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社会福祉法人太陽会
千葉県中核地域生活支援センター
ひだまり
コーディネーター　田中典仁さん

　現在、千葉県中核地域生活支援センターでの仕事は3年
目になります。以前は、特別養護老人ホームやデイサービスに
勤務していました。デイサービスで利用者の方を送迎している
とご家族や地域の方から福祉に関するいろいろな相談を受け
ました。そこで総合的に相談を受けることができる仕事がした
いと思っていたところ、今の仕事に出会いました。千葉県中核
地域生活支援センターに寄せられる相談は福祉に関する内
容に限らず離婚問題や消費者相談など多岐にわたっており、
世帯全体を支援することが多いです。仕事は思っていた以上
にハードですが、とてもやりがいがあります。

　CSW専門研修は、職場の先輩から勧められて受講しまし
た。5日間のプログラムの内容はとても充実していました。この
研修を受講して課題を分析する力が強くなりました。また、地
域にも視野を広げて仕事をするようになりました。少しの相談
からそこに隠れているニーズを引き出していかなければならな
いと思っています。
　地域の課題解決には課題を広く捉え、さまざまな関係機関
と連携をしていかなければならないと思います。安房地域は若
者離れが進み、新たな社会資源を開発していくことはとても
難しいことだと思いますが、それらを問題提起していくことも
CSWとしての大切な役割だと思っています。
　これからもいろいろな人との関わりを大切にしてネットワーク
を広げていきたいと思います。また、私の原点は高齢者福祉
にあると思っていますので、高齢者の分野についてさらに専
門性を高めていきたいと思っています。そのために第一の目標
として介護支援専門員（ケアマネジャー）の資格取得を目指し
ています。

千葉県中核地域生活支援センター
　子ども、障害者、高齢者等誰もが、ありのままにその人らしく、地域で暮らすことができる地域社会を実現するために、24時間365日体制で福祉サービスの
コーディネート、福祉の総合相談、権利擁護を行い、地域住民の福祉向上を図ることを目的として千葉県が独自に設置しています。県内には13カ所の中核地
域生活支援センターがあります。

※コミュニティソーシャルワーカー（CSW）とは…地域の中で困りごとを抱えている人の課題解決に向けて関係機関と連携を図りながら支援しています。また、地域に必要なサービ
スを開発したり、地域の中で活動している人や団体などを結び付けたりすることでより暮らしやすい地域の仕組みづくりをする役割も担っています。

　いんば学舎オソロク倶楽部は木々に囲まれた自然豊かな場所にあります。
 明るい店内に入ると焼きたてのパンやピザのいい香りとそこで働くメンバー
（利用者）さんたちの素敵な笑顔が出迎えてくれます。オソロク倶楽部では
ピッツァレストラン・パン工房の運営、農作業を主な活動としています。より
多くのお客さまに足を運んでもらえるよう季節に合わせてメニューを変えてい
るそうです。
　土曜日は満席になることが多いので開店と同時のご来店をお勧めします。

ＤＡＴＡ
◉住所　〒270-1337　印西市草深４８５-３
◉電話　0476-36-7555（予約はこちらまで）
◉営業時間
ピッツァレストランPIZZERIA OSOROKU 
11:00～15:30（木曜日　11:00～14:30） ※L.Oは各終了時間の30分前
石窯パン工房　オソロク倶楽部　
11:00～17:00（木曜日　11:00～14:30） ※売り切れ次第閉店
◉定休日　日・月曜日（祝祭日は不定休）

隠れたニーズを引き出す

※

いきいきはたらくいきいきはたらく

【平成２５年４月から『障害者優先調達推進法』がスタートしました】
　この法律は、障害者就労施設で就労する障害者や在宅で就業する障害者の経済面の自
立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公機関が物品やサービスを調達す
る際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するための法律です。

