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l 社会福祉審議会地域福祉専門分科会委員一覧

【平成28 年度】(2016） 【平成29 年度】(2017）

－166－

氏名（敬称略） 所属団体等

◎山下興一郎 淑徳大学総合福祉学部准教授

○土屋稔 千葉市社会福祉協議会会長

伊藤康平 千葉市議会議員(保儲肖防委員会委員長）

岡本博幸
千葉市社会禄lﾄ協議会地区部会連絡会代表
(緑区支え合いのまち推進協議会委員長）

神山裕也 千葉県社会福祉士会

清水伸一 千葉市老人福祉施設協議会会長

高野正敏 千葉市地域自立支援協議会会長

高山功一 千葉市身体障害者連合会会長

森元狭 千葉市赤十字奉仕団本部委員長

林克忠 千葉市民生委員児童委員協議会会長

入江康文 千葉市医師会会長

住吉タミコ 千葉市ボランティア連絡協議会会長

武井雅光
千葉市町内自治会連絡協議会
(中央区支え合いのまち推進協議会委員長）

玉山 トミ子 千葉市青少年育成委員会会長会

中谷房子 千葉明徳短期大学非常勤講師

松崎泰子 日本社会事業大学理事

☆原田雅男 花見川区支え合いのまち描筐協議会委員長

☆渡邉志げ子 稲毛区支え合いのまち推進協議会委員長

☆津田正臣 若葉区支え合いのまち推進協議会委員長

☆長岡正明 美浜区支え合いのまち推進協議会委員長

氏名（敬称略） 所属団体等

◎山下興一郎 淑徳大学総合福祉学部准教授

○土屋稔 千葉市社会福祉協議会会長

植草毅 千葉濡詮議員(保儲肖防委員会委員長）

神山裕也 千葉県社会福ﾈlt会

多田 孝 千葉市社会福祉協議会地区部会連絡会代表

高野正敏 千葉市地域自立支援協議会会長

高山功一 千葉市身体障害者連合会会長

鳥越浩 千葉市老人福祉施設協議会会長

林克忠 千葉市民生委員児童委員協議会会長

森元狭 千葉市赤十字奉仕団本部委員長

入江康文 千葉市医師会会長

住吉タミコ 千葉市ボランティア連絡協議会会長

武井雅光
千葉市町内自治会連絡協議会
(中央区支え合いのまち推准協議会委員長）

玉山 トミ子 千葉市青少年育成委員会会長会

中谷房子 千葉明徳短期大学非常勤講師

松崎泰子 日本社会事業大学理事

☆原田雅男 花見川区支え合いのまち推進協議会委員長

☆渡邉志げ子 稲毛区支え合いのまち推進協議会委員長

☆瓜生澄江 稲毛区支え合いのまち推遺羅證割委員長

☆津田正臣 若葉区支え合いのまち推進協議会委員長

☆岡本博幸 緑区支え合いのまち推進協議会委員長

☆長岡正明 美浜区支え合いのまち推進協議会委員長



資料編【Ⅱ区支え合いのまち推進協議会委員一覧】

障
碍

Ⅱ（1）中央区支え合いのまち推進協議会委員一覧

【平成28（2016）年度】 【平成29 (2017)年度】

◎委員長 ○副委員長
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氏名（敬称略） 所属団体等

池田實 千葉市社会福祉協議会川戸地区部会

石橋邦彦 中央区日胴自治会違絡朧義会(椿森中学校区）

泉谷エイ子 中央区民生委員児童委員慌蓋会(葛城中学校地区）

伊藤正美 千葉市社会福祉協議会松ケ丘地区部会

植草志津江 公募

大竹準子 千葉市社会福祉協議会星久喜地区部会

大野美恵子 千葉市社会福祉協議会松波地区部会

小野寺佳子 中央区民生委員児童委員協議(主任児童委員勘絵）

木村美代子 千葉市社会福祉協議会中央東地区部会

草薙仁一郎 千葉市社会福祉協議会寒川地区部会

工藤弘枝 中央区民生委員児童委員朧詮(艤都賀中難地区）

栗田節子 千葉市社会福祉協議会都地区部会

笹本宗和 千葉市社会福祉協議会新宿地区部会

宍倉和雄 千葉市社会福祉協議会蘇我地区部会

杉野茂 中央区老人クラブ連合会（蘇我地区）

鈴掛操 千葉市社会福祉協議会生浜地区部会

鈴木甫 千葉市社会福祉協議会中央地区部会

高橋功 千葉市社会福祉協議会ちば中央地区部会

◎武井雅光 中央区田炳自洽会連俗朧蓋会嘩我中学校区）

塚本勇也 障害者地或活動支援センター｢まるめろ」

土屋淑子 千葉市社会福祉協議会白旗台地区部会

長嶋洋二 中央区町内自治会連間葹話ミ(生浜中学校区）

○野與邦子 千葉市社会福祉協議会西千葉地区部会

長谷川情 千葉市社会福祉協議会末広地区部会

丸山明乃 あんしんケアセンター新千葉

村井早苗 千葉市社会福祉協議会東千葉地区部会

矢部英一 ファミリー・サポート・センター会員

氏名（敬称略） 所属団体等

池田實 千葉市社会福祉協議会川戸地区部会

伊藤正美 千葉市社会福祉協議会松ケ丘地区部会

植草志津江 公募

大竹準子 千葉市社会福祉協議会星久喜地区部会

大野美恵子 千葉市社会福祉協議会松波地区部会

小野寺佳子 中央区駐委員児琴員朧絵(主任児童委員連絡会）

木之本省吾 中央区民生委員児童委員協議会(葛城中学校地区）

木村美代子 千葉市社会福祉協議会中央東地区部会

草薙仁一郎 千葉市社会福祉協議会寒川地区部会

工藤昂二 中央区町内自治会連絡協議会(星久喜中学校区）

栗田節子 千葉市社会福祉協議会都地区部会

宍倉和雄 千葉市社会福祉協議会蘇我地区部会

杉野茂 中央区老人クラブ連合会（蘇我地区）

鈴掛操 千葉市社会福祉協議会生浜地区部会

鈴木茂子 千葉市社会福祉協議会新宿地区部会

鈴木甫 千葉市社会福祉協議会中央地区部会

高橋功 千葉市社会福祉協議会ちば中央地区部会

