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地域福祉の充実をめざして、支える心のネットワーク！
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がんばる保育士をサポート！
千葉県保育所等巡回支援事業
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その他、就職支援イベントの
お知らせ

詳しくは

http://www.chibakenshakyo.net/

千葉県福祉人材センター

千葉県内の法人・事業所が多数参加する春の合同就職説明会を開催します。
福祉のお仕事をお探しの方や興味・関心のある方には、多くの法人・事業所から一度にお話を聞ける絶好の
機会です。入場無料、事前申込・履歴書・スーツ不要ですので、ぜひ私服でお気軽にお越しください。

福祉の合同就職説明会福祉の合同就職説明会福祉の合同就職説明会
お知らせの

4月23日土令和
４年 午後１時～

午後４時
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京成ホテルミラマーレ ６階 ローズルーム
［〒260-0014　千葉市中央区本千葉町１５-１］

京成千葉中央駅より徒歩３０秒
ＪＲ千葉駅より徒歩８分

第1回
福祉のしごと就職フェア
ｉｎちば（千葉会場）

第3回
福祉のしごと就職フェア
ｉｎちば（成田会場）

会場

6月25日土令和
４年 午後１時～

午後４時
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ホテルウェルコ成田 本館３階 空
［〒286-0033　成田市花崎町８１８-１］
京成成田駅より徒歩１分
ＪＲ成田駅より徒歩３分

会場

会場

5月21日土令和
４年 午後１時～

午後４時

2

柏の葉カンファレンスセンター ホテル＆レジデンス棟２階
［〒277-0871　柏市若柴１７８-４］

つくばエクスプレス柏の葉キャンパス駅
より徒歩２分

第2回
福祉のしごと就職フェア

ｉｎちば（柏会場）

会場

福祉のしごと就職ガイダンス
「福祉の仕事を知ろう！
～福祉施設職員になるために～」

4月23日土令和
４年

京成ホテルミラマーレ ８階

会場

5月21日土令和
４年

2月7日月～28日月令和
４年

柏の葉カンファレンスセンター
ホテル＆レジデンス棟２階

会場

6月25日土令和
４年

ホテルウェルコ成田 本館３階

福祉のしごと施設説明会
（オンデマンド配信）

※視聴は、千葉県福祉人材センター・ホームページから
　アクセスしてください。

のホームページをご覧ください。

福祉の仕事内容や求められる人
物像などを現場で働いている方
から分かりやすくお伝えします。

千葉県内の施設・事業所の特徴、研修制度の説明、また
職員からのメッセージなどをご視聴いただけます。
もちろん求人情報も！！
［各回、２2法人・事業所が参加予定です。］

第１回

3月7日月～31日木令和
４年第２回 エールちば

災害に備え、地域の力を結集 
県社協ニュース

事業紹介
●ひとり親家庭住宅支援資金貸付
●赤い羽根共同募金　●福祉の合同就職説明会

●寄附者、賛助会員のご紹介

午前9時30分～受付
午前10時～午前11時30分

午前9時30分～受付
午前10時～午前11時30分

午前9時30分～受付
午前10時～午前11時30分

事前
申込制 



どんなご相談をされましたか？
　「子ども主体」って何だろう、どんな保育をすればいいの
だろう、ということについて伺いました。子どもたちや保護
者の方との接し方についても、どうすればいいのかな、と
日々自問自答しています。

松山先生からどんなアドバイスを
いただきましたか？
　「子ども主体」じゃなくて、子どもを真ん中において考え
る「子ども中心」がいいんじゃない？と。想定外のことが起
こったときの対応について、終わった後に「あれで良かった
のかな？」と、何が正解かわからなくなってしまう時がありま
すが、松山先生の保育経験に基づくお話を伺って、私なりに

「子ども中心」の方向性が見えてきたと感じています。
　先生お勧めの、子どもの発達についての専門書も教えて
いただきました。

今回ご相談されていかがでしたか？
　当園の先生に聞いたり話したりすることはありますが、
時間を設けてちゃんと「相談」させていただくのは初めてで
す。松山先生に伺いたい内容を自分の中で整理すること
で、保育について振り返る良い機会になりました。今まで何
となく感じていた問題点を、明確に自覚できたと思います。
またこの巡回相談の機会があれば、ぜひ利用させていただ
きたいです。

どんなご相談をされましたか？
　若手とベテラン保育者の二極化等についてご相談しま
した。たくさんの園児がいる当園では、若手の先生に中堅
以上の先生の保育を見せる機会が少ないため、長い保育
経験の中で実体験したことをどう伝えていくか、ということ
を模索していました。

松山先生からどんなアドバイスを
いただきましたか？
　自分のやり方を教えるというより、一緒に子どもを見て
いて感じたことをその都度伝えていけば良いのでは、とア
ドバイスしていただきました。自分のやり方を教えなくて
は、と気負うのではなく、「今日こんなことがあったから、こ
う対応したよ」とか、「読み聞かせするなら、この本もいい
よ」等、日々気軽に情報交換することが積み重なって、職員
の保育に対する想いが共有できるのだとわかりました。