①オソロク倶楽部外観  ②ピッツァレストランで働くメンバーさん
③自家製ベーコンサラダ（800円）  ④食べログベストレストラン2010を受賞しました
⑤職員さん手作りのかわいい看板もお出迎え
⑥12時30分～13時頃にはすべてのパンが焼き上がります。
⑦大好評のマルゲリータ（単品900円）にオソロク産ナストッピング（＋100円）

このコーナーでは県内の障害者就労施設を紹介します。
今回は印西市の「いんば学舎・オソロク倶楽部」をご紹介します。
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相談を見守る匝瑳市のご当地ヒーロー、ハリキリ戦隊ソーサマン（P5）
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※１ 厚生労働省が選定する地域福祉推進市町村が実施するモデル事業。悲惨な孤立死、虐待などを1例も発生させない地域づくりを目指す。
※2　県内で進められている、地域のさまざまな立場の人が集い、新たな地域の協働体制を築き、地域のあり方・取り組みを検討していく取り組み。
※3　あんしん箱とは、本人の既往歴・服薬状況・緊急連絡先等の情報と避難・入院先で必要な備品をひとまとめに保管しておける段ボール製のツール。対象者・希望者の把握は民生委員が

実施。調査により、事業開始前に想定していた3倍の900人がひとり暮らしの高齢者、高齢者世帯であることが分かり、現在、1,200人以上が活用している。

人口減少、地縁の希薄化、社会的孤立、買い物困難。こうした社会や地域の

課題が明らかになる中で、匝瑳市では、市内11の地区社会福祉協議会と匝

瑳市社会福祉協議会が地区や住民に働き掛け、見守りや支え合いを築き直

し、誰もが安心して生き生きと暮らすことのできるまちづくりを進めています。

今回は、地域福祉フォーラム、安心生活創造事業などを通じた地域づくりの

展開を中心に紹介します。

※2

※3

※1

ハリキリ戦隊ソーサマンは、匝瑳市民のために活躍
しています。匝瑳市の平和を守る「ソーサレッド」、環
境を守る「ソーサブルー」、健康を守る「ソーサイエ
ロー」の3人そろって（一人前）の「ソーサマン」です。

表 紙 解 説

匝瑳市 人口 39,454人 高齢化率 28.4％

豊栄地区 3,946人 21.3％

須賀地区 3,421人 27.1％

地域DATA（2013年4月1日現在）

匝瑳市

日頃の見守り・支え合いを築く
 匝瑳市社会福祉協議会

　匝瑳市社会福祉協議会（以下、匝瑳市社協）と11地区社会福祉協議会（以下、地区社協）はいきいきサロン、
サテライトデイサービスなどの取り組みを展開しています。「地域福祉フォーラム」には、これまで5地区が取り組み、
地区の協働の推進体制の設置などを進め、平成22年度からは民生委員と連携して「あんしん箱事業」を展開
しました。また、平成24年度からは厚生労働省のモデル事業である「安心生活創造事業」を開始しています。
　匝瑳市では全11地区で安心生活創造事業を展開。見守り支援「要援護者台帳作成事業」と買い物支援
「宅配電話帳事業」を行い、地域の支援体制と支援を継続していく仕組み作りを目指しています（見守りの対象

は、①70歳以上のひとり暮らしの高齢者、②75歳以上の高齢者世帯、③障害のある人、④そのほか見守りが必要と思われる人）。
具体的な進め方は各地区で話し合い、自分たちの地区に合った方法で取り組みを展開しています。