高畑宏子 中央区駐委員児童委員朧詮(鱗･都賀中謙地区）

◎武井雅光 中央区町内自治会連絡勝義会(蘇我中学校区）

谷口さなえ あんしんケアセンター中央

塚本勇也 障害者地域活動支援センター｢まるめろ」

土屋淑子 千葉市社会福祉協議会白旗台地区部会

長嶋洋二 中央区町内自治会連絡協:詮(生浜中学校区）

○野與邦子 千葉市社会福祉協議会西千葉地区部会

長谷川情 千葉市社会福祉協議会末広地区部会

村井早苗 千葉市社会福祉協議会東千葉地区部会

矢部英一 ファミリー・サポート・センター会員



資料編【Ⅱ区支え合いのまち推進協議会委員一覧】

II (2)花見川区支え合いのまち推進協議会委員一覧

【平成28（2016）年度】 【平成29（2017）年度】

◎委員長 ○副委員長
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、氏名（敬称略） 所属団体等

天春方兵 千葉市社会福祉協議会朝日ケ丘地区部会

石橋政信 千葉市社会福祉協蕊会こてはし台中学校区地区部会

上代希予子 あんしんケアセンターこてはし台

加藤裕二 社会福祉法人オリーブの樹

○金子建一郎 花見川区町内自治会連絡協議会

藏屋勝敏 公募

齋藤郷 千葉市社会福祉協議会こてはし台地区部会

清水葉子 千葉市社会福祉協議会畑地区部会

鈴木勝英 畑法人トータルライフサポート

鈴木季代子 千葉市社会福祉協議会検見川地区部会

鈴木惠子 千葉市社会福祉協議さっきが丘'宮野太台地区部会

鈴木幸正 千葉市社会樹1協議会幕張･武石地区部会

鶴岡喜嗣 千葉市社会福祉協議会犢楕地区部会

友利三雄 千葉市社会観1噸議会天戸中学校区地区部会

中垣薫 花見川区町内自治会連絡協議会

長島勝平 千葉市社会福祉協議会花見川第2地区部会

畠山．惠存 花見川区民生委員児童委員協議会

花島桂三 千葉市身体障害者連合会

早瀬武夫 干葉市社会福祉協議会幕張本郷中学校区地区部会

◎原田雅男 花見川区町内自治会連絡協議会

藤代武治 花見川区町内自治会連絡協議会

安澤宏 公募

薮下勝 社会福祉法人栗の木

吉松美津代 千葉西ケアマネージャー事務所

渡邉公友 花見川区老人クラブ連合会

渡邊久子 花見川区民生委員児童委員協議会

氏名（敬称略） 所属団体等

天春立兵 千葉市社会福祉協議会朝日ヶ丘地区部会

石橋富男 村今福祉法人栗の木

石橋政信 千葉市社会福祉協議会こてはし台中学校区地区部会

小野俊平 花見川区民生委員・児童委員協議会

加藤裕二 社会福祉法人オリーブの樹

○金子建一郎 花見川区町内自治会連絡協議会

工藤勝巳 花見川区老人クラブ連合会

藏屋勝敏 公募

齋藤郷 千葉市社会福祉協識会こてはし台地区部会

佐々木恵子 あんしんケアセンター幕張

清水葉子 千葉市社会福祉協議会畑地区部会

鈴木勝英 Ⅷ法人トータルライフサポート

鈴木季代子 千葉市社会福祉協議会検見川地区部会

鈴木惠子 千葉市社会福祉協議さっき力i丘･宮野太台地区部会

鈴木幸正 千葉市社会福紺瀧話ﾐ幕張･武石地区部会

鶴岡喜嗣 千葉市社会福祉協議会犢橋地区部会

友利三雄 千葉市社会福祉協議会天戸中学校区地区部会

中垣薫 花見川区町内自治会連絡協議会

長島勝平 千葉市社会福拙協議会花見川第2地区部会

畠山惠存 花見川区民生委員・児童委員協議会

花島桂三 千葉市身体障害者連合会

田中丸邦彦 千葉市社会福祉協議会募り躰郷中学校区地区部会

◎原田雅男 花見川区町内自治会連絡協議会

藤代武治 花見川区町内自治会連絡協議会

安澤宏 公募

吉松美津代 千葉西ケアマネージャー事務所
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1I (3)稲毛区支え合いのまち推進協議会委員一覧

【平成28 （2016）年度】 【平成29（2017）年度】

◎委員長 ○副委員長
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氏名（敬称略） 所属団体等

荒木一之 あんしんケアセンター山王

飯田榿子 千葉市社会福祉協議会稲毛地区部会

石原康子 千葉市社会福祉協議会緑･黒砂地区部会

伊藤小百合 千葉市身体障害者連合会

井村進 千葉市社会福祉協議会稲丘地区部会

○瓜生澄江 千葉市社会福祉協議会的1地区部会

大山哲郎 千葉市社会福祉協議会弥生地区部会

岡野龍夫 稲毛区町内自治会連絡協議会

工藤嘉生 千葉市社会福祉協議会小中台東地区部会

児玉三紀 でい・さくさく

佐藤キヨ子 畑法人ⅦICコミュニティケア研究所

鈴木金作 稲毛区町内自治会連絡協議会

鈴木將夫 稲毛区民生委員児章委員協議会

高階光義 千葉市社会福祉協議会緑が丘地区部会

○種池賀子 稲毛区町内自治会連絡協議会

長塚勇三 千葉市社会福祉協議会草野地区部会

西脇英子 千葉市社会福祉協議会山王地区部会

深味肇 千葉市ボランティア連絡協議会

古沢幸子 稲毛区民生委員児童委員協議会

細谷七重 稲毛区老人クラブ連合会

松川智子 千葉市手をつなぐ育成会

松原正道 緑が丘公民館地域運営委員会

当
個石 千葉市社会福祉協議会小中台西地区部会

茂手木直忠 千葉市社会福祉協議会愚･穴川地区部会

山崎弘子 公募

山田敏子 ファミリー・サポート・センター会員

山中玲子 あんしんケアセンター稲毛

◎渡邉志げ子 千葉市社会福祉協議会千草台中学校地区部会

氏名（敬称略） 所属団体等 ’

