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社会福祉法人千葉県福祉援護会
千葉市あんしんケアセンター蘇我
（地域包括支援センター）
センター長・社会福祉士

仲野勢津子さん

人との縁を大切に、自分からつながっていくこと
平成23年4月から千葉市あんしんケアセンター蘇我で仕事
をしています。
もともと老人保健施設の事務職として働いてい
ましたが、
自分も認知症の利用者の相談が受けられるように
なりたいと思い社会福祉主事の資格を取り、
さらに社会福祉
士の資格も取って、現在の法人の特別養護老人ホームで生
活相談員の仕事をしていました。
2年前、法人内の異動により地域包括支援センター
（以下、
包括センター）
の仕事に変わりました。すぐに感じたのは
「包括
センターの仕事は地域の中でする仕事だ」
ということでした。
こ
れまでやってきた施設内での仕事とはやり方が違うと実感し、
地域の中で役割を果たすための必要なスキルを身につけたい
と思い、CSW専門研修を受講しました。
5日間のプログラムはグループワークが中心でした。
さまざま
な職種の方がおり、
いろいろな角度から発言があって非常に

勉強になりました。地域には自分の知らない人材や資源がた
くさんあることを学び、
自分もそうした人たちとつながっていかな
ければいけないと感じました。特にネットワークづくりという視点
は研修を受けるまでは考えていないことでした。
この研修は
「自
分も地域でやらなければ！」
と思うきっかけになったといえます。
研修を受けてからは、
自分から
「つながろう」
と具体的に動く
ようになりました。例えば地区の民生委員の定例会に出席す
るようになり、
もっと地域の方に自分の顔を知ってもらいたいと、
どんどん地域に出ていくようになりました。包括センターは高齢
者の相談が中心ですが、地域の皆さんには困っていることの
相談だけでなく、地域づくりを進めるときにもぜひ相談してほし
いと思っています。
「もっと自分たちを利用してください」
と言い
たいです。
これからも地域の中で
「人との縁」
を大事にしながら頑張って
いきたいと思います。
それにはまず笑顔が大切だと思っています。
相手の笑顔を引き出すた
めには自分が笑顔になる
ことが大事だと思い、職
場のみんなと笑顔美人の
体操をしています。笑顔
いっぱいの包括センター
に遠慮なくご相談ください。
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地域包括支援センターとは…
地域で暮らす高齢者の身近な相談窓口として平成25年4月時点で県内に139のセンターが設置されています。介護予防や総合相談・支援、権利擁護な
ど、福祉や保健医療などに関して総合的に支援する地域の中核機関です。千葉市は
「あんしんケアセンター」
という名称で設置しています。

い き い き はたらく

❶

❷

このコーナーでは県内の障害者就労施設を紹介します。
今回は千葉市緑区の「お菓子工房はぁもにぃ」
をご紹介します。
お菓子工房はぁもにぃは2012年千葉市緑区土気町にオープンしました。一つ一つ丁寧に
真心を込めて作られたお菓子は、余分なものを一切使わず、シンプルで厳選された体に優し
い原料を使い、作り手のこだわりが感じられ、食べた人を幸せな思いにしてくれます。

❸

はぁもにぃのお菓子は、運営主体である特定非営利活動法人はぁもにぃがおゆみ野にオー
プンしている「Community Cafe♭（コミュニティカフェ ふらっと）」に設置している対面販
売コーナーで常時販売するほか、地域のイベントなどでも定期的に出張販売しています。ぜ
ひ一度ご賞味ください。
また、年4回はぁもにぃのオリジナルスイーツ2種、お菓子ブランド「3時」の季節のスイーツ2
種と季節のフレーバーティーが入ったスイーツギフトが届くスイーツギフト会員も募集しています。 ①おゆみ野のCommunity Cafe♭
②焼き菓子（各110円税込）とプリンセスぷりん（350円税込）
ＤＡＴＡ
③清潔な工房で丁寧に作業
【お菓子工房はぁもにぃ】
④届くのが楽しみなスイーツギフト
◉住所 〒267-0061 千葉市緑区土気町1727-4
◉営業時間

10:00〜16:00

◉定休日 土・日・祝日 ◉HP

http://okashikoubou.com

【Community Cafe♭
（ふらっと）
】
（お菓子のお問い合わせはこちらまで）
◉住所 〒266-0031 千葉市緑区おゆみ野6-27-4 おゆみ野プラザB棟
◉電話番号

