徒）
同士の見守りが頼りに
社協区事務所
町内自治会
なることから、
役員以外
民生委員
当事者
の 住民の方々や、必要
児童委員
（見守り対象者）
に応じて地域内の関係
育成委員会
病 院
機関・団体、
民間業者な
あんしん
どと連携し、
「見守りネッ
ケアセンター
防災会
トワーク」を構築するこ
とできめ細かな見 守り
ＮＰＯ法人・
活動を行うことができる
ボランティア団体等
と考えられます。
そのような中、
昨年度、
本会では、
これから見守り活動を始める地域の方たちに向け「見守り活動の
手引き」を作成しました。
これは、
見守り活動の基本的な進め方、
地域で行われている活動事例を紹介し、
一人でも多くの方に
見守り活動への関心を高めていただくことを目的として作成したものです。
この手引きを、
地域で活動する多くの関係者の皆様にご覧いただくために、
各区事務所にて配布して
おりますので、
ぜひ見守り活動の輪をさらに広げるきっかけ作りにご活用ください。
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それでは、
実際の活動に取り組んでいる地区部会の事例をご紹介します。

「加曾利あんぜん・あんしんネット」

−地域の障害者施設との連携・協力−

加曽利地区は、
人口6,553人、
世帯数2,986世帯（平成24年3月末日現在）、
7つの町内
自治会で構成され、
高齢化率は27%を越えている地域です。
加曽利地区部会では、
これまで「ふれあい食事サービス」、
「いきいきサロン」などの高齢
者を対象とした活動を行ってきました。地域住民がさらに主体的に活動することとなる
「助け合い・支え合い活動」を実施できないかと、
財政面等も含め検討していたところ、
「千葉市地域支え合い体制づくり事業」の補助金制度を知り、
事業内容を協議・検討し、
各
町内自治会に対するヒアリング等を実施した後に申請し、
補助金対象事業としてスタート
しました。
利用登録者を75歳以上の一人暮らし高齢者と80歳以上の高齢者世帯とし、
「手上げ方
式」
（支援を必要とされる方が利用を申し出る方式）により募集したところ、
75世帯90人
の登録がありました。

活動事例紹介
若葉区 加曽利地区部会

※本会作成「見守り活動の手引き」より抜粋・編集

活動・事業のポイント
本事業では、
各エリアの特性に応じた見守り活動を検討・実施することにより、
重層的な見守り活動
を展開しています。
本事業による見守り活動は、
小単位から順に、
向こう三軒両隣エリア、
各町内自治会エリア、
社協活動
エリアと区分けを行い、
それらの見守りから構成されています。
基本は向こう三軒両隣及び町内自治会による見守りとし、
社協活動エリアはその補完的な見守りの役
割を担い、
新聞の販売所、
宅配業者等と連携を図り、
それぞれの業務内で異常を発見した際には通報して
もらえるよう依頼しています。
また、
区域内にある障害福祉サービス事業所「桜が丘晴山苑」と協働して、
同施設の敷地内に事務所を
設け、
そこを活動拠点として緊急時等の連絡先としての役割を担ってもらっています。

活動の成果と今後の課題
◆町内自治会との連携と地区部会によるサポート
本事業を実施するにあたり、
各町内自治会にヒアリングを実施したことにより、
それぞれの状況や課題
を把握することができました。
各町内自治会において最適な見守り活動を実施するために、
地区部会と町内自治会との連携を深める
とともに、
地区部会によるサポートを強化する必要があります。
◆災害時への備え
町内自治会ごとにまとめた登録者リスト及び手を挙げていない見守り対象者を含めた「災害時対応
すべき方々のリスト」の取り扱い方法を確立する必要があります。
◆登録者周辺マップの作成
同意書の緊急連絡先にある、
①お子さん等の親族、
身近な親戚、
②親しいご近所仲間 について、
緊急
時の資料として登録者周辺マップの形で整理する必要があります。
閉じこもりがちだった方々も確認協力員による訪問や電話を楽しみにしており、
良い関係が構築されて
います。
見守り活動を取り組み始めてから、
近隣住民の意識も少しずつですが変わり始めてきており、
いつもは
何気なく通り過ぎていた道も「少し周りを気にして散歩するようになった」との声も寄せられています。
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Close up 地区部会