荒木一之 あんしんケアセンター山王

飯田榿子 千葉市社会福祉協議会稲毛地区部会

石原康子 千葉市社会福祉協議会緑･黒砂地区部会

伊藤小百合 千葉市身体障害者連合会

井村進 千葉市社会福祉協議会稲丘地区部会

○瓜生澄江 千葉市社会福祉協議会駒1地区部会

大山哲郎 千葉市社会福祉協議会弥生地区部会

岡野龍夫 稲毛区町内自治会連絡協議会

工藤嘉生 千葉市社会福祉協議会小中台東地区部会

児玉三紀 でい・さくさく

佐藤キヨ子 畑法人ⅧCコミュニティケア研究所

鈴木金作 稲毛区町内自治会連絡協議会

鈴木將夫 稲毛区民生委員児童委員協議会

須藤ヒデ子 千葉市社会福祉協議会山王地区部会

高階光義 千葉市社会福祉協議会緑が丘地区部会

○種池賀子 稲毛区町内自治会連絡協議会

長塚勇三 千葉市社会福祉協議会草野地区部会

深味肇 千葉市ボランティア連絡協議会

古沢幸子 稲毛区民生委員児童委員協議会

細谷七重 稲毛区老人クラブ連合会

松川智子 千葉市手をつなぐ育成会

松原正道 NPO法人M&M研究所

三石治 千葉市社会福祉協議会小中台西地区部会

茂手木直忠 千葉市社会福祉協議会愚･穴川地区部会

山崎弘子 公募

山田敏子 ファミリー・サポート・センター会員

山中玲子 あんしんケアセンター稲毛

◎渡邉志げ子 千葉市社会福拙協議会千草台中学校地区部会
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II (4)若葉区支え合いのまち推進協議会委員一覧

【平成28 （2016）年度】 【平成29（2017）年度】

◎委員長 ○副委員長
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氏名（敬称略） 所属団体等

○赤間美惠子 あんしんケアセンター桜木

市原舅 千葉市社会福祉協議会千城台東南･金親地区部会

○江口忠良 千葉市社会福祉協議会加曽利地区部会

江澤嘉男 知的障害者更生施設「中野学園」

大嶋昭 地域福祉活動者

尾崎誠明 あんしんケアセンター千城台

尾出清美 障害者支援施設「若葉泉の里」

海寳和雄 千葉市社会福祉協議会貝塚地区部会

片岡昭朗 千葉市社会福祉協議会更科地区部会

加藤強 あんしんケアセンターみつわ台

加藤弘明 千葉市社会福祉協議会千城小地区部会

菊次英志 千葉市社会福祉協議会御成台･干城台西北地区部会

工藤俊雄 千葉市社会福祉協議会筋地区部会(大宮地区部会）

小出岩男 千葉市社会福祉協議会桜木地区部会

佐々木武彦 若葉区町内自治会連絡協議会みつわ台(別地区）

白井忠和 若葉区町内自治会連絡協議会白井(17地区）

立野好子 若葉区民生委員・児童委員協議会

田中由美 千葉市生活支援コーディネーター

◎津田正臣 地域福祉活動者

角田信夫 若葉区町内自治会連絡協議会千城台西側地区）

鶴岡房子 千葉市社会福祉協議会坂月地区部会

東田勝司 千葉市社会福祉協議会小倉地区部会

長友美恵子 あんしんケアセンター大宮台

○縫部隆彦 千葉市社会福祉協議会結･みつわ台地区部会

畑豐美代 若葉区民生委員・児童委員協議会

布施正勝 地域福祉活動者

松野壽 千葉市社会福祉協議会白井地区部会

真鍋信枝 千葉市社会福祉協議会若松地区部会

山内興明 千葉市社会福祉協議会都賀地区部会

山谷由美子 千葉市ボランティア連絡協議会

和田勝紀 若葉区老人クラブ連合会

氏名（敬称略） 所属団体等

○赤間美惠子 あんしんケアセンター桜木

市原勇 千葉市社会福祉協議会干城台東南･金親地区部会

○江口忠良 千葉市社会福祉協議会加曽利地区部会

江澤嘉男 社会福祉法人あしたば中野学園

尾出清美 社会福祉法人宝寿会若葉泉の里

大嶋昭 地域福祉活動者

小川英雄
千葉市社会福祉協議会26地区部会（大宮
地区部会）

尾崎誠明 あんしんケアセンター千城台

角田信夫 若葉区町内自治会連絡協議会千城台西(別地区）

加藤強 あんしんケアセンターみつわ台

菊次英志 干葉市社会福祉協議会御成台･干城台西北地区部会

小出岩男 千葉市社会福祉協議会木地区部会

佐々木武彦 若葉区町内自治会連絡協議会みつわ台(斜地区）

白井忠和 若葉区町内自治会連絡協議会白井(17地区）

立野好子 若葉区民生委員・児童委員協議会

田中由美 千葉市生活支援コーディネーター

田中要太 あんしんケアセンター大宮台

◎津田正臣 地域福祉活動者

鶴岡房子 千葉市社会福祉協議会坂月地区部会

錦織茂美 千葉市社会福祉協議会更科地区部会

○縫部隆彦 千葉市社会福祉協議会結･みつわ台地区部会

畑豊美代 若葉区民生委員・児童委員協議会

畑山明 千葉市社会福祉協議会千城小地区部会

東田勝司 千葉市社会福祉協議会小倉地区部会

日暮規夫 千葉市社会福祉協議会貝塚地区部会

布施正勝 地域福祉活動者

松野壽 千葉市社会福祉協議会白井地区部会

真鍋信枝 千葉市社会福祉協議会若松地区部会

山内興明 千葉市社会福祉協議会都賀地区部会

山谷由美子 千葉市ボランティア連絡協議会

和田勝紀 若葉区老人クラブ連合会
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II (5)緑区支え合いのまち推進協議会委員