今回ご相談されていかがでしたか？
　いろいろ頭でっかちに考えてしまっていたと気づきまし
た。管理職としての悩み等もお話ししてすごく気が楽にな
りました。ずっと園の中だけで様々なことに対処している
と、井の中の蛙になってしまうかも知れません。そんな時
に、違った視点からアドバイスをいただけるのはとても助
かります。若い先生にとっても、園内の先生には話しにくい
ことを相談できる良い機会だと思うので、ぜひ定期的に
回っていただきたいです。いろんなことを学べて、松山先生
からパワーをいただきました！

保育のベテランと専門家が保育士と園長先生たちのご相談に応えます！

千葉県保育所等巡回支援 事業
　保育士は子どもの健やかな育ちを支え、保護者や地域の子育て
家庭への支援等を託される仕事です。若い保育士はやりがいとと
もに大きなプレッシャーも感じていることでしょう。子どもが好き
で、より良い保育を目指すひたむきな保育士ほど、深く悩んでしま
いがちです。そんな保育士のみなさんをサポートするため、千葉県
保育協議会では、千葉県からの委託を受け豊富な経験や知見を持
つアドバイザーが保育所を訪れ、様々な相談を受けて改善を図る

「千葉県保育所等巡回支援事業」を行っています。
　この事業は、保育所等への勤務経験が短い保育士（5年以内もし
くは再就職後5年以内の保育士）や、保育事業者（園長等）を対象に
相談支援を行うことで、保育士の離職防止や勤務環境の改善を目
指す取組みです。
　勤務経験が短い保育士には「保育士支援アドバイザー」を派遣し
て、保育業務全般に関すること、保護者への対応、勤務環境等の相
談に乗ります。
　保育事業者（園長等）には「保育事業者支援コンサルタント」を派
遣して、職員の雇用管理、勤務環境の改善及び業務負担の軽減に
関すること、保育の質の向上、保護者や地域住民とのトラブル等の
相談に乗ります。
　その他、事故の防止等を含めた幅広いご相談にも対応しています。
　「保育士支援アドバイザー」や「保育事業者支援コンサルタント」
は、豊富な経験や知見を持つ千葉県内の保育園園長や、大学及び
専門学校の教員が担当しています。
　本事業は平成30年度からスタートした取り組みで、初年度の相
談支援は52施設でした。令和元年度は61施設、令和2年度はコロ
ナ禍で減少して38施設、令和3年度は68施設を予定しています。
　今回、野田市立中根保育所へ相談支援に訪問したのは、千葉
県保育協議会副会長で我孫子市の慈紘保育園の園長である
松山益代先生です。松山先生は「保育士支援アドバイザー」と「保
育事業者支援コンサルタント」を兼任しており、保育士4名と事業
者である内藤所長からの相談を受けました。

　園長先生が活き活きしていれば、
他の先生方も活き活きとします。先
生方が活き活きすれば、子どもたち
も活き活きした愉しい園になります。
　ひとりで抱え込まず、お話しを聴か
せてください。悩みを共有して一緒に
考えましょう！

　例年7月～８月にかけて各市町村（千葉市・船橋市・柏市を除く）の保育担
当課から事業開始のご案内が届くと思われますので、その際にぜひお申込
みください（相談無料）。

野田市内で最も定員数が多い（200名）大きな保育所です。広い園
庭でたくさんの子どもたちが毎日元気に遊んでいます。

　千葉県保育協議会は、社会福祉法人千葉県社会福祉協議会の
業種別協議会の一つとして、昭和47年に設立されました。千葉県
内の保育施設（千葉市を除く776園/2021年12月現在）をもって
組織され、保育施設及び職員の資質向上並びに保育内容の充実発
展のために各種事業を展開しています。

　千葉県保育協議会は、社会福祉法人千葉県社会福祉協議会の
業種別協議会の一つとして、昭和47年に設立されました。千葉県
内の保育施設（千葉市を除く776園/2021年12月現在）をもって
組織され、保育施設及び職員の資質向上並びに保育内容の充実発
展のために各種事業を展開しています。

内藤 智恵子先生武田 沙友里先生
（勤続2年8か月）

千葉県保育協議会事務局
千葉県社会福祉協議会
福祉サービス事業部 施設経営支援班内

千葉県保育協議会 副会長
社会福祉法人慈紘園 慈紘保育園 園長

野田市立中根保育所

〒260-0026  千葉市中央区千葉港4番3号千葉県社会福祉センター内

どんなご相談をされましたか？
　2歳児を担当していますが、気になる子について相談さ
せていただきました。また、気になった事柄について、保護
者の方にどのようにお伝えすればいいかをお聞きしました。
　私自身はまだ子育ての経験がなく、お父様お母様の気
持ちに寄り添った言葉の選び方などに自信がないため、
迷ってしまう時があります。

松山先生からどんなアドバイスを
いただきましたか？
　2歳児は発達段階の途中なので、一点だけ見て判断する
のではなく、日常生活の流れを見てバランスよく判断して
いけばいいのではないか、とご助言をいただきました。「自
分でやりたい」という気持ちが芽生えている年齢なので、
様々な経験をして成功体験を積むことをサポートしていき
たいと思います。
　お伝えの仕方については、ネガティブワードではなくポ
ジティブワードを選ぶこと、例えば、「大雑把」ではなく「お
おらか」と言い換えれば、気持ちを傷つけることなく受け
取っていただけると教えていただきました。

