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はーとふる千葉

新会長あいさつ
社会福祉法人

千葉市
社会福祉協議会
会

長

土 屋

千葉市生活自立・仕事相談センター中央

稔

このたび高梨茂樹前会長の後任
として、千葉市社会福祉協議会会長
に就任いたしました土屋稔でござい
ます。
本会は設立以来、常に「地域福祉
の推進」に取り組んでまいりました。
私共はこの伝統をしっかり継承しつ
つ、時 代 の 変 化に的 確に対 応する
柔軟性も大切にしながら、
「共に手を
携える福祉社会の実現」に努めてま
いりたいと存じます。
今 後とも 皆 様 に は、これまでと
変わらぬご支 援ご協 力を賜ります
ようお願い申し上げます。

千葉市生活自立・仕事相談センター中央では、
『経済的に困窮
しているけど、
どうしたらいいかわからない』、
『自立した生活がした
い』、
『生活に悩みを抱えていて、
どこへ相談したら良いかわからな
い』
など、暮らしでお悩みの方や仕事を探している方の相談に応じ
ています。
社会福祉士、
ファイナンシャルプランナー、
キャリアコンサルタン
トなどの支援員が、相談者の生活を総合的に捉え、あらゆる生活
課題に対して、一人ひとりに応じた支援を行います。
相談無料・秘密厳守
対 象 者 千葉市内在住の方
開所時間
月〜金曜日
（祝日、年末年始を除く）
8:30 〜 17:30

お問い合わせ先

千葉市生活自立・
仕事相談センター中央まで、
ご相談ください！
！

T E L ：043-202-5563
FAX：043-221-3370
E-mail：soudan-chu@chiba-shakyo.com
場 所：千葉市中央区中央4-5-1 きぼーる11階

心配ごと相談所

成年後見支援センター

心配ごと相談所では、市民の皆さんの日常生活で
のさまざまな悩みや心配ごとについて相談に応じて
います。

成年後見支援センターでは、成年後見制度を市民
の皆さんに知っていただき、
また、多くの方に利用し
ていただくため、相談に応じています。

一人で悩まずにお気軽にご相談ください。民生
委員・児童委員を中心とした心配ごと相談員が相談
に応じ、問題解決に向けた助言や関係機関等の情報
提供を行います。

制度利用に関する相談をお受けするほか、千葉県
弁護士会の協力で法律相談を行っています。
また、
家庭裁判所への申立て手続きについて、
お手伝い、
助言を行います。

相談無料・秘密厳守

相談無料・秘密厳守

常設相談

一般相談
（祝日・年末年始を除く）
開所時間 月〜金曜日
9:00 〜 17:00
相談方法 来所（面談）及び電話での相談

開所時間 月〜金曜日
（祝日・年末年始を除く）
10:00 〜 15:00
相談方法 来所（面談）及び電話での相談

弁護士による法律相談

弁護士による法律相談

（木）13:00 〜 15:00
７月 日 程 ７月１０日
（火）
より電話受付
申込方法 ７月１日
（要予約・先着６名）

開催日時 第1・3木曜日
13:30 〜 16:30
申込方法 電話受付（要予約）

※８月以降の日程等は市政だよりに掲載いたします。

お問い合わせ先

T E L：043-209-8860
F A X：043-312-2442
E-mail：sien@chiba-shakyo.com
場 所：千葉市中央区千葉寺町1208-2
千葉市ハーモニープラザA棟1階

お問い合わせ先
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T E L：043-209-6000
F A X：043-209-6021
E-mail：seinenkoken@chiba-shakyo.com
場 所：千葉市中央区千葉寺町1208-2
千葉市ハーモニープラザC棟3階

情報ぷらっとほーむ

各種ボランティア講座のご案内

パパママのための
赤十字救急法
スクール

「はじめてのボランティア講座〜福祉施設ボランティア体験」
講義 「ボランティア活動について」
８月６日（水）13:30〜15:30、
きぼーる11階 ボランティア活動室で
実習 ８月７日（木）〜29日（金）間の１日間、
中央区内社会福祉施設で
（講義と実習で全2回）
対象 市内在住・在勤・在学の方
定員 20人（先着順）
申込 ７月１日（火）9:00からTELで、
中央区ボランティアセンターへ
お問い合わせ先 中央区ボランティアセンターにTELまたはFAXで
TEL：043-221-2177 FAX：043-221-6077