043-497-4375

◉営業時間

◉定休日 日・月・お盆・年末年始

◉HP

11:00〜17:30
（ランチ11:30〜14:30）

http://cafe-ﬂat.com/

❹

通学する子どもたちを見守る一宮町のイメージキャラクター、一宮いっちゃん
（P5）

ご存じですか？
【障害者の働く場に対する発注促進税法】
この税法は、障害者が働く施設などへの発注額が増えた場合に、発注
を行った企業に対して法人税法等の税制を優遇するものです。詳しくは、
厚生労働省ホームページ
（http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/zeisei/）
を
ご覧ください。

社会福祉法人千葉県社会福祉協議会

〒260-8508

千葉市中央区千葉港4番3号

TEL043-245-1101

FAX043-244-5201

http://www.chibakenshakyo.com
広報誌「福祉ちば」の発行には、一部共同募金の配分金を充当しています。

特集
第８２回全国民生委員児童委員大会、千葉県で10月に開催！
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【訂正】本誌No.158
（2013年7月1日発行）
P.2の図にPDACとあるのはPDCAの誤りでした。お詫びして訂正いたします。
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第８２回全国民生委員児童委員大会、千葉県で10月に開催！

佐倉市根郷地区民児協の取り組み

また、第82回全国民生委員児童委員大会が平成25年10月10日から2日間にわたって千葉市の幕張メッセで開催され
ます（一般の方の参加不可）。千葉県では初めての全国大会の開催であり、千葉県社会福祉協議会は主催者の一員とし
て開催に臨みます。さらに、平成25年12月1日には3年に1度の民生委員の一斉改選を迎えます。
今回は地域を支える民生委員・児童委員の活動を特集します。

民生委員とはどういった立場、役割なのか？
①民生委員ってどういう人なの？

⑤どんな役割を担っているの？

民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱を受けた特別

自らも地域住民の一員として、地域の誰もがありのままにそ

職の地方公務員という立場です。無報酬のボランティアとして

の人らしく暮らすことができるよう相談に応じ、必要な支援が

活動しています。

受けられるよう行政や専門機関などとのパイプ役になります。

②どうやって選ばれているの？

⑥具体的にどんな活動をしているの？

市町村に設置された民生委員推薦会からの推薦を受けた都

例えば高齢者や障がい者の見守りや安否確認、子育て支援、

道府県・指定都市・中核市の長が厚生労働大臣に推薦し、厚

失業や経済的困窮などによる生活上の心配ごとなど、さまざま

生労働大臣が委嘱して民生委員となります。

な相談に応じています。町会・自治会や地区社協などと協力し

③任期はあるの？

た地域福祉活動にも関わり、災害時要援護者の支援でも重要な

３年です。３年ごとに一斉改選があり、再任も可能です。次

⑦児童委員、主任児童委員ってなに？

の任期は平成２５年１２月１日からです。

民生委員は児童福祉法に基づき、児童委員を兼ねています。

④地域にどのぐらいの民生委員がいるの？
配置基準は次の通りです。また、市町村の一定区域ごとに
民主委員の組織として「単位民児協」が設定されています。
区 分
東京都区部・指定都市
中核市・人口10万人以上の市
人口10万人未満の市
町村

1人当たり
220〜440世帯ごと
170〜360世帯ごと
120〜280世帯ごと
70〜200世帯ごと

役割を果たします。

そのほかに子どもや子育て世帯への支援を専門に担当する主任
児童委員がいます。

⑧相談した秘密は守られるの？
民生委員法第15条により守秘義務が課されています。民生委
員は相談内容や個人の秘密を守ります。安心して相談してくだ
さい。

いのち

中学校との連携による「生命の授業」は大好評！
︻ 基 礎 デー タ ︼

民生委員・児童委員（以下、民生委員）の活動をご存じですか？ 日頃、身近な地域でさまざまな社会福祉や生活上の
困りごとの相談・支援などを行っている民生委員。実際はどういった人が、どのような活動をしているのでしょうか。