今回ご相談されていかがでしたか？
　保育経験が少ないため、子どもたちや保護者の方との
かかわり方について、詳しく具体的に教えていただけたの
はとても参考になります。
　今担当している2歳児と、以前担当していたクラスの5歳
児とでは保育の仕方についてもギャップがあります。2歳
児の発達に適切な、視覚で楽しめる教材等も教えていただ
いたので、ぜひ遊びに取り入れていきたいと思っています。

松山 益代 先生

TEL:043-245-1103 ／ FAX:043-245-9040

保育士 所長保育士
中村 花蓮先生

（勤続1年8か月）

巡回支援
事業担当

巡回支援事業のお申込みについて

ホームページ　https://chibaken-hokyou.com/aboutus

野田市立中根保育所

特
集
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いただきましたか？
　「子ども主体」じゃなくて、子どもを真ん中において考え
る「子ども中心」がいいんじゃない？と。想定外のことが起
こったときの対応について、終わった後に「あれで良かった
のかな？」と、何が正解かわからなくなってしまう時がありま
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家庭への支援等を託される仕事です。若い保育士はやりがいとと
もに大きなプレッシャーも感じていることでしょう。子どもが好き
で、より良い保育を目指すひたむきな保育士ほど、深く悩んでしま
いがちです。そんな保育士のみなさんをサポートするため、千葉県
保育協議会では、千葉県からの委託を受け豊富な経験や知見を持
つアドバイザーが保育所を訪れ、様々な相談を受けて改善を図る

「千葉県保育所等巡回支援事業」を行っています。
　この事業は、保育所等への勤務経験が短い保育士（5年以内もし
くは再就職後5年以内の保育士）や、保育事業者（園長等）を対象に
相談支援を行うことで、保育士の離職防止や勤務環境の改善を目
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育事業者支援コンサルタント」を兼任しており、保育士4名と事業
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庭でたくさんの子どもたちが毎日元気に遊んでいます。

　千葉県保育協議会は、社会福祉法人千葉県社会福祉協議会の
業種別協議会の一つとして、昭和47年に設立されました。千葉県
内の保育施設（千葉市を除く776園/2021年12月現在）をもって
組織され、保育施設及び職員の資質向上並びに保育内容の充実発
展のために各種事業を展開しています。

　千葉県保育協議会は、社会福祉法人千葉県社会福祉協議会の
業種別協議会の一つとして、昭和47年に設立されました。千葉県
内の保育施設（千葉市を除く776園/2021年12月現在）をもって
組織され、保育施設及び職員の資質向上並びに保育内容の充実発
展のために各種事業を展開しています。

内藤 智恵子先生武田 沙友里先生
（勤続2年8か月）

千葉県保育協議会事務局
千葉県社会福祉協議会
福祉サービス事業部 施設経営支援班内

千葉県保育協議会 副会長
社会福祉法人慈紘園 慈紘保育園 園長

野田市立中根保育所

〒260-0026  千葉市中央区千葉港4番3号千葉県社会福祉センター内

どんなご相談をされましたか？
　2歳児を担当していますが、気になる子について相談さ
せていただきました。また、気になった事柄について、保護
者の方にどのようにお伝えすればいいかをお聞きしました。
　私自身はまだ子育ての経験がなく、お父様お母様の気
持ちに寄り添った言葉の選び方などに自信がないため、
迷ってしまう時があります。

松山先生からどんなアドバイスを
いただきましたか？
　2歳児は発達段階の途中なので、一点だけ見て判断する
のではなく、日常生活の流れを見てバランスよく判断して
いけばいいのではないか、とご助言をいただきました。「自
分でやりたい」という気持ちが芽生えている年齢なので、
様々な経験をして成功体験を積むことをサポートしていき
たいと思います。
　お伝えの仕方については、ネガティブワードではなくポ
ジティブワードを選ぶこと、例えば、「大雑把」ではなく「お
おらか」と言い換えれば、気持ちを傷つけることなく受け
取っていただけると教えていただきました。

今回ご相談されていかがでしたか？
　保育経験が少ないため、子どもたちや保護者の方との
かかわり方について、詳しく具体的に教えていただけたの
はとても参考になります。
　今担当している2歳児と、以前担当していたクラスの5歳
児とでは保育の仕方についてもギャップがあります。2歳
児の発達に適切な、視覚で楽しめる教材等も教えていただ
いたので、ぜひ遊びに取り入れていきたいと思っています。

松山 益代 先生

TEL:043-245-1103 ／ FAX:043-245-9040

保育士 所長保育士
中村 花蓮先生

（勤続1年8か月）

巡回支援
事業担当

巡回支援事業のお申込みについて

ホームページ　https://chibaken-hokyou.com/aboutus

野田市立中根保育所

特
集
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ひとり親家庭住宅支援資金貸付のご案内
母子・父子自立支援プログラム（以下、「プログラム」という。）の策定を受け、自立に向けて意欲的に取り組んでい
る児童扶養手当受給者等を対象とした支援の一環として、令和３年１１月１日より「ひとり家庭住宅支援資金貸付事
業」を実施しております。