地区部会活動の現場を訪問。その取組みや活動の様子をレポート

活動拠点を中心に再生する人のつながり 〜犢橋地区部会〜
犢橋地区部会の歴史は古く、
昭和４４年にさかのぼります。
犢橋町、
千種町、
三角町を活動エリアとし、
人口約11,300人、
約5,000世
帯が暮らす広大な地区は、
昔からの農村と昭和30年代以降の入居者、
近年
の新興住宅と、
様々な年代の住民層で構成されています。
皆が顔見知りの関係が続く農村では、
旧来からの近所付き合いの習慣も
あり、
すでに生活上の助け合いが行われており、
逆に若い年代が暮らすエリ
「犢橋地域福祉交流館」外観
アでは近隣との関係が希薄であるため、
これまで新たな福祉のしくみを必要
とする声は少なく、
「社協」や「地区部会」の認知度も高くはありませんでした。
しかし、
他の地区同様、
高齢化の進行と核家族化により、
独居や高齢者のみの世帯が増加しつつある
中で、
大震災の教訓から、
見守り活動の必要性や福祉活動の重要性が認識されるようになってきました。
近年、
地区部会の委員会活動の取り組みも徐々に活性化しています。
〜地域みんなの居場所が増えた！〜
地区の活動拠点といえば公民館でしたが、
老朽化も進み、
手狭に
なっていたところ、
平成23年3月、
旧犢橋保健センターの跡施設の
2階を利用した「犢橋地域福祉交流館」がオープンしました。
施設の活用にあたっては、
市民のための利用が望まれることから、
千葉市と地域の住民、
地域の各団体とが協議を重ねました。
そして、
地域の福祉活動を推進するための活動場所として、
目的を
同じくする社協犢橋地区部会が、
この交流館の管理を担うことと
なりました。
サークル活動を通じて地域交流も活発に
地域で福祉活動を推進する組織が関わることで、
利用者である住
民と同じ目線で柔軟に対応し、
広く開かれた施設として、
活動の活性化に寄与することを目指しています。
この施設には、
地域福祉活動のための活動室や、
フリースペースなどがあり、
ボランティア活動など地域
福祉活動を行う団体の方、
学習スペースを必要としている学生の方など、
幅広く利用できます。
オープン当初は登録団体の数はごくわずかでしたが、
交流館の認知度が高まるとともに増え、
現在
40団体以上が登録し、
10数団体は定期的に利用しています。
利用団体は趣味のサークルから子育て中のママ友の会、
子ども会等、
様々です。地区部会や民生委員
活動、
自治会活動などにも活用されています。
〜地域の絆を再生するきっかけづくり〜
初年度は地元密着の交流館を地域にＰＲし、
親しんでもらうため、
誰もが集えるイベントを地域を挙げ
て企画し、
夏には「昔遊びと流しそうめんの集い」、
冬には「餅つき大会」を盛大に開催しました。
普段、
交流館を利用している方だけでなく、
広い
エリアから集まった、
たくさんの親子が参加し、
自宅
では味わえない季節感のある体験に、
思わず歓声
が上がっていました。
準備段階から、
自治会、
青少年育成委員会、
民生
流しそうめんや昔遊び、餅つき体験は子どもたちに大人気！
委員の方々にも協力いただくことで、
住民が連携
した手作りのイベントとなりました。来年も開催を希望する声も多く、
皆が集まる行事として続いていくこ
とが期待されます。
地域の中にこのような交流の場があることは、
人と人とのつながりを強くし、
福祉のまちづくりの根本と
なる「地域の福祉力」を高めていくことにつながります。このような意味合いから、
地区部会の役員、
各種
団体の代表者及び利用者の代表からなる「犢橋地域福祉交流館運営懇談会」を平成24年7月に設置し、
更なる利用の促進を図ることとしています。
今後の目標は、
もっと気軽に多くの方に利用してもらい、
地域の人たちが集う拠点として、
ますます親し
まれる交流館になるよう、
地区部会がサポートしていくことです。イベントや広報等を工夫し、
各種団体や
住民の方々の協力をいただきながら、
地域の居場所を盛り上げていきたいと思っています。この交流館が
コミュニケーションの場として、
連携を深める手段として活用されることを願っています。
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平成２５年度事業計画・予算、平成２４年度決算報告
〜共に手を携える福祉社会の実現に向けて〜
平成25年度事業計画
本会では、
重点事業として４つを定め、
地域福祉活動計画（第1次地域福祉活動実施計画）を推進します。

