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椎名地区部会
〜「古市場団地お元気確認委員会」の見守り活動〜
クローズアップ地区部会

〜見守り活動の立ち上げ〜
古市場団地のエリアで、一人暮らしの高齢者や高齢者
世帯の方々が安心して暮らせるために、平成25年4月に社協
椎名地区部会は自治会・民生委員と協力し古市場団地での
見守り事業を考える
「古市場団地お元気確認委員会」
を立ち
上げ、平成25年12月から見守り活動を実施しています。
椎名地区部会の概況
●千葉市緑区の椎名小学校区のエリア
人口約4,800人、約2,000世帯。

●

農村地域と古い住宅団地、新興住宅地が混在する街。

●

高齢化率は22.5％。局地的には30％を超え、高齢化が
急速に進んでいる地域もある。

●

いつも決まった人が訪問するので安心

〜立ち上げの手順〜

調査

・アンケート
・ニーズ把握

調整

・説明会
・顔合わせ

実施

・訪問
・報告会

【調査】平成25年8月には団地全戸約300世帯に対してアンケートを実施し、見守り対象者やボラン
ティアを募りました。
その結果、対象者が11名、
ボランティアが24名集まりました。
【調整】対象者への具体的な見守り方法の確認（訪問や目配り）やボランティアへの事前説明会を
行いました。
「お元気
【実施】平成25年12月から活動を開始し、原則2人1組で高齢者宅を定期的な訪問や電話で
の確認」をしています。訪問までは望まない方には電気の点灯消灯・洗濯物の確認・郵便
受けの確認・雨戸の開閉での目配り気配りで対応しています。
現在は、2か月に1度ボランティアの定例会議を開催し、現状や
課題の整理をしています。
平成26年10月には淑徳大学の先生を
講師としてお招きして研修会を開催しました。
ボランティアの資質
向上とモチベーションを保つことも重要と考えています。

特集

買物支援サービスモデル事業がスタート

〜地域の力と社会福祉法人の地域貢献で〜

地域の方々と特定非営利活動法人千葉市老人福祉施設協議会及び千葉市社協との連携で、
『買物支援サービス
モデル事業』
が若葉区内でスタートしました。

どのような事業なの
小売店の撤退などにより、食料品や日用
生活用品等の買物に困っている７０歳以上
の高齢者の方々を対象に、予め定められた
日
（週1回）
にデイサービス送迎車輌で自宅
からスーパーまで無料で送迎するサービス
です。

地域の力とは
送 迎 の 際 に、地 域 の 方 々が
ボランティア
「買物支援協力員」
として同乗し、乗降時の介助を
行います。

初日の様子は
スーパーでお買いもの

２月１２日に大宮台自治会館前で行っ
た発足式には、老施協の清水会長をは
じめ、
５法人の協力施設の方、
自治会の
方、民生委員の方々等が出席され、
２台
の送迎車輌で１１名の高齢者をお迎え
に行き
「スーパーせんどう大宮台店」
へ
向かいました。

自宅の前にお迎え

モデル事業は
どこの地域で
市内でも高齢化率が高く、独居
高齢者の多い大宮台、
北大宮台及び
多部田町を対象にしています。

利用者からは
※宅配も利用していますが、
実際に物を見て買物でき
たのでよかった。
※たくさん買うと重くなって
しまうけれど、協力員の方
がいるので助かります。
※車中で知らない人と話せ
たので楽しかった。

車中では会話がはずみます！

これからは

など、利用された方々
には大好評でした。

千葉市社協では、
このモデ
ル事業の結果を踏まえながら、
地域の方々や社会福祉法人の
方々と協議を重ね、他の地域
にも広げられるよう取り組ん
でいくこととしています。
買い物を終え、
帰宅しました
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【地域包括ケアシステム】
と社協活動