※敷金、礼金、住宅ローン等は含まれません。
　住居確保給付金等を受給している場合は、家賃実費額と公的給付等の差額が貸付上限額となります。

貸付額と使途

災害に備え、
　　地域の力を結集

貸付対象者

貸付けの申込み・プログラム策定につきましては、お住まいの市または町村部を所管する健康福祉センターへ御相談ください。

千葉県内に住民登録しており、賃貸住宅に居住している方
児童扶養手当を受給している方または所得が児童扶養手当支給水準の方
プログラムの策定を受け、自立に向けて意欲的に取り組んでいる方

貸付額 使　途

月額４０,０００円以内 原則１２か月の範囲内で入居している住宅の家賃実費分（管理費・共益費を含む）

次の全ての項目に該当する方1

2

　野田・栄地区地域福祉フォーラム実行委員会（野
田地区代表：伊藤良一さん、栄地区代表：大木公正さ
ん）は、独居高齢者等の安否確認など、災害直後から
迅速な対応ができることを目的として、令和３年１１月
１９日（金）、のさか図書館２階学習室を拠点として、災
害時初動活動訓練を実施しました。
　この訓練は、訓練前日に千葉県東方沖を震源地と
した震度６弱の地震が発生し、家屋や道路等に大き
な損傷が生じたという設定で行われ、「緊急対策会
議」（写真）を行った結果、民生委員や保健推進員など
で構成される「災害対策本部」（写真）が、「のさか図書
館２階学習室」に設置されることとなり、安否確認の
ための現地調査を実施したという訓練となりました。
　民生委員の調査に基づいた安否確認用の台帳や、
援護者の位置を確認できるための地図が既に作成さ
れているため、それらに基づいて民生委員と保健推
進員が協働しながら、独居高齢者宅を訪問し安否確
認をおこなったところが特徴です。
　また、とても目立つオレンジ色のヘルメットやベス
トも、事前の会議で「色選び」を行い、野田・栄地区の
連携の良さが出ていました。

　昨年１０月にも、災害時における初動活動訓練が実
施されましたが、この時は緊急対策会議を行い、災害
対策本部を設置したところまでを行う訓練だったた
め、独居高齢者宅への現地訪問調査までは行ってい
ませんでした。
　しかし、今回の訓練は、民生委員の方々と積極的に
連携・協働を図ったことで、各民生委員が担当する高
齢者等宅に出向いた現地訪問調査が実現しました。
　また、地域福祉フォーラム実行委員会の中心とな
るメンバーの働きかけで、保健推進員の方々との連
携・協働による訓練が実現し、野田・栄地区の地域の
力が発揮された訓練となりました。
　この活動は、支援が必要な高齢者等の方々への地
域における「支え合い・助け合い」をスローガンに置
いており、災害時対応の必要性について検討を重ね
た結果、継続して行われることとなりました。
　匝瑳市社協の三谷さんは、「千葉県地域ぐるみ福
祉振興基金助成金（地域福祉フォーラム活動支援事
業（再助成））を活用し、このような訓練ができたこと
は、地域コミュニティ再構築のきっかけとなり、訓練
後、会場で話し込む皆様の姿を見て、改めて人と人の
つながりは大事だと思いました。」と話してください
ました。

令和３年１１月１９日 災害対策本部での会議の様子令和３年１１月１９日 緊急対策会議の様子

令和３年１１月１９日 現地訪問調査後の集計の様子令和３年１１月１９日 会場に集まる本部員の様子

野田・栄地区地域福祉フォーラム実行委員会 災害時初動活動匝瑳市
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る児童扶養手当受給者等を対象とした支援の一環として、令和３年１１月１日より「ひとり家庭住宅支援資金貸付事
業」を実施しております。

※敷金、礼金、住宅ローン等は含まれません。
　住居確保給付金等を受給している場合は、家賃実費額と公的給付等の差額が貸付上限額となります。

貸付額と使途

災害に備え、
　　地域の力を結集

貸付対象者

貸付けの申込み・プログラム策定につきましては、お住まいの市または町村部を所管する健康福祉センターへ御相談ください。

千葉県内に住民登録しており、賃貸住宅に居住している方
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田地区代表：伊藤良一さん、栄地区代表：大木公正さ
ん）は、独居高齢者等の安否確認など、災害直後から
迅速な対応ができることを目的として、令和３年１１月
１９日（金）、のさか図書館２階学習室を拠点として、災
害時初動活動訓練を実施しました。
　この訓練は、訓練前日に千葉県東方沖を震源地と
した震度６弱の地震が発生し、家屋や道路等に大き
な損傷が生じたという設定で行われ、「緊急対策会
議」（写真）を行った結果、民生委員や保健推進員など
で構成される「災害対策本部」（写真）が、「のさか図書
館２階学習室」に設置されることとなり、安否確認の
ための現地調査を実施したという訓練となりました。
　民生委員の調査に基づいた安否確認用の台帳や、
援護者の位置を確認できるための地図が既に作成さ
れているため、それらに基づいて民生委員と保健推
進員が協働しながら、独居高齢者宅を訪問し安否確
認をおこなったところが特徴です。
　また、とても目立つオレンジ色のヘルメットやベス
トも、事前の会議で「色選び」を行い、野田・栄地区の
連携の良さが出ていました。