　買い物支援は全市域の範囲で進めています。地域の商店が「そうさ見守り協力店
（仮称）」として買い物が困難な人の宅配ニーズに応えるとともに、日頃の生活で要援
護者に変化を感じることがあれば安否確認などにつなげる体制づくりを目指していま
す。同時に地域活性化につなげたいという思いもあります。市社協・商工会・市が協議
し、対象店舗を選定。市社協職員が地域の商店を訪問して事業の参加希望を確認し
ます。現時点で91店舗が協力店となっています。今後、要援護者に宅配電話帳を配
布し、買い物支援を開始する予定です。
　今後の重点課題は、協力者の確保などです。事業全体で要援護者は1401人登録し
ていますが、協力者は延べ1477人、実人数は685人です。
　「こうした現状を地域に返して、住民と一緒に考えていきたい」と匝瑳市社協事務局長の木野則男さんは言います。
　また、調査を通じて、情報から取り残されている人が少なくない状況が明らかになりました。同時に住民票とは違う居住地で暮らして

いる人や家族が複合ニーズを持っている世帯などの住民の困り事や地域の課題が
発見されることもありました。住民主体で課題解決が困難な場合には市社協とも相談
しながら本人と地域と一緒に課題解決を目指します。
　「地域の状況把握、情報共有を地域の目によって実施したことが多くのニーズを
キャッチする基盤構築には肝要でした」と匝瑳市社協地域福祉班の高橋永さんは言
います。
　さらに、宅配電話帳だけでは買い物支援や見守りをカバーしきれない状況もありま
す。互いに助け合い、地域に暮らし続けるためのつながりと知恵を出し合う取り組みを
進めています。

　豊栄地区には農業が盛んな地域、新興住宅地、公営住宅があり、中には高齢化率が50％を超える集落もあり少子高齢化が進
行しています。
　同地区では、豊栄地区社協が中心となって安心生活創造事業を推進し、平成24年10月から要援護者台帳作成を開始してい
ます。6人の民生委員が担当地域の対象者を一軒、一軒訪問し、本人の意向を確認していきました。地区社協では、これまでに高
齢者に防災ライトラジオを配布する事業、あんしん箱の配布を進めており、そのつながりが今回の取り組みに大変有益でした。

　しかし、地区内の公営住宅では住民の転出入があり、住民も近隣の状況を把握し
きれていない状況がありました。そこで公営地区のサテライトデイサービスに参加して
いる人たちの中でリーダー的な存在の人と話し合い、彼らに推進役（高齢者グループ
のチーフ）として協力してもらい、民生委員と共に要援護者の把握と同意確認を進め
る工夫をしました。
　こうして事業開始から約2カ月後には、本人から聞き取りをした情報を基に「要援護
者台帳・マップ」を作成することができたのです。
　今後も、この事業の周知と要援護者の把握を続け、さらには各関係団体と協働の
下、地域全体で活動を進めていく予定です。

豊栄地区の取り組み　～安心生活創造事業～

豊栄地区社協会長、豊栄地区民生委員児童委員協議会会長　平山瑞子さん
「当初、『自分たちにできるだろうか』と感じていましたが、事業の目的をみんなで理解する間に意欲が出てきました。その結果、
要援護者台帳・マップの作成後の地区社協総会はとても盛り上がりました。それぞれに達成感を感じてくれたのだと思います」

　須賀地区では平成23年度から地域福祉フォーラムを開始しています。話し
合いの結果、同地区地域福祉フォーラムでは、普段の見守り、近所の付き合い、
人と人の絆を深めていくことが目標になりました。主な事業として高齢者の居場
所づくりとして、ふれあいサロンの新設や引きこもり予防としてのバスハイクを実
施しました。また、サテライトデイサービスに参加している高齢者の方が小学1・2
年生に昔の遊びを教えたり、給食を一緒に食べたりするなどの世代間交流事
業も行いました。
　また、地域福祉フォーラムを基盤として安心生活創造事業に取り組んだこと
により、より地域が活性化するなどの相乗効果を得ることができました。
　事業を通して、地域住民の状況が見えてきた反面、地域の方々には私たち

の活動を伝えきれていないという課題も明らかになりました。平成25年度からは周知の範囲を広げていくことを目標にしています。
　5年・10年後に、地域でどのように支え合っていくのか、今から考えるために、見守り合い・支え合いの地域づくりを一歩一歩進めよ
うとしています。