子どもに起こりやすい事故の予防や手
当てなどについて学びます。
会 場 各区の保健福祉センター大会議室
対 象 開催区在住で乳幼児を持つ保護者
用

1人100円（保険料として）

その他

費

動きやすい服装で、
託児あり

申 込 TELで、
開催区の赤十字奉仕団事務局へ

ボランティア養成講座「手話講座（初級編）」

「手話」の基礎的な講義と実技を行い、
手話で簡単な表現ができるように学びます。
日時 7月25日（金）
・8月1日（金）
・8月8日（金） 時間はいずれも13:30〜15:30
場所 美浜保健福祉センター 大会議室
対象 市内在住・在勤・在学で、
全日程（３日間）参加できる方
定員 20人（先着順）
申込 ７月２日（水）9:00からTELで、
美浜区ボランティアセンターへ
お問い合わせ先 美浜区ボランティアセンターにTELまたはFAXで
TEL：043-278-3252 FAX：043-278-5775

小学生ボランティア講座
「サウンドテーブルテニスで遊ぶボランティア体験！」

障害のある方と、
サウンドテーブルテニス（音のなる卓球ボールを転がして打ち合うスポー
ツ）を通して交流を図ります。
日時 ７月25日（金）10:00〜12:00
場所 千葉市療育センター３階 ふれあいの家体育館（美浜区高浜4-8-3）
※ＪＲ稲毛海岸駅から徒歩１０分
対象 市内在住・在学の小学生
定員 20人（先着順）
申込 ７月１日（火）からTELで、
千葉市ボランティアセンターへ
お問い合わせ先 千葉市ボランティアセンターにTELまたはFAXで
TEL：043-209-8850 FAX：043-312-2886
※日・月曜日、
祝日・７月22日休館

お問い合わせ先 同事務局にTELまたはFAXで

日時

＊若葉区＊

7月12日（土）10:00〜12:00

定員 30人（先着順）
申込 7月1日（火）9:00からTELで
TEL：043-233-8181
FAX：043-233-8171

＊美浜区＊
日時

9月9日（火）10:00〜12:00

定員 20人（先着順）
申込 9月2日（金）9:00からTELで
TEL：043-278-3252
FAX：043-278-5775
※中央区の開催日は6月21日のため、
申込の受付は
終了いたしました。
※花見川区・稲毛区・緑区の開催日は未定です。

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
2.応募資格 平成26年７月22日現在、
18歳以上65歳未満の方（高校生不可、
資格不要）
3.雇用条件 （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。
（２）雇用期間 平成2６年7月22日（火）〜 8月30日（土）※日曜日を除く。
（３）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）勤務時間 ①７
：
４５〜１８
：
１５ ②８
：
００〜１８
：
３０
③１１
：
３０〜１９
：
００
④７
：
４５〜１２
：
００ ⑤１３
：
３０〜１９
：
００ ⑥７
：
４５〜１９
：
００
⑦その他
※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。
（５）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。
（６）勤務場所 千葉市内123箇所の子どもルームのいずれか
（７）賃
金 時給960円（別途、
交通費・時間外勤務手当支給）
（８）そ の 他 労災保険加入あり

お問い合わせ先

社会福祉課児童育成係
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TEL：043-209-6055

クローズアップ地区部会

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

福祉の街「こてはし台」を目指して 〜こてはし台地区部会〜
こてはし台地区部会では、
「 住んでいて良かった」と思われる魅力的な
街づくりを目指し、
福祉活動の拡充に努めています。主な事業として、
ふれ
あい食事会、
喫茶室「つどい」
（ふれあい・いきいきサロン）などのふれあい
３事業、
「ご近所のたすけあい」、
「お元気確認（見守り・声かけ）」、
安心カー
ド・緊急ダイヤルメモの配布、
三世代ふれあいラジオ体操、
敬老祝賀会、
餅つ
き大会等の事業を実施しています。

〜こてはし台の誰もが安心して暮らせるように〜
喫茶室「つどい」の風景
現在、
こてはし台地区部会エリアには、
人口約6,400人、
約2,800世帯の
住民が暮らしています。昭和46年からこてはし台に入居し始めて40年以上が経過し、
独居高齢者や
高齢者世帯が増加しています。平成26年３月
多彩なセーフティネットがある町に向けて
31日現在で高齢化率は約46％となり、
高齢
化が急速に進んでいます。年齢と共に体力
家族・親戚
の衰えが生じたために、
日常生活でのお困り
こてはし台
地域ボランティア
こんにちは！
自治会・丁目会
お元気？
ごとが多い独居高齢者や高齢者世帯（※）
に対して支援の手が必要となっていること
私もお元気確認を
お願いしたいワ
近隣住民
防犯パトロール
から、お手伝いをさせていただこう という
趣旨で、
平成22年８月より「ご近所のたすけ
あい」事業をスタートしました。主に、
買い物・
民生・児童委員
丁目防災会
ごみ出し・病院の付き添い等の支援を行って
社協こてはし台地区部会
こてはし台自治会
おり、
平成25年度は、
延べ341人の方々に
お元気確認事業
ご利用いただきました。
また、
平成22年より先進地区の事例調査
や会議を重ね、
「新しい街の仕組みづくり」の具体策の一つとして、
「お元気確認（見守り・声かけ）」
事業を、
こてはし台地区部会とこてはし台自治会の共同事業で平成25年12月よりスタートしました。
これは、
日常的な「見守り・声かけ」を行うことで、
お互いに繋がっているという安心感や支えとしてい
ただき、
孤独や孤立に陥らないようにし、
結果として孤独死・孤立死に至るのを未然に防止することを
目的としています。こてはし台地区部会の研修を受けた133人の協力員と利用者・コーディネーター
の三者で話し合い、
利用者の希望に沿った形で事業に取り組んでおり、
平成26年３月31日現在の
利用申込者は188人（139世帯）となっています。
※高齢者世帯とは、
65歳以上の方のみで構成されるか、
または
65歳以上の方と18歳未満の未婚の方が加わった世帯のこと。