　昨年１０月にも、災害時における初動活動訓練が実
施されましたが、この時は緊急対策会議を行い、災害
対策本部を設置したところまでを行う訓練だったた
め、独居高齢者宅への現地訪問調査までは行ってい
ませんでした。
　しかし、今回の訓練は、民生委員の方々と積極的に
連携・協働を図ったことで、各民生委員が担当する高
齢者等宅に出向いた現地訪問調査が実現しました。
　また、地域福祉フォーラム実行委員会の中心とな
るメンバーの働きかけで、保健推進員の方々との連
携・協働による訓練が実現し、野田・栄地区の地域の
力が発揮された訓練となりました。
　この活動は、支援が必要な高齢者等の方々への地
域における「支え合い・助け合い」をスローガンに置
いており、災害時対応の必要性について検討を重ね
た結果、継続して行われることとなりました。
　匝瑳市社協の三谷さんは、「千葉県地域ぐるみ福
祉振興基金助成金（地域福祉フォーラム活動支援事
業（再助成））を活用し、このような訓練ができたこと
は、地域コミュニティ再構築のきっかけとなり、訓練
後、会場で話し込む皆様の姿を見て、改めて人と人の
つながりは大事だと思いました。」と話してください
ました。

令和３年１１月１９日 災害対策本部での会議の様子令和３年１１月１９日 緊急対策会議の様子

令和３年１１月１９日 現地訪問調査後の集計の様子令和３年１１月１９日 会場に集まる本部員の様子

野田・栄地区地域福祉フォーラム実行委員会 災害時初動活動匝瑳市
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千葉県共同募金会からのお知らせ 県社協 NEWS ニュース

共同募金は、時代とともに変わる「みんなのため」の募金です 社会福祉法人 千葉県共同募金会
〒260-0026 千葉県千葉市中央区千葉港4-3 県社会福祉センター 2F
TEL:043-245-1721　FAX:043-242-3338
https://akaihane-chiba.jp/

千葉県共同募金会
マスコットキャラクター

『びわぴよ』
赤い羽根　ちば 検索

　共同募金運動は、第二次世界大戦後、昭和22(1947)年に「国民
たすけあい運動」として戦後復興を目的に始まりました。現在では、
高齢者や障がい者に対する支援のほか、子ども食堂の運営や地域
の交流のための事業など、時代の移り変わりに合わせたさまざま
な地域の課題解決に取り組んでいます。赤い羽根募金は、「じぶん
の町を良くするしくみ」。長年、運動に携わってきたボランティアの
皆さま、寄付者の皆さまに、心より感謝申し上げます。

市町村歳末たすけあい募金

グループホームの感染症対策
（空気清浄機の購入）【長南町】

高齢者や障害者の外出支援
【東金市】

地域の居場所づくりのための
子ども食堂の運営【富里市】

NHK歳末たすけあい募金

賛助会員（個人・法人）を募集しております。詳細は総務部までお問い合わせください。

株式会社千葉銀行
株式会社京葉銀行
株式会社千葉興業銀行
キッコーマン株式会社
京成トラベルサービス株式会社
千葉みらい農業協同組合
日本製鉄株式会社 東日本製鉄所君津地区
ＪＦＥスチール株式会社 東日本製鉄所千葉地区
公益財団法人ちば県民保健予防財団
ＴＫＣ千葉会 社会福祉法人経営研究会
三陽メディア株式会社
株式会社文化堂
千葉県道路公社
千葉県信用保証協会
山喜興業株式会社
有限会社グローバル・チーズ
三水鐵工株式会社
東邦建設株式会社
株式会社千葉ステーションビル
株式会社エイジス
株式会社畔蒜工務店
三栄メンテナンス株式会社
東日本資源リサイクル株式会社
近代住機株式会社
株式会社幕張メッセ
株式会社コスモロード
株式会社コスモ工業
サンエス警備保障株式会社
株式会社石川商会

平野コンクリート工業株式会社
日本データマテリアル株式会社
株式会社スズキ技研
株式会社イースト
株式会社関東三貴
株式会社石井興業
株式会社遠藤興業
株式会社三建
有限会社常陽機設
株式会社タハラ
竹森電設株式会社
株式会社富澤商店
株式会社リンクス・ビルド
株式会社小出ロール鐵工所
ジャパンクリーンテック株式会社
株式会社かまとり住宅
石井文雄税理士事務所
東洋羽毛北関東販売株式会社
株式会社トーホー
株式会社ユニオンテック
宮原建工株式会社
佐藤 絵理奈（個人）
高山 和子（個人）
その他（２企業）

（順不同、敬称略）

　千葉県社会福祉協議会の活動にご賛同いただき、賛助会員として地域福祉を財政面で支えていただいている個人・企業・団体の
皆様です。多大なるご支援に感謝申し上げます。［令和4年１月末現在］

賛助会員募集中！ お問い合わせ先 総務部 TEL:043-245-1101

黒須 信行
MS千葉埼玉株式会社
一般社団法人 千葉県LPガス協会青年委員会
千葉県交通安全対策推進委員会
株式会社加藤運輸
加藤 孝儀（株式会社加藤運輸 代表）
公益財団法人 千葉日報福祉事業団
公益財団法人 千葉県交通安全協会
一般財団法人 関東陸運振興センター 千葉支部
千葉県中古自動車販売協会
日蓮宗千葉県北部青年会
株式会社ジェンティーレ
匿名（１名）