柏市西原地区民児協の取り組み

自治会と連携・協働した民生委員活動を積極展開中！
︻ 基 礎 デー タ ︼

民生委員・児童委員のマーク

地域を支える民生委員・児童委員の
活動をご存じですか？

民生委員と地域との関わり、民児協の取り組み

民児協：民生委員28名
（うち主任児童委員2名）
地域概況：人口約2万5千人
高齢化率約18％
小学校3、中学校2

根郷地区民児協では、高齢者の
見守り活動や友愛訪問などに加え、
小林 眞智子 さん
民生委員が一丸となって「子ども
にとって安心・安全なまちづくり」に取り組んでいます。
登下校時の見守りや朝のあいさつ運動、美化活動、周辺パ
トロールなどのほか、地域のネットワークづくりも進めてい
ます。
また、民生委員の活動をもっと知ってもらおうと、広報
紙「やまゆり」を年３回発行してＰＲ活動も行っています。
地区会長の小林眞智子氏は自治会と連携・協働した民
生委員活動を積極的に展開しています。例えば、自治会館
を利用していきいきサロンやカフェを開き、地域住民の交
流や居場所づくりを進めています。夕方から始まるユニー
クな「ふれあい居酒屋」も月１回開いています。また、担当
地区の自治会に加入する２８９世帯の世帯状況を把握する
ため、要援護者かどうかに関わりなく全世帯に自治会独自
の福祉票を配布し、ほぼすべての世帯から提出を受けてい
ます。自主防災会の一員として要援護者のマップづくりに
も関わり、現在は「救急医療情報キット」の全世帯配布に
向けた取り組みを進めています。
小林会長は「民生委員は自治会をはじめ行政や社協、関
係団体などと連携・協力して活動することが重要です。地
域を支えるには民生委員だけでなく、地域の中で協力して
くれる人を増やしていくことが大切です。これからも地域の
パイプ役となって災害
時にも助け合える安心
で豊かなまちづくりを進
めていきたいです」と話
されました。

西原地区民児協の特徴は地元の
西原中学校と連携した活動です。
大久保 千鶴子 さん
主任児童委員が中心となって行っ
ている体験学習「生命の授業」は、地区社協が運営する
子育てサロンに参加している親子に協力してもらい、中
学２年生を対象に赤ちゃんを抱っこしたり、子どもと直接
触れ合う内容です。生徒たちは恥ずかしがりながらも一
生懸命で、当日は生命の大切さを実感できる楽しい時間
となります。また、中学生が育てた鉢花を民生委員と中学
生が一緒にひとり暮らし高齢者に届ける「訪問ボランティ
ア活動」も年２回行っています。
民児協ではこのほかひとり暮らし高齢者の誕生日に合
わせた友愛訪問や、地区社協と協力した高齢者の日帰り
バス旅行、子育てサロンへの協力なども行っています。
バス旅行は毎回大型バス２台を使う大人数となりますが、
参加者の見守りやいきがい作りにつながるよう民生委員
も全員が参加して協力しています。
地区会長の大久保千鶴子氏は「いろいろな人との出会
いが民生委員の活動を続ける上で一番のエネルギーに
なっています。特に高齢者に対する強い思いがあってこ
こまでやってこられました。民生委員をやってきて良かっ
たことは自分を待っていてくれる人がいるということです。
これからも地域でアンテナを張りながら、地域の人たちが
安全・安心に暮らせるまちづくりのためにがんばっていき
たいです」と話されま
した。

朝のあいさつ運動

千葉県民生委員児童委員協議会 大野トシ子会長へのインタビュー
Ｑ 民生委員の活動について簡単に教えてください。
Ａ 民生委員はお腹の中の赤ちゃんからお亡くなりになる
までの全ての方のために活動しています。民生委員は
福祉についてのよろずやです。どんな内容のお話でも
聞かせてもらっています。
Ｑ 民生委員のやりがいはどのようなことですか。

民生委員・児童委員に関するお問い合わせは

（公財）千葉県民生委員児童委員協議会
電話 ０４３-２４６-６０１１
HP http://www.chiba-minkyo.or.jp
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全

Ａ 今回、第82回大会を千葉市とともに千葉県で初めて
開催することになりました。たくさんの話し合いを重
ね、いろいろなご意見をいただきながらようやく開催
を決めました。開催が決まると皆さんが積極的に協力
してくださり、大変感謝しています。全国からお越し
になる民生委員の皆さんを千葉県らしく真心でお迎え
したいと思っています。
Ｑ 読者の方へメッセージをお願いします。
Ａ 民生委員はいつもあなたのそばにいます。地域のため
に頑張るお節介焼きのおじさん、おばさんですので、
ささいなことでも遠慮せず、ぜひ相談してください。