〜こてはし台地区部会の今後の展望〜

協力員対象の「災害時安否確認」の説明会

今後、
高齢化が進む、
こてはし台の誰もが安心して暮らせるよう
に、
「 気配り・思いやり」の心を住民がお互いに持ち、
「 向こう三軒
両隣」の構築を目指していきます。
なお、
「お元気確認（見守り
・声かけ）」事業内にて、
災害時の安否確認
を平成26年６月に体制を整えて取り組んでいきたいと考えています。
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平成26年度事業計画
平成２６年度重点事業 〜共に手を携える福祉社会の実現に向けて〜
1.第２次地域福祉活動実施計画の策定
本会の地域福祉活動実施計画における共助としての取組を、千葉市の「第３期区地域福祉計画」
に反映
するため、平成２７年度から３年間を計画期間とする本会「第２次地域福祉活動実施計画」
を策定します。
2.千葉市の「第３期区地域福祉計画」策定にあたっての支援
千葉市が
「第３期区地域福祉計画」
を策定するにあたり、地区部会エリアにおける重点取組項目を設定し
ていくことから、地区部会に対して助成を含めた支援をします。
3.生活困窮者自立促進支援モデル事業の実施
生活保護に至る前の生活困窮者及び経済的・社会的自立が見込まれる生活保護受給者が、生活困窮か
ら早期脱却するために、相談支援により抱えているニーズを把握し、本人の状態に応じた支援計画を策定
するとともに、就労準備支援や家計相談支援を包括的かつ継続的に行い、
自立に向けた支援を行います。
4.災害時における避難行動要支援者に対する避難訓練
今後想定される大規模災害に備え、千葉市から提供される避難行動要支援者名簿を活用した要支援者
への避難の誘導及び災害時に支援活動にあたる県内外からのボランティアの受入れを想定した災害ボラ
ンティアセンターの設置運営訓練を行います。

平成25年度事業報告
平成２５年度重点事業
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
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・
団体等などに対し、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
づくりの推進に努めました。
2.小地域福祉活動の促進
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、見守り活動等の推進に努め、
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
に努めました。
3.災害時におけるボランティア体制の整備
災害時におけるボランティア活動の対応に迅速に取り組むため、災害ボランティアセンター設置運営訓
練を実施するとともに、
ボランティアの育成や確保などに取り組み、災害時における支援体制の整備に努め
ました。
4.成年後見制度の利用促進
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
周知を図るとともに、各種相談にきめ細かく対応いたしました。
また、利用者の増加が見込まれることから、
継続的に市民後見人の養成を行い、
研修を修了した者を法人後見支援員として確保し、
法人後見業務の充実
に努めました。
平成２６年度事業計画書・予算書、
平成２５年度事業報告書・決算書は、
ホームページや事務所で閲覧いただけます。

☆「ご注意ください」☆
☆こんな電話は振り込め詐欺！

①「カバンをなくした･･･」 ②「すぐにお金が必要･･･」 ③「○○まで持って来て」、
「○○が取りに行く･･･」
④「カードを預かる、
暗証番号を教えて･･･」
※不審な電話や手紙が来たら警察に相談しましょう。