【平成28（2016）年度】 【平成29（2017）年度】

◎委員長 ○副委員長
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氏名（敬称略）
0

所属団体等

廣田健次 千葉市身体障害者連合会

鴨省次郎 千葉市精神障害者南地域家族会

徳田重雄 緑区老人クラブ連合会

大槻勝三 緑区町内自治会連絡協議会(第12地区連協）

小山義春 緑区町内自治会連絡協議会(第14地区連協）

野崎芳治 緑区町内自治会連絡協議会(第四地区連協）

○松戸照彦 緑区町内自治会連絡協議会(第44地区運協）

烏山雪江 千葉市社会福祉協議会誉田地区部会

◎岡本博幸

本田英作
千葉市社会福祉協議会椎名地区部会

茂田義明 千葉市社会福祉協議会土気地区部会

中村輝男

伊東優子
千葉市社会福祉協議会おゆみ野地区部会

北浦良夫 千章竹民生委員･児童委員協議会(第印7地区）

石坂富一 干勇行民生委員･児童委員協議会(第剛地区）

○田宮妙子 千葉市ボランティア連絡協議会

中村和彦 NPO法人すこやかネットみどり

石本春樹 特別養護老人ホームときわ園

岡本武志 介護老人保健施設おゆみの

小林正継 障害者支援施設セルプ･ガーデンハウス

三好恵里子 社会福祉法人ワーナーホーム

池田久江 あんしんケアセンター鎌取

押元厚美 あんしんケアセンター誉田

布施成章 あんしんケアセンター土気

氏名（敬称略） 所属団体等

廣田健次 千葉市身体障害者連合会

鴨省次郎 千葉市精神障害者南地域家族会

佐藤孝治 緑区老人クラブ連合会

大槻勝三 緑区町内自治会連絡協議会(第12地区連協）

○関本照男 緑区町内自治会連絡協議会(第12地区連協）

小山義春 緑区町内自治会連絡協議会(第14地区連協）

野崎芳治 緑区町内自治会連絡協議会(第四地区連協）

室谷貞子 緑区町内自治会連絡協議会(第囲地区連協）

篠原重樹 緑区町内自治会連絡協議会(第44地区連協）

松戸照彦 おゆみ野泉谷自治会

大塚栄一 千葉市社会福祉協議会誉田地区部会

◎岡本博幸

本田英作
千葉市社会福祉協議会椎名地区部会

茂田義明 千葉市社会福祉協議会土気地区部会

中村輝男

伊東優子
千葉市社会福祉協議会おゆみ野地区部会

江澤利二 千葉市民生委員･児童委員協冒詮(第510地区）

久保房代 千葉市民生委員･児童委員朧義会(第511地区）

○田宮妙子 千葉市ボランティア連絡協議会

中村和彦 NPO法人すこやかネットみどり

石本春樹 特別養護老人ホームときわ園

小林正継 社会福祉法人くちなし

三好恵里子 社会福祉法人ワーナーホーム

池田久江 あんしんケアセンター鎌取

押元厚美 あんしんケアセンター誉田

布施成章 あんしんケアセンター土気
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II (6)美浜区支え合いのまち推進協議会委員一覧

【平成28 （2016）年度】 【平成29（2017）年度】

◎委員長 ○副委員長
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氏名（敬称略） 所属団体等

飯野勝衛 公募

○池田孝子 千葉市社会福祉協議会稲毛海岸地区部会

伊藤正昭 千葉市社会福祉協議会打瀬地区部会

巖倉勉 千葉市社会福祉協議会幸町2丁目地区部会

牛木歌吉郎 千葉市社会福祉協議会幸町一丁目地区部会

臼田稔 難区町内自治会難協蓋会議西中謙区(第、地区）

金澤英昭 千葉市身体障害者連合会

亀田幸枝 議区町内自絵灘艤穀鳶二中謙区(第鮒地区）

北村陽子 美浜区民生委員児童委員協議会

倉又安嘉 千葉市ボランティア連絡協議会

小谷健 莞駆町内自治会j難艤麹中毒区(篇間地区）

佐久間雄二 美駆町内自j絵遡墹礎詮真砂中翰区(第31地図

鈴木重夫 美浜区､油自治会連柵蟻鋪鋲嘩区(第聞地区）

遠山孝行 莞駆町内自治会i雛艤会打瀬中難区(第47地図

◎長岡正明 難区N炳自齢離礁詮朝篇-中報区(第､地区）

成田英雄 千葉市社会福祉協議会真砂地区部会

平川文雄 譲酬内自絵灘朧詮高鵬一中謙区(第四地区）

平島弘二 美浜区老人クラブ連合会

平野悦子 千葉市社会福祉協議会幕張西地区部会

別所康宏 千葉市社会福祉協議会磯辺地区部会

星まき子 美浜区民生委員児童委員協議会

三山勝江 千葉市社会福祉協議会高洲･高浜地区部会

氏名（敬称略） 所属団体等

飯野勝衛 公募

○池田孝子 千葉市社会福祉協議会稲毛海岸地区部会

伊藤正昭 千葉市社会福祉協議会打瀬地区部会

巖倉勉 千葉市社会福祉協議会幸町2丁目地区部会

臼田稔 美浜区町内自治会灘協議識西中鞠区(第、地区）

金澤英昭 千葉市身体障害者連合会

亀田幸枝 隷区Hm自鈴連絡峰剰篇二中謙区(第鮒M区）

北村陽子 美浜区民生委員児童委員協議会

倉又安嘉 千葉市ボランティア連絡協議会

小谷健 美浜区町内自治会連絡協議会臘辺中学校区(第、地区）

佐久間雄二 美浜区､耐自治会灘朧詮真砂中謙区(第馴地区）

鈴木重夫 篝区H油自治会灘朧蔚舗鋲中翰区(第田地区）

鈴木孝子 美浜区N耐自齢憧卿熊詮訓第一中謙区傍卿地区）

鈴木俊男 千葉市社会福祉協議会幸町-T目地区部会

遠山孝行 琴区町内自治会灘朧詮打瀬中翰区(第〃地区）

◎長岡正明 莞駆岫自絵灘儒詮轆一中雑区(第、地区）

成田英雄 千葉市社会福祉協議会真砂地区部会

平島弘二 美浜区老人クラブ連合会

平野悦子 千葉市社会福祉協議会幕張西地区部会

別所康宏 千葉市社会福祉協議会磯辺地区部会

星まき子 美浜区民生委員児童委員協議会

三山勝江 千葉市社会福祉協議会高洲･高濁也区部会
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冒 軒