国

千葉県・千葉市（定数）

活動実績（全国件数）
（厚生労働省平成23年度福祉行政報告例より）

民生委員の数

約23万人（男性40％・女性60％）

8,799人

相談・支援件数

約711万件

うち主任児童委員の数

約2万1千人

815人

調査・実態把握

約610万件

単位民児協の数

10,880団体

400団体

地域福祉活動・自主活動

約843万件

地域を見守り、住民の身近な相談相手として活躍している民生委員。今回は県内２地区の民児協の活動を紹介しま

大野 トシ子 さん

まとめ

Ａ 「あなたが私の担当民生委員でよかった」と言っていた
だけるときにやりがいを感じます。

「生命の授業」の様子

民生委員データ（全国は平成24年度全民児協調べより、千葉県・千葉市は25年4月1日現在）

Ｑ 全国大会を開催するにあたっての会長としての思い
や意気込みをお聞かせください。

民児協：民生委員22名
（うち主任児童委員2名）
地域概況：人口約1万7千人
高齢化率約23％
小学校2、中学校1

したが、共通していたことは「住民の福祉の実現に向けて民児協が一丸となって取り組んでいる」ということでした。
民生委員の活動は見守りや安否確認、相談支援にとどまらず、サロン活動や子育て支援など多種多様です。孤立や
生活困窮の社会問題が深刻化する中、民生委員の役割は今後増々大きくなるものと考えられます。地域福祉を推進
する社会福祉協議会をはじめ関係機関などは、民生委員の役割を十分理解した上で、連携・協力して取り組みを進め
ることが重要ではないでしょうか。

Fukushi Chiba Sep 2013
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助け合いの地域づくりをみんなで

ディ
ルドスタ
フィー

地域

活動
の福祉

した。地域福祉フォーラムは、他の地区と同じように、防災・防犯と共に地域のニーズ発
掘・地域に必要な取り組みを話し合うことから開始しています。そして、平成23年から、地

一宮町社会福祉協議会

域の子どもも大人も一緒になって遊び・学び・実践する「にこにこ広場」を開始。今では月
1回の地区恒例の集まりとして定着しています。

一宮町内の全５地区では、平成20、21年度に地域福祉フォーラムの取り組

袖だこ作り

みを開始しました。各地区で住民たちが話し合いを重ねながら、地域のニーズ

発案者は、教職を定年退職後に区長・西部地区社協委員を務める河野敏夫さん。にこに
こ広場を始めた背景や経緯を河野さんはこう話します。「子どもたちに西部地区で生まれ

育って良かったなと感じてもらいたい。そのためには、地区の子どもの成長を地区の大人が見守り、子どもたちに大人の良

を掘り起して、できることから自分たちで解決していこうと動き出し、５地区そ

いところを見せよう、地元では多くの人が活躍していることを知ってもらおうと思いました。それが子どもたちの自信にもつ

れぞれのペースで各地区ならではの取り組みが始まっています。

ながっていくでしょうし、誇りと愛着のある西部地区であれば地区を継いでいってくれると思い、取
り組みを始めました」。

一宮町社会福祉協議会と一宮町は、財源も含め５地区をバックアップ。地

開催日は毎月第3日曜日。会場は地区内の集会所など。現在約40人の園児・児童・中学生が登録し、

域福祉フォーラム終了後も各地区は取り組みを継続しています。

大人は毎回20〜30人ほどが集まるそうです。

一宮町は昭和28年に一宮町と東浪見村が合併して誕生し、旧一宮町域に４地区（市街・西部・東部・北部）、旧東浪見村域
に１地区（東浪見）の小地域があります。町内には小学校が2校（一宮小学校と東浪見小学校）、中学校が1校（一宮中学校）
あります。
一宮町社会福祉協議会（以下、一宮町社協）では、平成18年度から基本域（全町域）で地域福祉フォーラムを実施し、全町
の共通の課題である「防災・防犯」に取り組みました。平成20、21年度から始まった５地区での地域福祉フォーラムでは、共通
テーマの「防災・防犯」に加え、各地区にあるニーズの発掘とその解決に取り組むことになりました。

③活躍する地元の大人たちの話を聞く、④いろいろな遊びを体験し、地域に伝わる伝統に触れる、の
4つの柱に沿って活動しています。カレー作り、昔の遊び、餅つき大会、講演会（地域の大人が講
師）など、子どもも大人も一緒に集い、地域での暮らし・つながりを楽しんでいます。
西部地区は子育て世帯の転入者が多い地区でもあります。転入してきた子どももその保護者も参