「地域包括ケアシステム」
とは
2025年には、
団塊の世代
（昭和22〜24年生まれ）
の方々が75歳以上となり、
高齢者が全国で2,000万
人を超える超高齢社会となることが見込まれています。
このため、
誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、
医療、
介護、
生活支援などの必要
なサービスが身近な地域で受けられる体制を
「地域包括ケアシステム」
といいます。
このシステムの構築には、
地域の特性や住民自身が暮らし続けたいと思う地域像のもとで、
自らも様々
な形で地域の生活支援の活動に参加する支援体制を作る必要があります。

病気になったら..．
医

地域包括ケアシステムのイメージ

療

相談業務や
サービスの
調整を行います

介護が必要に
なったら．．．

日常生活圏域（小・中学校区など）
医療ケア・
通所・入所
サービスの提供 住まい

通院・入院

介護ケア・
サービスの提供

老人会やサークル活動
ボランティアへの参加
あんしんケアセンター
（地域包括支援センター）
・ケアマネジャー

介

活動の場の提供

護

困りごとの相談や
地域の福祉活動の
支援を行います

生活支援
介護予防

いつまでも元気に暮らすために…

相談・情報提供
活動支援等

社会福祉協議会

「社会福祉協議会」
では
〜地域の生活課題を地域で受け止める仕組みづくりを〜
これからの社会では、
ますます住民の一人ひとりが主役となる互いを支え合える地域づくりが必要です。
このため、
社協では、
高齢者の方が住み慣れた地域でいきいきと暮らし続けられるよう、
地域住民・ケア
マネジャー等の地域の専門職・民生委員・あんしんケアセンター等と一緒に
「地域のつながりの強化」
や
「生活支援の仕組みづくり」
に取り組んでいます。

「地域での実例」
地域で支え合った事例（家族の死を乗り越えての地域参加）
67歳の女性Aさんは、夫を亡くされ一人娘の成長が何よりの生き甲斐でした。
しかし、娘さんに癌が発病し、
彼女の闘病生活に時間のすべてを費やしたものの、残念ながら唯一の生き甲斐を失ってしまいました。憔悴する
Aさんを看病中から見守ってきた看護師は、あんしんケアセンターに相談し、地域の民生委員、社協職員等が話し
合い、Aさんに寄り添い声をかけ続けたことで、心を開き、地区部会が開催する子育てサロンにボランティアとして
参加するようになりました。その後、
サロンでの活動は積極的となり、今ではリーダーとしての地域活動がAさんの
生き甲斐となって元気に活躍されています。
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お 知 ら せ
赤い羽根共同募金へのご協力ありがとうございました。千葉市の地域福祉推進に役立てます!!

募金実績報告

【千葉市支会取扱】

平成２６年度募金実績額

赤い羽根募金（一般募金）

歳末たすけあい募金

20,887,972円

9,852,325円

645,268円

563,958円

法人募金（企業・商店からの協力）

2,350,285 円

708,227円

学校募金（児童・生徒・学生の方々からの協力）

1,707,211 円

−

職域募金（従業員・職員の方々からの協力）

1,315,088 円

750,904円

76,600 円

121,418円

6,915 円

315,491円

2,450,537 円

38,636円

29,439,876 円

12,350,959 円

戸別募金（各家庭からの協力）

募金内訳

街頭募金（街を行く方々からの協力）

イベント募金（イベントに集まる方々からの協力）
個人募金（個人の方々による協力）
その他の募金（各種団体などからの協力）

合

計

千葉市支会では、毎年より多くの方々から、
ご協力をいただけるよう取り組んでおります。例年、
自治会を通してご協力いただいている
戸別募金の他に、本年度は、新たに多くの企業・商店からご賛同をいただくことができました。