（順不同、敬称略）

【一般寄附】（令和３年１月～１２月）

【一般寄附（特に災害支援として）】（令和３年１月～１２月）

千葉テレビ放送株式会社
KDDI株式会社 南関東総支社

【千葉県地域ぐるみ福祉振興基金】（令和３年１月～１２月）

公益社団法人 生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会 千葉県協会
一般社団法人 日本鳩レース協会 千翔会
株式会社マルエツ

【交通遺児援護基金】（令和３年１月～１２月）

東洋羽毛北関東販売株式会社
ちば興銀ともしびの会
一般社団法人 日本鳩レース協会千翔会
株式会社ツルハホールディングス
クラシエホールディングス株式会社
一般社団法人 千葉県流通商防犯協力会
株式会社洋光
株式会社エス・トラスト
公益社団法人 千葉県柔道整復師会
一般社団法人 生命保険協会 千葉県協会

淑徳大学
ブレインズ　
株式会社赤門
株式会社上野工業所
京葉エステート株式会社
有限会社Pig Fertilize 松ヶ谷
株式会社ナリタヤ
株式会社鶴商メンテナンス工業
株式会社コスモスバス
株式会社太陽堂印刷所
鎌ケ谷巧業株式会社
山十道路株式会社
東豊土木工業株式会社
武藤 博文（個人）
株式会社ケンコー
株式会社カクタ
株式会社優和住宅
株式会社榊原
株式会社めいとケア
株式会社シルバーとっぷ
新千葉建設株式会社
トーヨーウレタン株式会社
株式会社英組
サンワ物流システム株式会社
株式会社東洋コーポレーション
株式会社小沢工務店
田村 哲子（個人）
株式会社ワークス
アルフォーインターナショナル株式会社

「交通遺児援護基金」への寄附です。
寄附者は関東陸運振興センター千葉支部長 奈良三男様（写真左）、
本会常務理事 米山和喜（写真右）

　令和３年、本会及び各種基金に対して寄附・寄贈をいただきました。
温かいお気持ちに感謝申し上げます。

令和３年度 賛助会員（個人・企業・団体）のご紹介

ご寄附に感謝申し上げますご寄附に感謝申し上げます
令和3年度
歳末たすけあい募金 ご協力ありがとうございました

令和3年度千葉県の募金額

1億9,784万360円

　令和３年度歳末たすけあい募金運動にご協力いただき、ありがとうござい
ました。
　この運動は、生活困窮者や高齢者、障がい者、子どもなど、福祉サービスを
必要とする方が、安心して暮らすことができる福祉のまちづくりの為に、皆さ
まの幅広い理解と参加を図る運動です。
　市町村歳末たすけあい募金は、援助や支援を必要とする人たちが地域で
安心して暮らすため、NHK歳末たすけあい募金は県内の社会福祉施設利用
者やコロナ禍でも運営を続ける保育所のために活用させていただきます。
　募金にご協力いただいた皆さま、募金活動にご支援いただいた皆さまに、
厚く御礼申し上げます。

　令和３年、当会では株式会社ナガホリ様のご協力を賜り、県内初となる
寄付付き商品“『チーバくん』純金小判”の展開を行いました。いただいた
ご寄付は、新型コロナウイルスの影響により支援を必要としている人や、
高齢者・障がい者・子どもたちへの支援に活用されます。

　千葉県共同募金会では、昨年に続き県内のスポーツチームのご協力をいただき
赤い羽根共同募金運動を行ってまいりました。試合会場での募金活動では、募金に
ご協力いただいた皆さまにオリジナルコラボグッズを進呈いたしました。

　お店で商品やサービスを購入するだけで募金ができる商品を地域の
企業・店舗・団体様と協働して展開していくものです。

【株式会社ナガホリ様】
「ジュエリーを通じて皆様の高い文化生活に貢献する」
という基本理念のもと、全国各地で社会貢献活動をさ
れています。

千葉県共同募金会 トピックス

（令和４年１月末日現在）

市町村歳末たすけあい募金………… 1億7,352万円
NHK歳末たすけあい募金………………… 2,431万円

内 

訳

寄付付き商品とは？

千葉県内初！ 寄付付き商品“『チーバくん』純金小判”

『チーバくん』純金小判

赤い羽根啓発ポスター

県内スポーツチームとのコラボレーション

今年度、当会が実施したたくさんの取り組みの一部をご紹介いたします

●柏レイソル
●バルドラール浦安
●オルカ鴨川FC

●千葉ロッテマリーンズ
●千葉ジェッツふなばし
●ジェフユナイテッド市原・千葉

令和３年度 協働チーム（順不同・敬称略）

【商品情報】
『チーバくん』・県花“菜の花”のデザインを施した小判
純金１０ｇ・純金２０ｇ（専用ケース付き）
売り上げの一部が赤い羽根募金として寄付されます。
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千葉県共同募金会からのお知らせ 県社協 NEWS ニュース

共同募金は、時代とともに変わる「みんなのため」の募金です 社会福祉法人 千葉県共同募金会
〒260-0026 千葉県千葉市中央区千葉港4-3 県社会福祉センター 2F
TEL:043-245-1721　FAX:043-242-3338
https://akaihane-chiba.jp/