地域福祉フォーラムにも取り組んでいます！　～須賀地区～

須賀地区社協委員、同地区民生委員児童委員協議会会長　鈴木勇さん
「地域の各団体の皆さんに周知し、同じ認識を持てるようになれば、協力者も出てくると考えています。若い人たちも何かした
いという意識を持っています。まずは、ちょっと顔を見に行ったり、縁側でお茶を飲んだり、そうした関係を作っていきたいです」

同市社協地域福祉班
高橋　永さん

匝瑳市社協事務局長
木野則男さん

そう      さ        し
地域の福祉

活動フィールド
スタディ
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武居　敏 氏

県民の日　山武地域行事
「九十九里ビーチフェス」に出展！
　5月25日に九十
九里町片貝中央
海岸にて開催され
た「九十九里ビー
チフェス」において、
本会および山武管
内市町社協は、成
田国際専門学校、城西国際大学と連携して「福祉の“魅力”
を感じてみよう！」をテーマに福祉関係ブースを出展しました。
　ブース内では災害ボランティアに関するパネルの展示、山
武管内市町社会福祉協議会の活動紹介のほか、「やさしい
介護（快互）教室」や「福祉のしごと出張相談会」を開催しま
した。会場内では、地元の食材を使ったグルメで山武地域
No.1を決定する「さんぶNo.1クランプリ2013」や取りたての野
菜、水産加工品の即売をする「ビーチマーケット」などのイベ

ントも行われ、大
いに賑わいまし
た。最優秀グラン
プリには密漁船
のはまぐり丼が
輝きました。

経営者セミナーを開催しました
　6月11日、オークラ千葉ホテル
にて「平成25年度千葉県社会
福祉法人経営者協議会経営
者セミナー」が開催されました。
冒頭、厚生労働省 生活困窮者
自立支援室長 熊木正人氏か
ら「生活困窮者自立支援法」の
具体的な内容についての説明

がありました。
　その後、社会福祉法人さくま 理事長であり全国社会福祉
法人経営者協議会 副会長の武居敏氏より「いま社会福祉
法人に求められていること～社会貢献と生活困窮者への支
援」をテーマに講義が行われました。武居氏は「現在、社会
福祉法人では内部留保の問題が指摘されており、生活困窮
者への支援については中間的就労としての就労機会の提

供や大阪府内で
実践されている社
会貢献事業（相談
支援活動）等の取
り組みが期待され
ている」と熱く語り
ました。

小中学生福祉体験学習会
～介助犬がやってくる～
● 日時
● 場所
● 参加方法

● 内容

● 問合せ先

8月1日（木）13:30～15:30
横芝光町　町民会館
小中学生…各学校へ参加申込書を提出
一般…社協へ電話にて申し込み
介助犬を知ろう、介助犬についての講話、デモンストレー
ションなど
横芝光町社会福祉協議会　　0479-80-3611

身障者のための無料運転教習
自動車運転免許を取得したい身体障害者に運転教習を行っています。
● 訓練期間
● 場所

● 対象

● 内容

● 問合せ先

3カ月（入所日は1、4、7、10月初め）
身体障害者運転能力開発訓練センター（東園：あずまえん）
埼玉県新座市堀ノ内2-1-46
公共職業安定所に求職登録している身体障害者の方で、
就職活動中の人。または免許取得により職業生活の安定
が期待される就業中の人で事業主が入所を承諾した人
教習期間中の教習費は無料（但し、検定料などの一部
自己負担あり）、寮あり、申し込みの締め切りは前月10日、
詳細は下記まで　　
身体障害者運転能力開発訓練センター（東園）　　 
　 048-481-2711