地域福祉フォーラムに取り組んだことで、各地区の小地域活動が活発になってきて

東浪見地区は町の南部の沿岸部に位置します。東浪見地区社会

います。

福祉協議会（以下、東浪見地区社協）が中心となって平成20年度か

町では、各地区の地域福祉フォーラムの活動を評価し、県の助成期間が終了した４

ら地域福祉フォーラムに取り組みました。
当時の東浪見地区社協の主な事業は、地区内10区で開催している

年目以降も町として独自に活動助成することで支援し、平成25年度からは町社協の助

災害に備えたオイルランプ作り

成事業として地域福祉フォーラムの活動支援を継続しています。

いきいきサロンや友愛訪問でした。地域福祉フォーラムを機会に、①地域のニーズの発掘、②ニーズ
に応える活動の展開、③地域活動・社協活動への参加促進に取り組むことにしました。１年ほど話し
合いを重ねた後、具体的な動きが始まります。防災・防犯では、①高齢者への救急医療情報キットの
配布、②災害福祉マップづくり、③災害時要援護者の把握、④ボランティア研修・避難訓練等を展開

東浪見地区社協会長
三枝貫治さん

しています。同時に、東浪見小学校とのタイアップによる取り組みを開始しました。地区は東浪見小

学校を中心にまとまりがあり、子どもたちの見守りという地区のニーズに応え、地区社協の委員たちが動き出したのです。
そして、①子どもたちの登下校時の見守り、②学校支援ボランティア、③世代間交流、④小学校行事・授業への地域の大
人の協力、⑤保育園とのタイアップ、⑥地域行事での児童・保育園児の活躍と、取り組みが広がっていきます。
東浪見地区社協会長を務める三枝貫治さんは「取り組みを開始したら地域の要望が挙がりだし、要望に応えていくと新た
な要望が見つかり、次第に小学校・保育園との交流や地域交流が深まっていきました」と言います。登下校の見守り時に先
生から「マラソン大会を手伝ってもらえないだろうか」「昔遊びを教えてほしい」と立ち話をしながら新たな協働が始まる。
地区社協はその要望に合った地域の人材につなぐ。地域の大人たちが学校に行くと、子どもたちが喜ぶ。「地域の人たちと
一緒に給食を食べたい」という児童の要望にPTAや学校が応えて実現する。全町から各地区での開催となった敬老のつど
いに子どもたちを呼ぶ。このような、地域ぐるみの動きにより、地区の住民の交流が深まっていったのです。
また、地区社協委員が地域のニーズを発掘しようとしている姿を住民が見てくれていて「あの人たちはよくやっているな」
と話し、
一緒に活動する人が増えていったそうです。
●西部地区の展開

に高齢の転入者で地域に溶け込めずに孤立していると思われる人への対応です。町社

西部地区は平成21年度に地域福祉フォーラムを開始しています。その中心的役割を担っているのは西部地区社会福祉協
議会（以下、西部地区社協）です。当時の西部地区社協の主な事業は、地区全域でのいきいきサロンの開催や友愛訪問で
Fukushi Chiba Sep 2013

協では地区社協や関係機関と一体的に見守り移動支援などを進めており、今後も孤立

救急医療情報キット

防止・見守り・閉じこもり防止を強化していく必要があると考えています。一宮町社協

次長の鵜沢敏行さんは「小さな町でも大きな町と同じ問題が起こっ
ているのです。これから地域でどのように見守り合っていくか。小さ
な町では住民と関係者が一体となって動いていくことが重要となり
ます」と言います。また、人口減少などにより老人会やいきいきサロ
ンの継続が難しくなっている地区もあることから、今後住民のいき
がいづくりをどのように進めていくかも課題です。
民生委員でもある三枝さんは「住み慣れた地域で暮らし続けるた
めには助け合いが大切です。傾聴ボランティアや認知症サポーター
と協力して、高齢者やその家族が安心できる地域にしていきたい。
町全体でそういった広がりをつくっていきたいと考えています」と話
されました。

一宮町社協職員の皆さん

一宮町では各地区の取り組みが広がっています。

子どもも大人も共に学び・遊び・実践しながら暮らす

傾向にあります。

一方で今後の課題もあります。まず、孤立防止が町共通の課題となっています。特

し

地域DATA（2013年4月1日現在）
一宮町

西部地区は町の西部にあり、山地が多い地区です。豊かな自然環境に恵まれており、ここ数年転入者が増え、人口は増加
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西部地区社協委員
河野敏夫さん

加しやすく、にこにこ広場の出会いから地区になじんでいく人たちも増えているそうです。

地区で生まれた活動を継続し助け合いのまちづくりを目指す

小学校を中心に地区の交流・助け合いを強める

●東浪見地区の展開

にこにこ広場では、①自主学習や子育て支援と相談、②友だち、家族、近隣との人間関係を広める、

一宮町

人口 12,453人

東浪見地区

3,100人

西部地区

1,775人

高齢化率 28.4％

（左から鵜沢さん、長谷川さん、中山さん、小安さん）

表紙解説
一宮いっちゃんは一宮町のイメージキャラクターで
す。平成22年2月22日生まれの女の子です。
Twitterやってます。 アカウント@1nomi8̲Icchan