1.コミュニティソーシャルワーカーによる活動支援体制づくりの推進

2.小地域福祉活動の促進

フォーマル及びインフォーマルな専門性、
知識を有する職員の数を増やし、
地区部会をはじめとする関係機関・団体等に対し、
地域ニーズに基づく地域
特性に応じた福祉課題を含む日常生活課題の解決策などを企画・提案し、
関係
機関・団体等と協議・調整を行い、
関係団体・機関の助けあい支えあいのネット
ワークづくりを推進します。

小地域福祉活動をより活性化するため、
地区部会
等との懇談会を開催し、
地域の福祉課題の解決を
図るとともに、
見守り活動などの推進を図ります。
また、
地区部会活動の担い手を対象とするスキルアッ
プ研修の充実に努めます。

3.災害時における支援体制の整備

4.成年後見制度の利用促進

東日本大震災の教訓を踏まえ、
災害時に高齢者や障害者
等支援が必要とされる方々に対し、
迅速に支援するため、
行政や関係機関・団体等と連携し、
今後の災害支援体制の
構築を図ります。
また、
災害時における支援活動を想定した災害ボランティ
アセンターの運営に必要な訓練を実施し、
円滑な設置・運営
ができる職員の育成を図ります。

判断能力が十分でない方々の成年後見制度の利用が進むよう、
千葉
市成年後見支援センターと制度の周知を図り、
制度の利用を必要と
する人やその家族、
支援者や関係機関から弁護士等の専門職による
各種相談にきめ細かく対応していきます。
また今後、
利用者が増加する
ことが見込まれることから、
引き続き市民後見人の養成を行うとともに、
研修を修了した者を法人後見支援員として雇用し、
法人後見業務の
充実を図ります。
本会の平成25年度支出予算額は、

平成25年度予算概要
【支出内訳】

一般会計2,799,279千円 特別会計17,003千円 総額2,816,282千円です。

【財源内訳】 2,816,282千円

2,799,279千円
一般会計
544,182千円
法人運営事業
3,644千円
調査・企画・広報事業
59,625千円
地域ぐるみ福祉ネットワーク事業
10,164千円
ボランティア活動事業
29,540千円
日常生活自立支援等事業
236千円
福祉相談等事業
49,182千円
生活福祉資金貸付事業
3,231千円
助成・援護事業
27,848千円
共同募金配分金事業
286千円
居宅介護等事業
6,362千円
基金運営事業
53,523千円
社会福祉研修センター管理運営事業
放課後児童健全育成受託運営事業 1,904,007千円
29,433千円
成年後見支援センター受託運営事業
78,016千円
延長保育等受託事業
17,003千円
特別会計
54千円
たすけあい金庫貸付事業
16,877千円
社会福祉事業振興資金貸付事業
72千円
高・障居室等増改築資金貸付事業