募金活動風景

ボーイスカウト千葉第一団

街頭に立つ子どもたちや、地区部会の皆様等の呼びかけで、多くの人々が募金に協力くださいま
した。
「ハーティちゃん」
も一緒に活動しました。

フクダ電子アリーナにて

千葉経済大学附属高等学校

千葉市動物公園にて

募金の主な使いみち
●地区部会が実施する事業（高齢者や子育て中の親子を対象としたふれあい・いきいきサロンや子育てサロン、
在宅高齢者を対象としたふれあい食事サービス、
ひとり暮らしの高齢者が安心して地域で暮らせるよう日常的な
見守りや声かけによる安否確認の活動等）
●民間保育園が実施する事業（遠足や運動会など）
●市内障害児・者団体への運営費の補助
●福祉施設、団体の歳末行事（クリスマス会や新年会など）
●在宅の重度心身障害児の養育者への助成
●ボランティアセンターの運営

朝日ヶ丘地区部会

白旗台地区部会

千葉市母子寡婦福祉会

ふれあい・いきいきサロン

ふれあい・子育てサロン

クリスマス会

問合せ先 千葉県共同募金会千葉市支会（千葉市社会福祉協議会内） TEL：０４３-２０９-８８６８ FAX：０４３-３１２-２４４２
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社会福祉セミナーのご案内
社会福祉研修センターでは、毎月数回、介護・
医療・生活・栄養等、高齢者の生活に役立つ
知識・技術を高める市民向け講座「社会福祉セ
ミナー」
を行っています。
平成27年度も様々なテーマをご用意させて
いただく予定です。皆様のご参加、
お待ちしており
ます。

平成27年度セミナー開催予定
① 5月13日（水） 9:25 〜 16:00 家庭介護技術入門1 〜今日からあなたも考える介護者に〜 移動編
② 5月14日（木） 9:25 〜 16:00 家庭介護技術入門2 〜今日からあなたも考える介護者に〜 清潔編
③ 5月27日（水） 13:55 〜 15:30 高齢者の耳の病気
6月以降に開催を
予定している講座

●
［講義］高齢者と栄養管理・［実習］健康を維持する食生活と調理
●お葬式

〜葬儀費用の落とし穴〜

●「認知症に強い脳を作る」〜今日からできること〜

定
員：①②各30人、③50人
受 講 料：無料
申込方法：電話またはFAXでお申し込みください。
FAXの場合、氏名、年齢、住所、電話番号、FAX番号の記入をお願いします。
4月1日9時から、先着順での受付となります。

問合せ先 千葉市社会福祉研修センター TEL：043-209-8841 TEL：043-312-2943

子どもルーム指導員・副指導員・補助指導員募集!!
千葉市社会福祉協議会の運営する
『子どもルーム』
で働く方（指導員・副指導員・補助指導員）
を募
集しています。
1.業務内容 放課後や学校がお休みのときに、小学生の子どもたちを
お預かりするお仕事です。

急募

2.応募資格 18歳以上65歳未満の方（高校生不可）
（１）指導員・副指導員：保育士、社会福祉士、幼稚園教諭、
小・中・高等学校教諭（教科不問）、
特別支援学校教諭または児童指導員の有資格者
（２）補 助 指 導 員 ：資格要件なし

3.雇用条件（１）賃 金 等：●指導員…月額146,000円
（別途賞与３か月分［支給時期：６月／１２月］
及び諸手当あり、社会保険有）
●副 指 導 員…時給1,060円
（交通費別途）
（交通費別途）
●補助指導員…時給960円
（祝日・年末年始除く）
のうち、
指導員は週５日勤務、
副指導員
（2）勤 務 日：月〜土曜日
は週3〜4日勤務、補助指導員は週２〜３日勤務。
4.募集人員 平成２７年度募集：指導員・副指導員・補助指導員を合わせて１５０名程度
※詳しくは、
お問い合わせください。

問合せ先 社会福祉課 児童育成係 TEL：043-209-6055（月曜日〜金曜日（祝日を除く）9:00 〜 17:00）
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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す
順不同・敬称略

