
■第１回 平成２３年７月８日 

・平成２３年度委員長に原田雅男氏、副委員長に 

東野福松氏が選任されました。（委員名簿は４面） 

・花見川区地域福祉計画の進捗状況について、地域の 

最新情報を確認する作業を始めました。 

・地域福祉計画推進を支援するための補助事業について、 

情報提供がありました。（４面に助成金情報あり） 

・今後のスケジュールについて確認しました。 

■第３回 平成２３年１２月１６日 

・花見川区地域福祉計画の進捗状況について、寄せられ

た情報をまとめた資料をもとに説明がありました。 

・各種補助金の申請状況と決定団体について報告があり

ました。 

・「地域支え合い体制づくり事業」補助金を活用した花見

川区内の事例について、委員より２件の報告がありま

した。 

■第２回 平成２３年１０月２０日 

・先進事例の磯辺地区部会「磯辺福祉協力員ネット 

ワーク」の取組みについて発表していただきました。 

・花見川区地域福祉計画の進捗状況について、地域の 

最新情報を引き続き募集しました。 

・計画の周知について、委員の皆様から意見をいただき

ました。 

・千葉市社会福祉協議会の地域福祉活動計画 

（第２期基本計画及び第１次実施計画） 

について、説明がありました。 

平成２３年度花見川区地域福祉計画推進協議会 委員名簿    ※敬称略・五十音順 

No 氏 名 所属団体名等 No 氏 名 所属団体名等 

１ 相原 弥生 みどり学園附属保育園 １５ 鶴岡 喜嗣 千葉市社会福祉協議会犢橋地区部会 

２ 東野 福松○ 花見川区町内自治会連絡協議会 １６ 友利 三雄 千葉市社会福祉協議会天戸中学校区地区部会 

３ 天春 立兵 千葉市社会福祉協議会朝日ヶ丘地区部会 １７ 中垣 薫 花見川区町内自治会連絡協議会 

４ 大山 治二 千葉市社会福祉協議会検見川地区部会 １８ 花島 桂三 千葉市身体障害者福祉団体連合会 

５ 加藤 裕二 社会福祉法人 オリーブの樹 １９ 原田 雅男◎ 花見川区町内自治会連絡協議会 

６ 金子建一郎 花見川区町内自治会連絡協議会 ２０ 細野 雅子 花見川区民生委員児童委員協議会 

７ 蔵屋 勝敏 公募 ２１ 町田 忠夫 ちばしファミリー・サポート・センター会員 

８ 黒田  實 千葉市社会福祉協議会花見川第２地区部会 ２２ 安澤  宏 公募 

９ 齋藤 郷 千葉市社会福祉協議会こてはし台地区部会 ２３ 藪下 勝 社会福祉法人 栗の木 

１０ 鈴木 勝英 NPO 法人 トータルライフサポート ２４ 山田 貞之 公募 

１１ 鈴木 幸正 千葉市社会福祉協議会幕張・武石地区部会 ２５ 横矢 矗男 花見川区老人クラブ連合会 

１２ 清水 葉子 千葉市社会福祉協議会畑地区部会 ２６ 横山 宏子 花見川区民生委員児童委員協議会 

１３ 高橋 昭夫 公募 ２７ 吉松美津代 千葉西ケアマネージャー事務所 

１４ 多田 孝 千葉市社会福祉協議会幕張本郷中学校区地区部会 ◎委員長 ○副委員長 ※委員の任期は１年。再任は妨げない。 

 

 

 

           

この出前講座にも、地域福祉計画についてのテーマが創設されています！（今年度分の申込は２月２９日まで） 

 

   地域見守り活動支援を行う実施団体に補助金を交付します。 

  