中核地域生活支援センター大会 in 2013
● 日時
● 場所
● 参加費
● 参加方法
● 内容

● 問合せ先

7月20日（土）10:00～16:00
千葉市蘇我勤労市民プラザ　多目的ホール
500円
7月10日までに申込用紙をFAX、メールで申し込み
生活困窮や社会的孤立を生みだす要因、今、何を課題
として捉え、どう活動すべきなのかを考える
さんぶエリアネット　 　0475-53-5208

とうがねボランティアセンター夏まつり
● 日時
● 場所
● 内容

● 問合せ先

8月3日（土）10:00～14:00
東金市保健福祉センター
ステージ、遊びの広場、各種模擬店、農大による販売、
映画、骨密度チェック、おにぎりづくり体験など
東金市ボランティアセンター　　0475-52-5198

～経営支援アドバイザー派遣事業のご紹介～
　千葉県社会福祉協議会では福祉施設や事業所の経営の安定と改善に向けた支援として中小企業診断士を派遣し、人事労
務や経営、財務、人材確保や定着などについてアドバイスを行っています。
　今回は、平成24年度に本事業を受診した社会福祉法人清峯会の鈴木将理事長に受診の感想を聞きました。

Q1 本事業を受診したきっかけについて教えてください。
A 私どもの法人では、特別養護老人ホームやデイサービスな

どの事業を実施しています。平成23年度一部の事業で赤
字となりました。赤字になるということは同時に介護の質の
低下も危惧されるため経営の見直しが必要だと思い、受診
を決めました。

Q2 申し込みから診断までの手続きはいかがでしたか。
A 特に面倒な手続きはなく、申し込みは簡単でした。実際に経

営診断を受けるに当たっては、会計関係の書類を用意する
ことと職員とのヒアリングを設定するなどの準備をしました。

Q3 経営診断を受けて変化はありましたか。
A 診断結果は非常に的確で抱えている課題が明らかになりまし

た。また、結果を全幹部職員に配付し、経営会議を立ち上げ
ました。指摘事項についてすぐに改善することはできませんが、
会議を重ね少しでも経営が良くなるように努力しています。

Q4 本事業全体を通しての感想を教えてください。
A 通常でここまでの経営診断を受けるとなれば費用の負担は

大きいと思うので、これを無料で受けられたことは大変ありが
たかったです。職員へのヒアリングに少し抵抗を感じるかもし
れませんが、施設の経営を見直すことはとても大切なことだ
と思います。

福祉施設・事業所の皆さん！ 経営診断してみませんか？

本事業に関するお問い合わせは…
千葉県社会福祉協議会　福祉サービス事業部　福祉施設経営支援班
社会福祉施設経営相談室　TEL043-245-4450 まで
※なお、平成25年度については7月以降順次受付開始予定です。

第1回「福祉のしごと就職フェア・inちば」
● 日時
● 場所
● 対象

● 内容

● 問合せ先

7月21日（日）13:00～16:00
幕張メッセ国際会議場　コンベンションホール他
社会福祉施設（事業所）等への就職希望の方
（平成26年3月卒業予定の学生を含む）
求人のある施設・事業所と個別面談、福祉の仕事に
関する各種相談や福祉人材センターの求職登録
千葉県福祉人材センター　 　043-222-1294

理事長の鈴木将さん 都苑

四街道市社協まつり
● 日時
● 場所
● 内容

● 問合せ先

10月20日（日）10:00～14:00
四街道市総合福祉センターおよびその周辺
社協やボランティア活動のPR、福祉作品の展示、関係
団体による出店、市内最大規模のバザーなど
四街道市社会福祉協議会　　043-422-2945
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社会福祉法人太陽会
千葉県中核地域生活支援センター
ひだまり
コーディネーター　田中典仁さん

　現在、千葉県中核地域生活支援センターでの仕事は3年
目になります。以前は、特別養護老人ホームやデイサービスに
勤務していました。デイサービスで利用者の方を送迎している
とご家族や地域の方から福祉に関するいろいろな相談を受け
ました。そこで総合的に相談を受けることができる仕事がした
いと思っていたところ、今の仕事に出会いました。千葉県中核
地域生活支援センターに寄せられる相談は福祉に関する内
容に限らず離婚問題や消費者相談など多岐にわたっており、
世帯全体を支援することが多いです。仕事は思っていた以上
にハードですが、とてもやりがいがあります。