‘◆重点施策”
漫内

齢 設 ふ 報

u ,弾 甦

ﾛ 韓

設 国

津

４共

1

ﾅ ｻ 重
点

i驚

No.

’ 1

［ 2

1

J 3

4

事業・施策名
r一

コミュニティソーシャルワーカーの増員等

多機関の協働による相談支援体制の包括化

地域力基孵強化の支援

地域福祉の担い手の育成・拡大

rT L

担当課

地域福祉課/地域包括ケア推進課/保護課

地域福祉課/地域包括ケア推進課/保護課

地域福祉課/地域包括ケア推進課／

市民自治推進課

地域福祉課/地域包括ケア推進課

市民自治推進/生涯学習振興課(教育委員会）

掲載P_

91

91

92

92

■

酢

◆施策の展開

亜 奔

&

曙 F 串 餡

１
１
四

１
地
域
福
祉
活
動
の
促
進
Ⅷ

唱

評

設

、）可

串 琵

鼠 弥

サービス類型1費用等助成（直接的壬 島）

No. 事業･施策名も

1 f

担当課“ 掲載P

I
I

1 区地域活性化支援事業 各区地域振興課 93

2 ボランティア活動補償制度 市民自治推進課 93

3『 市民防犯活動の支援 地域安全課 93

4 健康づくり事業 健康支援課 93

5 地域支え合い型訪問支援・通所支援事業 高齢福祉課 93

： 6 地域見守り活動支援事業 高齢福祉課 93

7 高齢者等ごみ出し支援事業 高齢福祉課 94

，8 認知症カフェ設置促准 地域包括ケア推進課 94

9 いきいき活動外出支援事業 高齢福祉課 94

10 介護支援ボランティア制度の運用 介護保険管理課 94

11 青少年育成事業 健全育成課 94

'サービス類型2物品提供(直接的手法メ
鞠 監

1

No. 事業・施策名､ ≦ 担当課 掲載P-

‘ 12 市民防犯活動の支援 地域安全課 95

13『 防犯ウオーキングの推進 各区地域振興課 95

14 美浜区見守りネットワーク 美浜区地域振興課 95

[ サービス類型3活動場所の提供（直接的手法)､
串 玲 魁

齢 0

NO. ．事業・施策名 … 相当課 掲載P

15 社会福祉施設における地域交流スペース等の活用促進
地域福祉課/高齢福祉課

介護保険事業課
95

16 空き家の有効活用事業 住宅政策課 96

17 地域づくり拠点としての公民館の活用 生涯学習振興課（教育委員会） 96

18 学校施設開放 学校施設課（教育委員会） 96

19 ちぱし消費者応援団登録 消費生活センター 96

20 国際交流ボランティアの育成・活動支援の推進 国際交流課 96

‘ 21 学校体育施設開放事業 スポーツ振興課 97
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◆施策の展開

１
地
域
福
祉
活
動
の
促
進

瓜

サービス類型4人材育成（直接的手法） ．
称

No. 事業・施策名 担当課 ‘ 掲載P

22 市民のボランティア･NPO活動参加の促進

地域福祉課/高齢福祉課

市民自治推進課/国際交流課

生涯学習振興課（教育委員会）

97

23 生涯学習センター･公民館等にお|ﾅる指導者及び各種ボランティア養成 生涯学習振興課（教育委員会） 97

24 社会福祉セミナー 地域福祉課 97

25 民生委員協力員 地域福祉課 97

26 国際交流ボランティアの育成・活動支援の推進 国際交流課 98

27 ゲートキーパーの養成 こころの健康センター 98

28 ひきこもりサポーター養成研修・派遣事業 精神保健福祉課 98

29 市民防犯活動の支援 地域安全課 98

30 応急手当普及啓発事業 救急課 98

31 へルスサポーターの養成 健康支援課 98

32 食牛活改善推進員の養成 健康支援課 98

33 生活支援コーディネーターの設置 地域包括ケア推進課 99

34 シニアリーダー講座 地域包括ケア推進課 99

35 認知症サポーター養成講座 地域包括ケア推進課 99

36 認知症介護研修 地域包括ケア推進課 99

37 手話・点字・ガイドボランティア等の養成 障害福祉サービス課 99

38
一

精神保健福祉ボランティア養成講座 こころの健康センター 99

39 放課後子ども教室推進事業 生涯学習振興課（教育委員会） 99

40 ファミリー・サポート・センター事業 幼保支援課 99

41 学校セーフティウオッチ 学事課（教育委員会） 100

サービス類型5情報提供（直接的手法）

No. 事業・施策名 担当課 掲載P

42 市政出前講座 広報広聴課 100

43 地域福祉に関する情報提供 地域福祉課 100

44 ボランティアに関する情報の発信
地域福祉課/市民自治推進課

国際交流課/生涯学習振興課(教育委員会）
100

45 市民のボランティア・NPO活動参加の促進

地域福祉課/高齢福祉課

市民自治推進課/国際交流課

生涯学習振興課（教育委員会）

100

46 公益活動団体の連携促進 市民自治推進課 100

47 コミュニティビジネスの支援 産業支援課 101

48 ちぱし消費者応援団吾録 消費生活センター 101

49 空き家の有効活用事業 住宅政策課 101

50 交通安全対策 地域安全課 101

51 地域防犯ネットワークの推進 地域安全課 101

52 避難行動要支援者への対応 防災対策課 101

53 運動イベントの実施 健康支援課 101

54 生活支援コーディネーターの設置 地域包括ケア推進課 101

55 認知症施策の推進 地域包括ケア推進課 102

56 くらしの巡回講座の実施 消費生活センター 102

57 障害者差別解消の推進 障害者自立支援課 102

58 障害者への情報保障 障害者自立支援課 102

59 子育てサークルの支援 健康支援課 102

60 子育てサポーター・家庭教育アドバイザー配置事業 生涯学習振興課（教育委員会） 102
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サービス類型6相談支援（直接的手法） ‘ ‘
No. 事業・施策名 担当課 掲載P