千葉市では、ひとり暮らし等の高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるた

めの取り組みを支援しています。新たに地域見守り活動を実施する対象団体に、活動拠点

の設備費用の一部を助成します。※必ず事前に申請が必要です。 

【対象団体】  千葉市内で活動する５人以上で組織された、規約等が整備されている以下のいずれかの団体 

         （１）社会福祉法人（２）公益法人（３）特定非営利活動法人（４）町内自治会等の住民組織 

【補助対象事業】 高齢者に対する見守り活動、家事援助等の助け合い活動、仲間づくりや生きがいづくりに 

寄与する活動、その他、高齢者の見守りに資する活動 

  ※特定の個人や団体のみが利益を受ける活動や、営利を目的とした活動等は、補助対象外。 

【助成対象】   机・イス・パソコン・プリンターなどの備品購入費用 

【助 成 額】  １団体あたり１５万円（上限） 

※ 詳しくは 高齢福祉課 生きがい対策係までお問い合わせください ⇒ 電話：０４３－２４５－５１６９ 

 

 

 

 番号・テーマ・（説明時間） 内容 テーマ所管課 

１２－４ 

あなたが主役 

みずから進んで参加しよう！ 

地域福祉の創造をめざして 

～花見川区地域福祉計画～ 

（３０分） 

○「地域福祉計画」とは何か 

○市地域福祉計画と各区計画の関係 

○花見川区地域福祉計画の概要 

・地域の課題 

・住民による具体的取組み 

花見川保健福祉センター 

高齢障害支援課 

Ｔｅｌ：０４３－２７５－６４２５ 

Ｆａｘ：０４３－２７５－６３１７ 

ｍａｉｌ：koreishogai.HAN@city.ciba.lg.ｊｐ 

「千葉市政出前講座テーマ集」の中から選んでいただいたテーマ（市の施策や制

度・事業）について、市職員が市民の皆さんの集会、会合などに出向いてご説明し、

テーマに関する質疑応答や意見交換を通して市民の皆さんに市政への理解を深めて

いただくとともに、参加と協働のまちづくりを推進するものです。 

 

市政 

出前講座 

活用ください! 
 

市政出前講座とは・・・ 

地域見守り活動

支援事業補助金 花見川区地域福祉計画 推進協議会

（以下：区推進協）は年４回の開催を

予定しています。 

この区推進協は、一般公開していま

す。傍聴を希望される方は、事務局

までお問合せください。 

（於：花見川区保健福祉センター３階大会議室） 

花見川区地域福祉計画 

推進協議会だより 第１１号 

編集・発行 

花見川区地域福祉計画 

推 進 協 議 会 事 務 局 

花見川区高齢障害福祉課 

社会福祉協議会花見川区事務所 

電話 043-275-6162 

平成２４年１月３１日 



 

 

・町内自治会あるいは社協地区部会などでボランティアを募集し、支援を必要とする 

高齢者や障害者などの生活を支援するボランティア組織をつくります。 

・高齢者、障害者が家族の手だけをあてにせず、ボランティアの支援を受けて、自由に 

趣味や集まりのために外出ができるようにします。 

☆想定される主な担い手 

町内自治会、ＮＰＯ、社協地区部会、ボランティア 

 

 

・町内自治会、ボランティアグループの協力で、地域の中に 

高齢者のための「お助け隊」を結成して、相互助け合いの 

ネットワークを整備して、ゴミ出し、買い物、通院支援等 

を行います。 

☆想定される主な担い手：町内自治会、ボランティア、 

民生委員・児童委員、社協地区部会 
 

 

●高齢者のゴミ出し、通院、買い物、緊急時の避難など、昔は「向こう三軒両隣」的な人間関係で解決できた

ものが、現在では非常に難しくなってきています。 

●花見川区では、花見川団地、さつきが丘団地、西小中台団地など、５階建て・エレベーターなしの集合住

宅が多くあり、階上の高齢者、障害者が様々な支援を求めています。 

●引きこもり、独居、丌登校、虐待など、なかなか表面には現れにくい、いわゆる「声なき要支援者」が多数い

ると思われます。 

 

 

・ひとり暮らし高齢者、引きこもりの人に小中学校の協力を得て、手紙、絵手紙を 

送る運動をします。また、話し相手となる訪問活動をします。 

☆ 想定される主な担い手：町内自治会、学校、ボランティア 

☆  

・虐待が疑われる場合は、警察・児童相談所・保健福祉センターなどへ通報します。 

☆想定される主な担い手：地域住民、民生委員・児童委員、千葉市、警察署、福祉施設 

 