☆高齢者の交通事故が増加しています！

「高齢歩行者」
・
「道路横断中」
・
「17時から20時台」の死亡事故が多いのが特徴です。
※道路を横断する際には、
無理せず、
車の通過を待つなどして、
交通事故に十分注意して下さい。
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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26年2月〜平成2６年4月
【社会福祉事業資金】
李 連同 高津 みどり （株）いなげや千葉桜木店 北谷津ゴルフガーデン ドリーム・セラ 花輪クラブ 千葉市舞踊連盟 千葉市ひまわり会
若葉いきいきプラザ陶芸同好会 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 土気いきいきセンター
中央いきいきプラザ設置募金箱 稲毛いきいきプラザ設置募金箱 若葉いきいきプラザ設置募金箱 緑いきいきプラザ設置募金箱
あやめ台いきいきセンター設置募金箱 生浜公民館設置募金箱 葛城公民館設置募金箱 星久喜公民館設置募金箱 松ヶ丘公民館設置募金箱
宮崎公民館設置募金箱 稲毛公民館設置募金箱 黒砂公民館設置募金箱 小中台公民館設置募金箱 轟公民館設置募金箱 白井公民館設置募金箱
都賀公民館設置募金箱 みつわ台公民館設置募金箱 中央区事務所設置基金箱 稲毛区事務所設置募金箱 社協事務局設置募金箱 匿名（２件）
【交通遺児基金】木之本 静枝 そごう・西武労働組合千葉支部 第104地区民児協 第105地区民児協
【ボランティア基金】
五十嵐 治子 田中 秀子 藤川 勇 （株）フジレジャー開発 VEGA 柴崎酒店 としまや弁当おゆみ店 フードショップみやもと 誉田ゴルフセンター
森倉商店 青空会 川戸公民館設置募金箱 さつきが丘公民館設置募金箱 桜木公民館設置募金箱 稲毛区事務所設置募金箱
ボランティアセンター設置募金箱 （株）エネルギースーパーたじま美浜店設置募金箱 匿名（１件）
【物品】
（株）マルハン千葉北店

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26年2月〜平成2６年4月
斉藤 春午 鶴岡 喜嗣 原田 雅男 吉田 良子 佐藤 忠治 佐々木 昭博 鈴木 和男 土岐 四郎 影山 成己 笹川 学 石原 康子 村田 幸子
伊藤 久恵 （株）ケーヨー メディアビジネス（株） 立山工業（株） （株）関電工 千葉支店 （株）バルブブランシュ （株）グリーンタワーホテルグリーンタワー幕張
東京ガスライフバル千葉（株） （株）千葉正直屋 （株）オーケー光学 （株）SCミート （株）ハート 事業推進部 世紀東急工業（株）千葉営業所
京成バス㈱ 長沼営業所 （株）千葉マリンスタジアム （株）ガードワン 大和ハウス工業（株）千葉支社 （有）鈴木工業所 （有）萬華園緑化
（有）白髭エンジニアリング （有）鈴正 （有）さかえ寿司 ドリーム＆ドリーム オクトサービス 桂五郎梅 鷹之台カンツリー倶楽部 高橋建築設計事務所
今村商事 ささや菓匠 新都市不動産コンサルタント キャンディーボックス 高洲第一ショッピングセンター 高洲地区センター振興会 誉田商店会
花見川団地商店街振興組合 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 木内クリニック 池上内科
千葉療護センター 社会福祉法人煌徳会 晴山苑 老人保健施設ゆうあい苑 エルピザの里 旭ヶ丘母子ホーム 友田 直人 NPOたすけあいの会たんぽぽ
グループホームかしわい 宅老所・ディサービス「いしいさん家」 指定障害福祉サービス事業所 さいわい 花と健康づくりの会 こぶしの会
高洲第一中学校区コミュニティづくり懇談会 高洲二中地区コミュニティづくり懇談会 新田町町会 新宿1丁目町会 鷹の台自治会高年部いずみ会
鷹の台自治会地域福祉部 鷹の台自治会グラウンドゴルフSG会 八千代台パークハイツ自治会 老人クラブ ひまわり会 長作松和会 白百合自治会
花見川ロイヤル自治会 磯辺七丁目西自治会役員会 川戸地区部会 東千葉地区部会 西千葉地区部会 中央東地区部会 生浜地区部会
第211地区民児協 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。

〜共に手を携える福祉社会の実現に向けて〜

社協会員募集中

社協とは
社協は「住み慣れた地域で、
家族や友人とともに健やかに暮らした
い」という願いをかなえるために、
地域住民や各種団体（団体・機関・
福祉施設など）と話し合い、
協力し合い地域福祉の推進を図るために
設置された民間の福祉団体です。

社協会費は
皆さんがお住まいの地域の地区部会等の活動や、
車椅子の貸出事業
などに使われます。
住民会員

年 会 費 特別会員
賛助会員

市内在住の世帯または個人
福祉施設・団体等
企業・法人等

200円
3,000円
10,000円

地域福祉活動への参加の第一歩として、ぜひ会費のご協力をお願い
いたします。

お問い合わせ先

各区事務所
中 央 区 TEL：043-221-2177
花見川区 TEL：043-275-6438
稲 毛 区 TEL：043-284-6160

若 葉 区 TEL：043-233-8181
緑
区 TEL：043-292-8185
美 浜 区 TEL：043-278-3252

「ちばし社協だより」やホームページに広告の掲載を希望される方は、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。

社会福祉
法
人

千葉市中央区千葉寺町1208-2（千葉市ハーモニープラザ内）
千葉市社会福祉協議会 〒260-0844
TEL 043-209-8884 http://www.chiba-shakyo.com/