千葉県共同募金会
マスコットキャラクター

『びわぴよ』
赤い羽根　ちば 検索

　共同募金運動は、第二次世界大戦後、昭和22(1947)年に「国民
たすけあい運動」として戦後復興を目的に始まりました。現在では、
高齢者や障がい者に対する支援のほか、子ども食堂の運営や地域
の交流のための事業など、時代の移り変わりに合わせたさまざま
な地域の課題解決に取り組んでいます。赤い羽根募金は、「じぶん
の町を良くするしくみ」。長年、運動に携わってきたボランティアの
皆さま、寄付者の皆さまに、心より感謝申し上げます。

市町村歳末たすけあい募金

グループホームの感染症対策
（空気清浄機の購入）【長南町】

高齢者や障害者の外出支援
【東金市】

地域の居場所づくりのための
子ども食堂の運営【富里市】

NHK歳末たすけあい募金

賛助会員（個人・法人）を募集しております。詳細は総務部までお問い合わせください。

株式会社千葉銀行
株式会社京葉銀行
株式会社千葉興業銀行
キッコーマン株式会社
京成トラベルサービス株式会社
千葉みらい農業協同組合
日本製鉄株式会社 東日本製鉄所君津地区
ＪＦＥスチール株式会社 東日本製鉄所千葉地区
公益財団法人ちば県民保健予防財団
ＴＫＣ千葉会 社会福祉法人経営研究会
三陽メディア株式会社
株式会社文化堂
千葉県道路公社
千葉県信用保証協会
山喜興業株式会社
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三水鐵工株式会社
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佐藤 絵理奈（個人）
高山 和子（個人）
その他（２企業）

（順不同、敬称略）

　千葉県社会福祉協議会の活動にご賛同いただき、賛助会員として地域福祉を財政面で支えていただいている個人・企業・団体の
皆様です。多大なるご支援に感謝申し上げます。［令和4年１月末現在］

賛助会員募集中！ お問い合わせ先 総務部 TEL:043-245-1101

黒須 信行
MS千葉埼玉株式会社
一般社団法人 千葉県LPガス協会青年委員会
千葉県交通安全対策推進委員会
株式会社加藤運輸
加藤 孝儀（株式会社加藤運輸 代表）
公益財団法人 千葉日報福祉事業団
公益財団法人 千葉県交通安全協会
一般財団法人 関東陸運振興センター 千葉支部
千葉県中古自動車販売協会
日蓮宗千葉県北部青年会
株式会社ジェンティーレ
匿名（１名）

（順不同、敬称略）

【一般寄附】（令和３年１月～１２月）

【一般寄附（特に災害支援として）】（令和３年１月～１２月）

千葉テレビ放送株式会社
KDDI株式会社 南関東総支社

【千葉県地域ぐるみ福祉振興基金】（令和３年１月～１２月）

公益社団法人 生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会 千葉県協会
一般社団法人 日本鳩レース協会 千翔会
株式会社マルエツ

【交通遺児援護基金】（令和３年１月～１２月）

東洋羽毛北関東販売株式会社
ちば興銀ともしびの会
一般社団法人 日本鳩レース協会千翔会
株式会社ツルハホールディングス
クラシエホールディングス株式会社
一般社団法人 千葉県流通商防犯協力会
株式会社洋光
株式会社エス・トラスト
公益社団法人 千葉県柔道整復師会
一般社団法人 生命保険協会 千葉県協会

淑徳大学
ブレインズ　
株式会社赤門
株式会社上野工業所
京葉エステート株式会社
有限会社Pig Fertilize 松ヶ谷
株式会社ナリタヤ
株式会社鶴商メンテナンス工業
株式会社コスモスバス
株式会社太陽堂印刷所
鎌ケ谷巧業株式会社
山十道路株式会社
東豊土木工業株式会社
武藤 博文（個人）
株式会社ケンコー
株式会社カクタ
株式会社優和住宅
株式会社榊原
株式会社めいとケア
株式会社シルバーとっぷ
新千葉建設株式会社
トーヨーウレタン株式会社
株式会社英組
サンワ物流システム株式会社
株式会社東洋コーポレーション
株式会社小沢工務店
田村 哲子（個人）
株式会社ワークス
アルフォーインターナショナル株式会社

「交通遺児援護基金」への寄附です。
寄附者は関東陸運振興センター千葉支部長 奈良三男様（写真左）、
本会常務理事 米山和喜（写真右）

　令和３年、本会及び各種基金に対して寄附・寄贈をいただきました。
温かいお気持ちに感謝申し上げます。

令和３年度 賛助会員（個人・企業・団体）のご紹介

ご寄附に感謝申し上げますご寄附に感謝申し上げます
令和3年度
歳末たすけあい募金 ご協力ありがとうございました

令和3年度千葉県の募金額

1億9,784万360円

　令和３年度歳末たすけあい募金運動にご協力いただき、ありがとうござい
ました。
　この運動は、生活困窮者や高齢者、障がい者、子どもなど、福祉サービスを
必要とする方が、安心して暮らすことができる福祉のまちづくりの為に、皆さ
まの幅広い理解と参加を図る運動です。
　市町村歳末たすけあい募金は、援助や支援を必要とする人たちが地域で
安心して暮らすため、NHK歳末たすけあい募金は県内の社会福祉施設利用
者やコロナ禍でも運営を続ける保育所のために活用させていただきます。
　募金にご協力いただいた皆さま、募金活動にご支援いただいた皆さまに、
厚く御礼申し上げます。