61 生活自立・仕事相談センターの充実 保護課 03

62 ひきこもり地域支援センターの充実 精神保健福祉課 03

63 自殺予防に向けた意識啓発 地域福祉課 03

64 高齢者虐待への対応 地域包括ケア推進課 03

65 障害者虐待への対応 障害者自立支援課 04

66 児童虐待・DVへの対応 こども家庭支援課/児童相談所 04

67 成年後見制度の利用促進 地域包括ケア推進課/障害者自立支援課 04

68 未成年後見制度の利用促進 こども家庭支援課/児童相談所 04

69 エンディングサポート（終活支援）事業 地域包括ケア推進課 05

サービス類型7意識啓発（間接的手法） ，

No. 事業・施策名 担当課 掲載P

70 市政出前講座 広報広聴課 105

71 市民のボランティア･NPO活動参加の促進

地域福祉課/高齢福祉課

市民自治推進課/国際交流課

生涯学習振興課（教育委員会）

105

72 村会福祉セミナー 地域福祉課 05

73 学校における総合的な学習の時間を通しての福祉教育 教育指導課（教育委員会） 06

74 自殺予防に向けた意識啓発 地域福祉課 06

75 人権週間等における人権啓発活動 男女共同参画課 06

76 交通安全総点検 各区地域振興課 06

77 交通安全対策 地域安全課 06

‘ 78 運動イベントの実施 健康支援課 06

79 くらしの巡回講座の実施 消費牛活センター 06

80 美浜区見守りネットワーク 美浜区地域振興 果 07

81 障害者週間における啓発活動 障害者自立支援 果 07

82 福祉講話の実施 障害者自立支援 果 07

， 83 障害者差別解消の推進 障害者自立支援 果 07

84 障害者スポーツ大会等の開催 障害者自立支援 果 07

85 児童福祉週間における啓発活動 こども家庭支援課 07

86 児童虐待防止縦月間及び女性に対する暴力をなくす運動期間における啓発活動 こども家庭支援課/児童相談所/男女共同参画課 07

87 高齢者虐待への対応 地域包括ケア推進課 08

88 障害者虐待への対応 障害者自立支援課 08

89 児童虐待・DVへの対応 こども家庭支援課/児童相談所 08

90 成年後見制度の利用促進 地域包括ケア推進課/障害者自立支援課 08

91 未成年後見制度の利用促進 こども家庭支援課/児童相談所 09

３
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祉
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H

1

サービス類型8団体等支援（運営） （間接的手法） ､

No. 事業・施策名 担当課 掲載P

92 市社協の活動支援 地域福祉課 109

93 地域運営委員会の支援 市民自治推進課 09

94 地区部会活動の支援 地域福祉課 09

95 自主防災組織の育成 防災対策課 09

96 避難所運営委員会の設立ｲ吊准及び活動支援 防災対策課 10

97 シルバー人材センターの充実 高齢福祉課 10

98 身体障害者連合会への支援 障害者自立支援課 10
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サービス類型8団体等支援（事業） （間接的手法）

No. 事業・施策名 担当課 、、 掲載P

99 ボランティア活動の促進 地域福祉課 110

100 福祉教育の推進 地域福祉課 110

101 国際交流ボランティアの育成・活動支援の推進 国際交流課 111

102 ちばし消費者応援同書録 消費牛活センター 111

103 民間企業等との連携 政策企画課/政策調整課/経済企画課 111

104 地域運営委員会の支援 市民自治推進課 111

105 民生委員・児童委員活動への支援 地域福祉課 111

106 災害時におけるボランティア体制の整備 地域福祉課 112

107 孤独死防止通報制度の運用 地域福祉課 112

108 民間企業と連携した高齢者の見守り支援 高齢福祉課 112

109 日常生活自立支援事業・法人後見事業への支援 地域福祉課 112

110 老人クラブ活動の充実強化 高齢福祉課 112

111 買い物支援サービスの推進 高齢福祉課 112

1． 身体障害者連合会への支援 障害者自立支援課 112

113 障害者福祉団体への支援 障害者自立支援課 113

114 精神障害者家族会への支援 精神保健福祉課 113

115 青少年育成委員会への支援 健全育成課 113

３
地
域
福
祉
活
動
団
体
と
の
連
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サービス類型9ネットワーク化（間接的手法） ”
No. 事業・施策名 担当課 掲載P