平成2６年１１月〜平成２７年１月

【社会福祉事業資金】
JFEスチール（株）東日本製鉄所JFEちばまつり実行委員会 東京ガス幕張ビル 日蓮宗千葉県東部宗務所 千葉県曹洞宗 青年会
宮崎公民館クラブ連絡協議会 千葉市母子寡婦福祉会 若葉区事務所設置募金箱 中央いきいきプラザ設置募金箱 都賀いきいきセンター
匿名（5件）
【交通遺児基金】
（株）アルタイル ダイセーロジスティクス（株）千葉ハブセンター そごう・西武労働組合
第110地区民児協 第112地区民児協 中央区民児協
【ボランティア基金】五十嵐 治子

第104地区民児協

第105地区民児協

藤川 勇 （株）エネルギースーパーたじま美浜店設置募金箱

【物品】錦織 完夫 （株）マルハン千葉北店 明治安田生命労働組合 在日本朝鮮千葉県千葉地域商工会 さちのわ 美容ボランティアCHIBA

（株）アルタイル様

在日本朝鮮千葉県千葉地域商工会様

賛助会員のご紹介

さちのわ様

美容ボランティアCHIBA様

ご支援・ご協力ありがとうございます
順不同・敬称略

平成2６年１１月〜平成２７年１月

秋元 孝敏 伊藤 節子 草薙 仁一郎 相楽 弘子 武井 雅光 佐々木 昭博 鈴木 和男 田中 清 黒川 泉 木津 孝子 エルピザの里
NPO法人介護サポートつくしんぼ 学校法人 千葉経済学園 学校法人 千葉敬愛学園 司法書士法人 鳥海事務所 一般社団法人 愛の会
（株）ビックコーポレーション 丸山 一郎 京葉エナジー（株） 市原警備保障（株） （株）セレモ千葉駅北口ホール （株）香取 協和クリーン（株）
（株）千葉総合コンサルティング 代表取締役 御園 富士夫 （有）松崎建築事務所 （有）ファースト商事 （有）コーケン （有）なりたホテル
（有）田原海事 （有）藤清 （有）松丸物産 東野福受商工（有） （有）日本クオリティセンター 仲吉商会（有） （有）テクノ 宮本スプリング製作所
カフェ・
トポス 新都市不動産コンサルタント マリンムラヤマ 代表 村山 一也 中央労働金庫千葉県本部 榎本建築設計事務所
読売センター西千葉武田新聞店 千葉市立高校野球部ＯＢ会 誉田商店会 エヴァ―グリーン青葉の森管理組合
高浜中学校区コミュニティーづくり懇談会 西千葉稲荷奉賛会 立正安国会 柏戸病院 小野寺産婦人科 花輪歯科医院 木内クリニック
池上内科医院 星久喜地区部会 新宿一丁目町会 花見川サンハイツ自治会
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。

ハーティちゃんグッズ
販売中！

安全リストバンド

防犯ホイッスル（全3色）

ハンドタオル（全4色）

缶バッジ

1本100円
くるんと巻き付く
不思議なリストバンド
光に反射するので夜道も安心！
腕だけじゃなくバッグにつけても
いいかも♪

1コ100円
防犯・災害時のSOSに！
キーホルダー型だから
どこにでも付けられるよ♪

1枚300円
好きな色を選んでね♪

1コ100円
ワンポイントアピール！
！
バッグに♪ 洋服に♪

長さ30cm

5cm×3cm

25cm×25cm

直径5.5cm

ご用命・お問い合わせ ［中央区］TEL：043-221-2177 ［花見川区］TEL：043-275-6438 ［稲毛区］TEL：043-284-6160
区］TEL：043-292-8185 ［美浜区］TEL：043-278-3252
各区事務所または ［若葉区］TEL：043-233-8181 ［緑
総務課
［総務課］TEL：043-209-8884

〜「ちばし社協だより」へご意見・ご感想をお寄せください。〜
千葉市社会福祉協議会では、
「ちばし社協だより」が市民の皆様に役立ち、
喜ばれ、
身近に感じていただけるよう努め
ていくこととしておりますので、
市民の皆様には、
暖かいご意見等をお寄せくださいますようお願い申し上げます。
※「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、
公共施設等への配架を通じて、
広く市民の方々にご愛読いただいています。

はーとふる千葉
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/