Fukushi Chiba Sep 2013
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ちば保育士・保育所支援センターがスタート

NEWS

県社協

C h i b a C o u n c i l o f S o c i a l We l f a r e

梶原コーディネーター

● 日時

福祉教育研究県大会を開催しました
8月20日、淑徳大

千葉県の保育士確保
の新たな取り組みとして、

学千葉キャンパス

千葉県社会福祉協議会

にて「平成25年度

が設置運営する千葉県

千葉県福祉教育研

福祉人材センター内に、

究県大会」を開催

8月6日、
「ちば保育士・保

しました。当日は、

育所支援センター」を開

県内の福祉教育推

設し、
「保育士再就職支援コーディネーター」を配置しました。
待機児童の解消が急務となっている状況の中、質の高い

議会、学校関係者など約200名が参加しました。
冒頭、福祉教育推進指定を受けた習志野市立第六中学

就職支援、②有資格者の就職支援、③研修企画などを実施

校区の方々にインタビュー形式で福祉教育に対する思いを
お話しいただきました。その後、「学校・地域が協働で取

8月2日に開設された専用ホームページでは、有資格者のオ

り組む福祉教育の意義」と題し、国際医療福祉大学の大石

ンライン登録が始まっており、今後、保育に特化した求人・求

剛史先生にご講演いただきました。大石先生は具体的な事

職情報の提供もできるよう準備を進めています。

例を通して学校と地域が協働する必要性を語られました。

後子育て支援に積極的に取り組んでいきます。
問い合わせ

保育士人材バンクがスタート！

千葉県福祉人材センター内 ちば保育士・保育所支援センター

場所

千葉市文化センター3階 アートホール

●

参加費

無料
（定員400名）

●

参加方法 電話・FAX・ハガキにて下記問合せ先まで

●

内容

●問合せ先

実践発表と研究協議が行われ

場所 千葉市中央区富士見2-3-1 塚本大千葉ビル6階

ました。各会場とも熱心に議論

開所日 月〜土曜日 10:00〜18:00

する様子が多く見られました。

●

場所

10月19日
（土）
・11月16日
（土）
10:00〜15:30
10月：千葉市文化センター、
高洲コミュニティセンター、

●

参加費

●

内容

無料
（予約不要）
金銭・土地建物・相隣関係・交通事故・離婚・扶養・相続

◆落語：立川ぜん馬◆基調講演：
「家族を支える認知症医

などをめぐる紛争を裁判所の調停委員
（弁護士を含む）

療」
（講師吉山容正医師）
◆質問・回答コーナー

が、
調停で解決する手続きについて相談に応じます。

〒260-0026 千葉市中央区千葉港4-3
公益社団法人

※訴訟または調停係属中の事件や電話による相談には応じられません。
●

認知症の人と家族の会

043-204-8228

問合せ先 千葉地方裁判所または千葉家庭裁判所 総務課庶務係

千葉県支部

043-222-0165
（代表）

043-204-8256

第2回福祉のしごと就職フェアinちば

（月・火・木13:00〜16:00）

ハンディを乗り越え明日に向かって羽ばたこう！

白石照男と門下生による
ピアノジョイントコンサートVol.2

● 日時

場所

カワイ表参道コンサートサロン
「パウゼ」

●

参加費

一般

●

内容

八街市在住でピアノ教室を主宰する白石照男氏とその門

2000円／障がい者・同伴者

場所

幕張メッセ国際会議場 コンベンションホール 他

●

参加費

無料
（申込不要・入退場自由）

●

内容

福祉のしごとに関する相談コーナー
社会福祉施設等との面談
【同日開催】
福祉のしごとセミナー

1000円

「ケアワーカーの1週間」10:30〜11:45
（受付10:00〜）
幕張メッセ国際会議場

下生で自閉症・視覚障がいがあるお二人のピアノ演奏会。
障がいを越えて聴く人に感動を与えるまで立派に成長した
彼らの、
純粋なピアノへの思いを心に感じ取ってください。
●