　令和３年、当会では株式会社ナガホリ様のご協力を賜り、県内初となる
寄付付き商品“『チーバくん』純金小判”の展開を行いました。いただいた
ご寄付は、新型コロナウイルスの影響により支援を必要としている人や、
高齢者・障がい者・子どもたちへの支援に活用されます。

　千葉県共同募金会では、昨年に続き県内のスポーツチームのご協力をいただき
赤い羽根共同募金運動を行ってまいりました。試合会場での募金活動では、募金に
ご協力いただいた皆さまにオリジナルコラボグッズを進呈いたしました。

　お店で商品やサービスを購入するだけで募金ができる商品を地域の
企業・店舗・団体様と協働して展開していくものです。

【株式会社ナガホリ様】
「ジュエリーを通じて皆様の高い文化生活に貢献する」
という基本理念のもと、全国各地で社会貢献活動をさ
れています。

千葉県共同募金会 トピックス

（令和４年１月末日現在）

市町村歳末たすけあい募金………… 1億7,352万円
NHK歳末たすけあい募金………………… 2,431万円
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訳

寄付付き商品とは？

千葉県内初！ 寄付付き商品“『チーバくん』純金小判”

『チーバくん』純金小判

赤い羽根啓発ポスター

県内スポーツチームとのコラボレーション

今年度、当会が実施したたくさんの取り組みの一部をご紹介いたします

●柏レイソル
●バルドラール浦安
●オルカ鴨川FC

●千葉ロッテマリーンズ
●千葉ジェッツふなばし
●ジェフユナイテッド市原・千葉

令和３年度 協働チーム（順不同・敬称略）

【商品情報】
『チーバくん』・県花“菜の花”のデザインを施した小判
純金１０ｇ・純金２０ｇ（専用ケース付き）
売り上げの一部が赤い羽根募金として寄付されます。
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地域福祉の充実をめざして、支える心のネットワーク！

特集

がんばる保育士をサポート！
千葉県保育所等巡回支援事業

編集・発行　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　TEL.043-245-1101　FAX.043-244-5201
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。令和4年2月15日発行

その他、就職支援イベントの
お知らせ

詳しくは

http://www.chibakenshakyo.net/

千葉県福祉人材センター

千葉県内の法人・事業所が多数参加する春の合同就職説明会を開催します。
福祉のお仕事をお探しの方や興味・関心のある方には、多くの法人・事業所から一度にお話を聞ける絶好の
機会です。入場無料、事前申込・履歴書・スーツ不要ですので、ぜひ私服でお気軽にお越しください。

福祉の合同就職説明会福祉の合同就職説明会福祉の合同就職説明会
お知らせの

4月23日土令和
４年 午後１時～

午後４時

1

1

2

3

京成ホテルミラマーレ ６階 ローズルーム
［〒260-0014　千葉市中央区本千葉町１５-１］

京成千葉中央駅より徒歩３０秒
ＪＲ千葉駅より徒歩８分

第1回
福祉のしごと就職フェア
ｉｎちば（千葉会場）

第3回
福祉のしごと就職フェア
ｉｎちば（成田会場）

会場

6月25日土令和
４年 午後１時～

午後４時

3

ホテルウェルコ成田 本館３階 空
［〒286-0033　成田市花崎町８１８-１］
京成成田駅より徒歩１分
ＪＲ成田駅より徒歩３分

会場

会場

5月21日土令和
４年 午後１時～

午後４時

2

柏の葉カンファレンスセンター ホテル＆レジデンス棟２階
［〒277-0871　柏市若柴１７８-４］

つくばエクスプレス柏の葉キャンパス駅
より徒歩２分

第2回
福祉のしごと就職フェア

ｉｎちば（柏会場）

会場

福祉のしごと就職ガイダンス
「福祉の仕事を知ろう！
～福祉施設職員になるために～」

4月23日土令和
４年

京成ホテルミラマーレ ８階

会場

5月21日土令和
４年

2月7日月～28日月令和
４年

柏の葉カンファレンスセンター
ホテル＆レジデンス棟２階

会場

6月25日土令和
４年

ホテルウェルコ成田 本館３階

福祉のしごと施設説明会
（オンデマンド配信）

※視聴は、千葉県福祉人材センター・ホームページから
　アクセスしてください。

のホームページをご覧ください。

福祉の仕事内容や求められる人
物像などを現場で働いている方
から分かりやすくお伝えします。

千葉県内の施設・事業所の特徴、研修制度の説明、また
職員からのメッセージなどをご視聴いただけます。
もちろん求人情報も！！
［各回、２2法人・事業所が参加予定です。］

第１回

3月7日月～31日木令和
４年第２回 エールちば

災害に備え、地域の力を結集 
県社協ニュース

事業紹介
●ひとり親家庭住宅支援資金貸付
●赤い羽根共同募金　●福祉の合同就職説明会

●寄附者、賛助会員のご紹介

午前9時30分～受付
午前10時～午前11時30分

午前9時30分～受付
午前10時～午前11時30分

午前9時30分～受付
午前10時～午前11時30分

事前
申込制 