負担金収入
共同募金配分金収入 7,888千円
0.28%
27,848千円
0.99%
貸付事業等収入
4,433千円
0.16%

会費収入
42,670千円
1.51%
補助金収入
549,312千円
19.5%

事業収入
1,607千円
0.06%

受託金収入
2,121,652千円
75.33%

助成金収入
250千円
0.01%

本会の平成24年度支出決算額は、

平成24年度決算報告
【支出内訳】

積立預金取崩収入
2,159千円
その他
0.08%
58,463千円
2.08%

一般会計2,596,055,206円 特別会計1,677,601円 総額2,597,732,807円です。

【財源内訳】 2,597,732,807円

2,596,055,206円
一般会計
517,478,040円
法人運営事業
3,561,016円
調査・企画・広報事業
55,736,889円
地域ぐるみ福祉ネットワーク事業
9,803,265円
ボランティア活動事業
26,141,828円
日常生活自立支援等事業
255,305円
福祉相談等事業
31,138,912円
生活福祉資金貸付事業
62,790円
助成・援護事業
19,709,500円
共同募金配分金事業
196,232円
居宅介護等事業
4,346,773円
基金運営事業
47,953,993円
社会福祉研修センター管理運営事業
放課後児童健全育成受託運営事業 1,767,812,811円
26,217,000円
成年後見支援センター受託運営事業
85,640,852円
延長保育等受託事業
1,677,601円
特別会計
0円
たすけあい金庫貸付事業
1,677,601円
社会福祉事業振興資金貸付事業
0円
高・障居室等増改築資金貸付事業

負担金収入 積立預金取崩収入
その他
1,793,628円 37,485,470円
6,111,607円
共同募金配分金収入
0.07%
0.23%
会費収入
1.44%
19,709,500円
42,354,776円
0.76%
1.63%
貸付事業等収入
172,660円
寄付金収入
0.01%
5,871,762円
0.23%
事業収入
1,701,882円
補助金収入
0.07%
517,348,606円
19.91%
受託金収入
1,964,908,916円
助成金収入
75.64%
274,000円
0.01%
※詳しくは、
ホームページをご覧ください。
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子どもルーム夏季アルバイト募集!!
１. 業務内容・・・・・・・・・・利用児童の生活・遊びの指導及び安全管理
18歳以上65歳未満の方（高校生不可、
資格不要）
２. 募集対象・・・・・・・・・・平成25年７月22日現在、
（1）
千葉市社会福祉協議会の非常勤職員
（夏季補助員）
として雇用。
３. 雇用条件・・・・・・・・・・
（2）雇用期間は平成25年7月22日（月）〜 8月31日（土）※日曜日を除く。

（1）勤務日 月曜日〜土曜日のうち週３日以上の勤務（曜日指定不可）
４. 勤務日及び勤務時間・・・・
（2）勤務時間

①7:45〜18:15 ②8:00〜18:30 ③11:30〜19:00
⑤13:30〜19:00 ⑥7:45〜19:00 ⑦その他

④7:45〜12:00

※勤務日により①〜⑦のうち、
いずれかの時間に勤務。固定不可。配属されたルームと調整。

（3）休憩時間 6時間勤務まで休憩時間なし。6時間を超え8時間勤務までは45分休憩、
8時間超は1時間休憩。
５. 勤務場所・・・・・・・・・千葉市内123箇所の子どもルームのいずれか
規定により交通費・時間外勤務手当支給）
６. 賃 金・・・・・・・・・・時給960円（別途、
7. その他・・・・・・・・・・労災保険加入あり
8. お問い合わせ先・・・・・・千葉市社会福祉協議会 児童育成係 ☎０４３-２０９-６０５５