主催

カワイ音楽振興会

●

後援

八街市・八街市社会福祉協議会

●

問合せ先 カワイ音楽振興会

11月16日
（土）
13:00〜16:00

●

10月25日
（金）
18:30開演
（開場18:00）

●

教育の指定を受けた21の学校（小学校9校、中学校6校、高
等学校6校）および5団体から

● 日時

鎌取コミュニティセンター

千葉県社会福祉センター3階

● 日時

調停相談会

11月：サンロード津田沼、
八千代市役所、
サンプラザ市原

（申込書は千葉県庁ホームページからダウンロード可）

午後は6つの分散会に分かれ平成23年度から3年間福祉

既に多くの問い合わせをいただいており、センターでは今

10月25日
（金）
13:00〜16:00
（開場12:30）

●

進指定校・推進団体の関係者、市町村・地区社会福祉協

保育士を安定的に確保することを目的に、①潜在保育士の再
していく予定です。

2013年度 世界アルツハイマーデー記念講演会

ひとごとではない 認知症！ Part2
〜認知症サポーター養成講座〜

●

201会議室

問合せ先 千葉県福祉人材センター
043-222-1294

043-222-0774

URL: http://chibakenshaｋyo.net/

03-3320-1671

TEL 043-222-2668 URL http://www.chibahoiku.net/

社会福祉施設経営相談室にご相談ください！
千葉県社会福祉協議会および千葉県社会福祉法人経営者協議会では「社会福祉施設経営
相談事業（会計、労務、法律相談）」を行っています。今回は法律相談を担当されている石塚英一
弁護士にお話を伺いました。
Q1 最近はどういった相談が多いですか？
A

起きてしまったことについて法人に責任があるかどうか、
ある

案件については簡単な報告書も出すようにしています。
もち

いはその対応の仕方に関するものです。事故でなくとも保

ろんご相談いただいた内容は秘密厳守としています。

護者などからのクレームに対してどのように対応したらよい

Q4 法律相談を利用するメリットを教えてください。

かという相談もあります。

A

初期の段階で相談を受けていただくことによって、裁判等大

Q2 どのような時に法律相談を利用したらよいですか？

きな問題となる前に解決できることもあると思います。また、

A

施設内事故、各種契約書のチェック、成年後見、労働問題、

施設経営者の皆様はそれぞれ見識をお持ちだと感じていま

その他何でもお気軽にご相談ください。経営相談では弁護士

すが、法律相談を受けることで、いつもとは違う視点から物

のほか、税理士、社会保険労務士が専門相談に応じており、

事を検討していただけることもあると思います。経営相談を

常設の一般相談には専任の経営相談員が対応しています。

ぜひご利用ください。

法律問題かどうかにこだわらず、窓口にお電話をいただけれ
ば、
ふさわしい専門家に相談することができると思います。
Q3 相談を受ける際、
どういった点に注意して対応されていますか？
A

相談者のお役に立てること、
相談に来て良かったと思ってい
ただけることが一番だと考えています。
そのため事前の調査に
もある程度時間をかけ、
口頭での説明だけでは分かりにくい
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石塚英一弁護士

一番多い相談は、利用者がケガをする等の施設内事故が

Fukushi Chiba Sep 2013

社会福祉施設経営相談専門家相談カレンダー（平成25年度）
月

会計等

労務等

法律

10月

7日 、21日

2日 、16日

9日 、23日

11月

5日 、18日

6日 、20日

13日 、27日

12月

2日 、16日

4日 、18日

11日 、25日

◎相談無料、要予約。予約は043-245-4450 社会福祉施設経営相談室まで

Fukushi Chiba Sep 2013
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シリーズ 8

社会福祉法人千葉県福祉援護会
千葉市あんしんケアセンター蘇我
（地域包括支援センター）
センター長・社会福祉士

仲野勢津子さん

人との縁を大切に、自分からつながっていくこと
平成23年4月から千葉市あんしんケアセンター蘇我で仕事
をしています。
もともと老人保健施設の事務職として働いてい
ましたが、
自分も認知症の利用者の相談が受けられるように
なりたいと思い社会福祉主事の資格を取り、
さらに社会福祉
士の資格も取って、現在の法人の特別養護老人ホームで生
活相談員の仕事をしていました。
2年前、法人内の異動により地域包括支援センター
（以下、
包括センター）
の仕事に変わりました。すぐに感じたのは
「包括
センターの仕事は地域の中でする仕事だ」
ということでした。
こ
れまでやってきた施設内での仕事とはやり方が違うと実感し、
地域の中で役割を果たすための必要なスキルを身につけたい
と思い、CSW専門研修を受講しました。
5日間のプログラムはグループワークが中心でした。
さまざま
な職種の方がおり、
いろいろな角度から発言があって非常に