　CSW専門研修は、職場の先輩から勧められて受講しまし
た。5日間のプログラムの内容はとても充実していました。この
研修を受講して課題を分析する力が強くなりました。また、地
域にも視野を広げて仕事をするようになりました。少しの相談
からそこに隠れているニーズを引き出していかなければならな
いと思っています。
　地域の課題解決には課題を広く捉え、さまざまな関係機関
と連携をしていかなければならないと思います。安房地域は若
者離れが進み、新たな社会資源を開発していくことはとても
難しいことだと思いますが、それらを問題提起していくことも
CSWとしての大切な役割だと思っています。
　これからもいろいろな人との関わりを大切にしてネットワーク
を広げていきたいと思います。また、私の原点は高齢者福祉
にあると思っていますので、高齢者の分野についてさらに専
門性を高めていきたいと思っています。そのために第一の目標
として介護支援専門員（ケアマネジャー）の資格取得を目指し
ています。

千葉県中核地域生活支援センター
　子ども、障害者、高齢者等誰もが、ありのままにその人らしく、地域で暮らすことができる地域社会を実現するために、24時間365日体制で福祉サービスの
コーディネート、福祉の総合相談、権利擁護を行い、地域住民の福祉向上を図ることを目的として千葉県が独自に設置しています。県内には13カ所の中核地
域生活支援センターがあります。

※コミュニティソーシャルワーカー（CSW）とは…地域の中で困りごとを抱えている人の課題解決に向けて関係機関と連携を図りながら支援しています。また、地域に必要なサービ
スを開発したり、地域の中で活動している人や団体などを結び付けたりすることでより暮らしやすい地域の仕組みづくりをする役割も担っています。

　いんば学舎オソロク倶楽部は木々に囲まれた自然豊かな場所にあります。
 明るい店内に入ると焼きたてのパンやピザのいい香りとそこで働くメンバー
（利用者）さんたちの素敵な笑顔が出迎えてくれます。オソロク倶楽部では
ピッツァレストラン・パン工房の運営、農作業を主な活動としています。より
多くのお客さまに足を運んでもらえるよう季節に合わせてメニューを変えてい
るそうです。
　土曜日は満席になることが多いので開店と同時のご来店をお勧めします。

ＤＡＴＡ
◉住所　〒270-1337　印西市草深４８５-３
◉電話　0476-36-7555（予約はこちらまで）
◉営業時間
ピッツァレストランPIZZERIA OSOROKU 
11:00～15:30（木曜日　11:00～14:30） ※L.Oは各終了時間の30分前
石窯パン工房　オソロク倶楽部　
11:00～17:00（木曜日　11:00～14:30） ※売り切れ次第閉店
◉定休日　日・月曜日（祝祭日は不定休）

隠れたニーズを引き出す

※

いきいきはたらくいきいきはたらく

【平成２５年４月から『障害者優先調達推進法』がスタートしました】
　この法律は、障害者就労施設で就労する障害者や在宅で就業する障害者の経済面の自
立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公機関が物品やサービスを調達す
る際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するための法律です。

①オソロク倶楽部外観  ②ピッツァレストランで働くメンバーさん
③自家製ベーコンサラダ（800円）  ④食べログベストレストラン2010を受賞しました
⑤職員さん手作りのかわいい看板もお出迎え
⑥12時30分～13時頃にはすべてのパンが焼き上がります。
⑦大好評のマルゲリータ（単品900円）にオソロク産ナストッピング（＋100円）

このコーナーでは県内の障害者就労施設を紹介します。
今回は印西市の「いんば学舎・オソロク倶楽部」をご紹介します。
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