 

  取り組みの方向性（６）  地域生活への支援体制の構築 

 

 

 

 

 

 

 

 

 具体的な取り組み⑨ 【最重点項目】   

地域での助け合いのため、地域のネットワークづくりを拡充し、要支援者などへの、 

身近な生活支援と独居高齢者の見守り安否確認の推進に努めます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

・独居、引きこもり等の要支援者の実態把握を行い、プライバシーに配慮しな 

がら、情報を共有化し、支援に努めます。 

☆想定される主な担い手：町内自治会、民生委員・児童委員、社協地区部会 

 

 

・「声かけ」「呼びかけ」「お誘い」「見守り」活動を始め、訪問、安否確認など

を行います。 

☆想定される主な担い手：地域住民、民生委員・児童委員、町内自治会、社協地区部会 

 

・ひとり親家庭の方に対して、訪問などの見守り支援を行います。 

☆想定される主な担い手：町内自治会、社協地区部会、民生委員・児童委員 

41 町内自治会、社協地区部会等による生活支援ボランティアの充実 

42 高齢者のためのお助け隊の結成 

（計画推進状況報告より）           

○「たすけあいの会」・団地内における 

支え合い体制づくり（西小中台団地自治会） 

○「あいあい生活支援」事業  

（花見川地区部会・柏井小学校区自治会他） 

○互助組織「ハンドハンド」による生活支援（花見川団地自治会） 

○「ご近所のたすけあいネットワーク」構築  

（こてはし台地区部会、さつきが丘・宮野木台地区部会） 

○ 高齢者・障害者宅「ごようきき」事業（社会福祉法人オリーブの樹） 

 

 

43 独居・引きこもり等の要支援者の実態把握と支援 

44 ひとり暮らし高齢者・引きこもりへの声かけ、見守り活動・安否確認 

45 ひとり親家庭への見守り支援 

※今回は、区計画の中で特に力を入れて取り組むこととしている、「最重点項目」について、 

詳しく取り上げます。（資料は計画書より一部抜粋しています） 

【現  状】 
 

●地域ぐるみで、遠慮しないでお互い様の心で身近な人同士が支え合い、助け合い、支援を受け

やすくするための仕組みづくり、工夫づくりが必要です。 

 

●「声なき要支援者」に対しては、専門的な対応が必要となる場合もありますが、まずはその実態

を把握し、地域の各種団体と行政などが協働して、地域で支えるネットワークをつくり、対応して

いく必要があります。 等 

●地域生活への支援体制をつくるにあたっては、現在の豊かすぎる社会、情報過多の社会がもた

らした心の問題を反省し、人と人とのつながりが尊重される地域社会の構築を目指す必要があり

ます。 

 

【課  題】 

たすけあい活動の実践例 

46 話し相手のボランティア、小中学生お手紙運動 

47 子ども・高齢者への虐待、ＤＶの早期発見 

見守り・声かけ活動の実践例 

○独居高齢者、障害者の見守り安否確認事業（花見川地区部会） 

○要援護者台帳とネットワークづくり・救急医療キットと安心カードの配付（検見川地区部会） 

○ふれあい見守りネットワーク設置事業（花見川団地自治会） 

○寝たきり高齢者への友愛訪問（朝日ヶ丘地区部会）  

○高齢者見守り活動 （花見川住宅自治会）             （計画推進状況報告より） 

みなさんの住む地域にある生活課題を、少しでも 

解決していくために、住民同士のたすけあい・見守り 

などの福祉活動をはじめとする、自助・共助 

の取組みについて提案しています。 

 

 

 
  

【計画の周知について】 

地域福祉計画は千葉市ホームページに掲載して 

いるほか、以下の場所でご覧いただけます。 

○各区保健福祉センター高齢障害支援課 

○図書館、公民館、地域福祉課（市役所１階）、 

○社会福祉協議会各区事務所 

また、各町内自治会に右の区計画のリーフレットを 

回覧し、各区計画冊子を、町内自治会に１部ずつ 

配付しています。 

 