勉強になりました。地域には自分の知らない人材や資源がた
くさんあることを学び、
自分もそうした人たちとつながっていかな
ければいけないと感じました。特にネットワークづくりという視点
は研修を受けるまでは考えていないことでした。
この研修は
「自
分も地域でやらなければ！」
と思うきっかけになったといえます。
研修を受けてからは、
自分から
「つながろう」
と具体的に動く
ようになりました。例えば地区の民生委員の定例会に出席す
るようになり、
もっと地域の方に自分の顔を知ってもらいたいと、
どんどん地域に出ていくようになりました。包括センターは高齢
者の相談が中心ですが、地域の皆さんには困っていることの
相談だけでなく、地域づくりを進めるときにもぜひ相談してほし
いと思っています。
「もっと自分たちを利用してください」
と言い
たいです。
これからも地域の中で
「人との縁」
を大事にしながら頑張って
いきたいと思います。
それにはまず笑顔が大切だと思っています。
相手の笑顔を引き出すた
めには自分が笑顔になる
ことが大事だと思い、職
場のみんなと笑顔美人の
体操をしています。笑顔
いっぱいの包括センター
に遠慮なくご相談ください。
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検 索

社会福祉法人 千葉県社会福祉協議会

地域包括支援センターとは…
地域で暮らす高齢者の身近な相談窓口として平成25年4月時点で県内に139のセンターが設置されています。介護予防や総合相談・支援、権利擁護な
ど、福祉や保健医療などに関して総合的に支援する地域の中核機関です。千葉市は
「あんしんケアセンター」
という名称で設置しています。

い き い き はたらく

❶

❷

このコーナーでは県内の障害者就労施設を紹介します。
今回は千葉市緑区の「お菓子工房はぁもにぃ」
をご紹介します。
お菓子工房はぁもにぃは2012年千葉市緑区土気町にオープンしました。一つ一つ丁寧に
真心を込めて作られたお菓子は、余分なものを一切使わず、シンプルで厳選された体に優し
い原料を使い、作り手のこだわりが感じられ、食べた人を幸せな思いにしてくれます。

❸

はぁもにぃのお菓子は、運営主体である特定非営利活動法人はぁもにぃがおゆみ野にオー
プンしている「Community Cafe♭（コミュニティカフェ ふらっと）」に設置している対面販
売コーナーで常時販売するほか、地域のイベントなどでも定期的に出張販売しています。ぜ
ひ一度ご賞味ください。
また、年4回はぁもにぃのオリジナルスイーツ2種、お菓子ブランド「3時」の季節のスイーツ2

❹

種と季節のフレーバーティーが入ったスイーツギフトが届くスイーツギフト会員も募集しています。 ①おゆみ野のCommunity Cafe♭
②焼き菓子（各110円税込）とプリンセスぷりん（350円税込）
ＤＡＴＡ
③清潔な工房で丁寧に作業
【お菓子工房はぁもにぃ】
④届くのが楽しみなスイーツギフト
◉住所 〒267-0061 千葉市緑区土気町1727-4
◉営業時間

10:00〜16:00

◉定休日 土・日・祝日 ◉HP

http://okashikoubou.com

【Community Cafe♭
（ふらっと）
】
（お菓子のお問い合わせはこちらまで）
◉住所 〒266-0031 千葉市緑区おゆみ野6-27-4 おゆみ野プラザB棟
◉電話番号

043-497-4375

◉営業時間

◉定休日 日・月・お盆・年末年始

◉HP

11:00〜17:30
（ランチ11:30〜14:30）

http://cafe-ﬂat.com/

通学する子どもたちを見守る一宮町のイメージキャラクター、一宮いっちゃん
（P5）

ご存じですか？
【障害者の働く場に対する発注促進税法】

ご覧ください。

社会福祉法人千葉県社会福祉協議会

〒260-8508

千葉市中央区千葉港4番3号

TEL043-245-1101

FAX043-244-5201

http://www.chibakenshakyo.com
広報誌「福祉ちば」の発行には、一部共同募金の配分金を充当しています。

特集
第８２回全国民生委員児童委員大会、千葉県で10月に開催！

Contents: 目次

【訂正】本誌No.158
（2013年7月1日発行）
P.2の図にPDACとあるのはPDCAの誤りでした。お詫びして訂正いたします。

編集・発行

❷

この税法は、障害者が働く施設などへの発注額が増えた場合に、発注
を行った企業に対して法人税法等の税制を優遇するものです。詳しくは、
厚生労働省ホームページ
（http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/zeisei/）
を

地域を支える民生委員・児童委員の活動を
ご存じですか？

❹

フィールドスタディ
助け合いの地域づくりをみんなで〜一宮町〜

❻
❼

県社協ニュース

❽

届け！私たちコミュニティ
ソーシャルワーカーの思い⑧
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