116 市民のボランティア・NPO活動参加の促進

地域福祉課/高齢福祉課

市民自治推進課/国際交流課

生涯学習振興課（教育委員会）

114

117 公益活動団体の連携促進 市民自治推進課 114

118 コミュニティビジネスの支援 産業支援課 114

119 地域運営委員会の支援 市民自治推准課 114

120 生活支援コーディネーターの設置 地域包括ケア推進課 114

121 SOSネットワーク 地域包括ケア推進課 114

122 子どもの貧困対策総合コーディネート事業（子どもナビゲーター） こども家庭支援課 115

123 学校と地域の連携・協働体制の整備事業 学事課（教育委員会） 115

124 学校・家庭・地域連携まちづくり推進事業 教育指導課（教育委員会） 115

125 放課後子ども教室推進事業 生涯学習振興課（教育委員会） 115

126 子育てサークルの支援 健康支援課 115

127 保育所（園）・認定こども園地域活動事業 幼保運営課 115

128 子育てサポーター・家庭教育アドバイザー配置事業 生涯学習振興課（教育委員会） 115

129 ファミリー・サポート・センター事業 幼保支援課 116



資料編【Ⅳ保健福祉相談窓口一覧】

障
碍

IV保健福祉相談窓口一覧

■保健・福祉の総合相談
保健・福祉サービスを必要とする方に適切なサービスを提供するためには、その方の健康状態や身体状況、生活

の状態等を総合的な視点からとらえ、その方の意思を尊重しながら、各種のサービスを必要に応じて組み合わせて

いくきめ細かな対応が必要です。

すべての市民が、必要なときに適切な保健・福祉サービスを、地域に暮らしながら利用できるように、保健福祉

センターを拠点として、各区単位のサービスを提供しています。

保健福祉センター

(1)高齢障害支援課

高齢者・障害者等の各種の相談を受け、必要に応じた援助や施設入所等の事務を行っています。

○高齢支援班・・・・・・・高齢福祉に係る各種相談を受け、必要に応じた援助や指導を行うほか、民生

委員・児童委員に関することを担当します。

○障害支援班・・・・・・・身体・知的障害者（児） （精神については健康課）の相談を受け、必要に応

じた援助や指導を行います。

○介護保険室・・・・・・・介護保険制度に関する相談や要介護認定等の申請を受け、必要に応じてサー

ビスの利用に向けた助言や指導を行います。

(2)こども家庭課

児童及び家庭に関する相談や子育て支援(ひとり親家庭支援含む)に関する各種手当・医療費助成の申請、

保育所・子どもルームの利用に関する手続きを行います。

(3)社会援護課

生活に困っている方に対して相談及び助言を行うとともに、生活保護による各種の援助及び自立のための

支援を行っていますb

○社会給付班・・・生活保護費や住居確保給付金、戦没者遺族等の給付等に関することを行います。

○保護班・・・・・生活保護や中国残留邦人等に関する相談を受け、必要に応じた援助、指導等を行い

ます。

(4)健康課

1
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高齢障害

支援課

こども

家庭課

社会

援護課

高齢支援班

B221-2150

障害支援班

B221-2152

介護保険室

丑221-2198

MX221-2602

函koreishogai・CHU

@city.chiba. lg.jp
a221-2149

MX221-2606

gkodomokatei・CHU

@city.chiba､ 19.jp
第一課社会給付班

B221-2147

第一課保護第一班

B221-2154

第一課保護第二班

狂221-2155

第一課保護第三班

B221-2156

第一課保護第四班

B221-2550

FAX221-2164

高齢支援班

B275-6425

障害支援班

B275-6462

介護保険室

B275-6401

MX275-6317

gkoreishogai.HAN
@city.chiba. 19.jp
B275-6421

MX275-6318

gkodomokatei.HAN

@city.chiba. |9.jp
社会給付班

B275-6416

保護第一班

B275-6471

保護第二班

B275-6420

保護第三班

B275-6490

保護第四班

B275-0091

MX275-6904

高齢支援班

B284-6141

障害支援班

B284-6140

介護保険室

E284-6242

MX284-6193

函koreishogai . INA
@city.chiba. l9.jp
B284-6

FAX284-(

gkodom[

@city.ch

師
舵

Ａ
ｐ

Ｎ
・
Ｊ

１
・
ｇ

ｅｔ
ａ

ａ
‐
０

社会給付班

丑284-6135

保護第一班

B284-6136

保護第二班

B284-6142

保護第三班

狂284-6143

保護第四班

B284-6143

MX284-6153

高齢支援班

B233-8558

障害支援班

B233-8154

介護保険室

B233-8264

MX233-8251

函koreishogai.WAK

@city.chiba. 19.jp
B233-8

MX233-(

gkodom(

@city.ch

印
乃

'atei. AK

ba. lg.jp

第一課社会給付班

B233-8148

第一課保護第一班

遍233-8156

第一課保護第二班

狂233-8157

第一課保護第三班

B233-8208

MX233-8170

函shakaiengol.WAK

@city.chiba・ I9.jp

高齢支援班

丑292-8138

障害支援班

B292-8150

介護保険室

B292-9491

MX292-8276

函koreishogai.MID

@city.chiba. |9. jp
B292-8137

MX292-8284

gkodomokatei.MID

@city.chiba. ig.jp

社会給付班

B292-8135

保護第一班

B292-8152

保護第二班

B292-8153

保護第三班

a292-8136

MX292-8162

Bshakaiengo.MID@
city.chibalg.jp

高齢支援班

B270-3505

障害支援班

B270-3154

介護保険室

B2714073

MX2713281

gkoreishogai・MIH

@city.chiba. Ig.jp
B270-3150

MX270-3291

函kodomokatei｡MIH

@city.chiba. |g.jp

社会給付班

B27G3148

保護第一班

B2711223

保護第二班

a27G3149

MX270-3195

函shakaiengo.MIH@

city.chiba. i9.jp

所在地
中央

中央区中央4-5-1

花見川

花見川区瑞穂1-1

稲毛

稲毛区穴川4-12-4

若葉

若葉区貝塚2-19-1

緑

緑区鎌取町226-1

美浜

美浜区真砂5-15-2
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2保健福祉総合相談（電話相談）

保健や福祉に関する電話相談を受け、内容に応じ関係各課等に引き継ぎをするなど､利用者のニーズに対応し

た保健福祉サービスの利用をサポートします。

○受付時間：月～金曜日 9:00～17:00 (祝日・年末年始を除く）

○a245-5720 MX245-5721函fukushi-soudan@city.chiba.19.jp

3保健所

保健所は、公衆衛生の向上を図るため、広域的・専門的・技術的に全市的な対応が必要とされる感染症対策等

の対人保健サービス、食品衛生、環境衛生、医務・薬務等における監視及び指導等の対物保健サービスを実施す

る総合拠点として、設置されています。

○所在地：美浜区幸町1-3-9

4心配ごと相談所

民生委員・児童委員を主体とした相談員が、面接・電話により広く市民の日常生活上の相談に応じて、適切な

助言を行います。千葉市社会福祉協議会の中に設置されています。

○受付時間：月～金曜日 10:00～15:00 (祝日・年末年始を除く）

○所在地：中央区千葉寺町1208-2千葉市ハーモニープラザ1階

B209-8860 FAX312-2442ginfo@chiba-shakyo.jp
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所在地
中央