ご寄付のお礼

ご支援・ご協力ありがとうございました。
順不同・敬称略

平成25年2月〜平成25年4月

【社会福祉事業資金】
李連同 金子源司 木之本静枝 高津みどり 千葉市テニス協会ベテラン委員会 千葉市ひまわり会 陶芸ボランティア同好会 若葉いき
いきプラザ陶芸同好会 千葉市舞踊連盟 日蓮宗千葉県東部宗務所 千葉市桜木霊園管理事務所 平和公園管理
事務所 大宮いきいきセンター 都賀いきいきセンター 若葉いきいきプラザ あやめ台いきいきセンター設置募金箱
稲毛いきいきプラザ設置募金箱 稲毛区事務所設置募金箱 稲毛公民館設置募金箱 生浜公民館設置募金箱 黒砂
公民館設置募金箱 小中台公民館設置募金箱 白井公民館設置募金箱 都賀公民館設置募金箱 轟公民館設置
募金箱 みつわ台公民館設置募金箱 緑が丘公民館設置募金箱 ゆたかストアー設置募金箱 ＪＦＥ千葉リバーレーン
（株）いなげや千葉桜木店 （株）ヤオコーみつわ台店 千葉ガス（株） 匿名（3件）
【交通遺児基金】第１０２地区民児協 第１０４地区民児協 第１０５地区民児協 第１１５地区民児協 匿名
【ボランティア基金】
五十嵐治子 藤川勇 柴崎酒店 炭火焼肉樹苑 としまや弁当おゆみ店 （株）フジレジャー開発 稲毛区事務所設置
募金箱 （株）エネルギースーパーたじま美浜店設置募金箱 桜木公民館設置募金箱 さつきが丘公民館設置募金箱 千葉トヨペット（株）様
椎名公民館設置募金箱 緑区事務所設置募金箱 花見川区事務所設置基金箱 ボランティアセンター設置募金箱 匿名（2件）
（株）マルハン千葉北店 千葉トヨペット（株） 匿名（2件）
【物品】

賛助会員のご紹介

ご支援・ご協力ありがとうございました。
順不同・敬称略

平成2５年２月〜平成25年４月

鶴岡喜嗣 森芙美子 原田雅男 高橋雪子 吉田良子 林きよ子 佐藤忠治 北澤幸子 佐々木昭博 鈴木和男 土岐四郎 景山
成己 笹川学 石原康子 村田幸子 伊藤久恵 コスモ産業（株）代表 矢沢太郎 （株）中村水建工事部長 松本明 （株）グリーンタワー
ホテルグリーンタワー幕張内社主 林昇志 木内クリニック 木内夏生 池上医院 池上為一 花見が丘自治会 花見が丘大樹会 白百合
自治会 花見川ロイヤル自治会 雇用促進住宅検見川宿舎自治会 磯辺七丁目西自治会役員会 長作松和会 八千代パークハイツ自治
会 老人クラブひまわり会 鷹の台自治会高年部いずみ会 花見川団地商店街振興組合 高洲地区センター振興会 老人クラブみのり会
花と健康づくりの会 こぶしの会 第２１１地区民児協 グループホームかしわい 美浜デイサービスセンターささえ愛 NPOたすけあい
の会たんぽぽ 宅老所・デイサービス「いしいさん家」 千葉療護センター 晴山苑 社会福祉法人煌徳会 重度心身障害児者及び知的
障害児者施設さいわい セイワ美浜 介護サポートつくしんぼ 老人保健施設ゆうあい苑 鍋島眼科医院 東千葉クリニック 日下医院
榎本医院 山口耳鼻咽喉科 椿森整形外科 あかいし脳神経外科クリニック 医療法人社団有相会最成病院 幸町中央診療所 山王病院
稲浜ショップ 鷹の台カンツリー倶楽部 ゆり美容室 今村商事 ささや菓匠 モン・カフェ 鈴正 パーラードリーム＆ドリーム さかえ寿司
新都市不動産コンサルタント （有）拓実産業 （有）萬華園緑化 （有）白髭エンジニアリング メディアビジネス（株） 立山工業（株） 京葉工
管（株） （株）関電工千葉支店 東京ガスライフバル千葉（株） （株）千葉正直屋 （株）オーケー工学 （株）鈴木工業所 （株）SCミート （株）内外
リスクコンサルタント （株）
トーカイ （株）ケーヨー （株）ガードワン
特別会員へのご加入も多数いただきました。ご支援・ご協力ありがとうございました。

広告募集の
お知らせ

「ちばし社協だより」では、
広告を募集しています。
また、
千葉市社会福祉協議会のホームページでは、
バナー広告を募集しています。
詳しくは、
総務課総務係まで、
ご相談ください。
お問い合わせ先

TEL：０４３-２０９-８８８４ FAX：０４３-３１２-２４４２
E-mail：info＠chiba-shakyo.com

「ちばし社協だより」は、
毎号3万2千部を発行し、
各町内自治会での回覧や、
公共施設等に配架するなどの協力を得て、
広く市民の
方々にご愛読いただいています。