中央区中央4-5-1

花見川

花見川区瑞穂1-1

稲毛

稲毛区穴川4-12-4

若葉

若葉区貝塚2-19-1

緑

緑区鎌取町226-1

美浜

美浜区真砂5-15-2

､

函shakaiengol.CHU

@city.chiba. |g.jp
第二課保護第一班

B221-2066

第二課保護第二班

a221-2067

第二課保護第三班

B221-2068

第二課保護第四班

B221-2017

MX221-2164

函shakaiengo2.CHU

@city.chiba. |g.jp

函shakaiengo.HAN@

city.chiba. l9.jp
Bshakaiengo.INA@
city.chiba. |g.jp

第二課保護第一班

a233-8158

第二課保護第二班

B233-8149

第二課保護第三班

B233-8199

第二課保護第四班

０
０

８
７

１
１

８
８

３
３

３
３

２
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狂
醐

Bshakaiengo2.WAK

@city.chiba. |g.jp

健康課

すこやか親子班

B221-2581

健康づくり班

B221-2582

こころと難病の相談班

B221-2583

MX221-2590

gkenko・CHU@city.

chiba. l9.jp

すこやか親子班

B275-6295

健康づくり班

B275-6296

こころと難病の相談班

B275-6297

MX275-6298

gkenko.HAN@city.
chiba. l9.jp

すこやか親子班

B284-6493

健康づくり班

B284-6494

こころと難病の相談班

B284-6495

MX284-6496

gkenko.INA@city.
chiba. |9.jp

すこやか親子班

a233-8191

健康づくり班

B233-8714

こころと難病の相談班

５
８

１
９

７
１

名
も

３
３

３
３

２
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Ｂ
剛

函kenko.WAK@city.

chiba. l9.jp

すこやか親子班

a292-2620

健康づくり班

B292-2630

こころと難病の相談班

a292-5066

MX292-1804

函kenko.MID@city.

chiba. |g.jp

すこやか親子班

B270-2213

健康づくり班

B270-2221

こころと難病の相談班

B270-2287

MX270-2065

函kenko.MIH@city.

chiba. lg.jp

床涯円T総括珠 l詮宋凱正メリ軍国 食品安全課 環境衛生課
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班
班
班

務
務
務

総
医
薬
MX203-5251

Bsomu.PHO@city.chiba.|gjp

結核感染症班B238-9974

予防接種班丑238-9941

MX238-9932

gkansensho.PHO#city.chiba.|g.jp

食品指導班B238-9934

食品監視班狂238-9935

食品調査班B238-9937

管理栄養班B238-9924

市場･食烏監視室B238-9959

MX238-9936

Eshokuhin.PHO@city.chiba.|g.jp

営業指導班a238-9939

施設指導班B238-9940

FAX238-9945

函kankyo.PHO@city.chiba.lg.jp
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5民生委員・児童委員

民生委員は、民生委員法に基づいて、市長の推薦により厚生労働大臣から委嘱されており、その職務は、社会

奉仕の精神をもって生活困窮者のほか高齢者、児童、障害者等で援護を必要とする方々の相談・援助にあたると

ともに、保健福祉センターや児童相談所等の関係行政機関に対して協力することとされています。なお、民生委

員は児童福祉法に定められた児童委員を兼ねています。

［問い合わせ先各保健福祉センター高齢障害支援課(P-177-)]

6千葉市こころと命の相談室

平日の開庁時間の利用が困難なサラリーマン等が仕事帰りに気軽に相談できるよう、自殺予防の相談窓口を平

日の夜間に開設しています。

3名の専門職（産業カウンセラー等）が対面型相談により、こころの健康のほか、職場問題や多重債務問題な

どの相談に応じています。

○相談日時：月・金曜日 18:00～21:00 (祝日・年末年始を除く）他、月1回日曜日に開設日あり。

○所在地：中央区新町18-12第八東ピル501号室

予約枠と当日相談枠を設けています。平日の9:30～16:30に下記にて予約を受け付けています。

a216-3618gchibacocoro@co-higashikanto・ jp

7千葉市ひきこもり地域支援センター

ひきこもり状態にある方およびその家族等を対象に、社会参加や自立を促すための相談、支援を行います。電

話、来所による相談のほか、ご家庭等への訪問や同行も可能です。

○開所時間：月～金曜日 9:00～17:00(祝日・年末年始を除く）

○所在地：美浜区高浜2-1-16千葉市こころの健康センター内

B204-1606 MX204-1607

8千葉市生活自立・仕事相談センター

様々な理由により生活に困りごとを抱えている地域住民に寄り添い､経済的･社会的自立に向けた支援を行っ
ています。

○相談日時(共通）：月～金曜日 8:30～17:30(祝日・年末年始を除く）

○千葉市生活自立・仕事相談センター中央

所在地：中央区中央4-5-1 きぽ－る

B202-5563 MX221-3370函soudan-chu@chiba-shakyo.jp

○千葉市生活自立・仕事相談センター稲毛

所在地：稲毛区穴川4－12－4稲毛保侭福祉センター

a207-7070 MX207-7072Zsoudan@jigyoudan.com
○千葉市生活自立・仕事相談センター若葉

所在地：若葉区貝塚2-19-1若葉保曙冨祉センター

a312-1723 MX312-6403函wakaba@jigyoudan.com

■高齢者の相談

1 あんしんケアセンター（地域包括支援センター）
高齢者の皆さんが住みなれた地域で安心した生活が送れるよう、介護予防サービス・支援計画(介護予防ケア

プラン）の作成をはじめ、高齢者の介護や福祉などに関するさまざまな相談に応じるほか、権利擁護などの事務
を行います。

(1)主な業務の内容

①総合相談

②介護予防サービス・支援計画（介護予防ケアプラン）の作成

③権利擁護（高齢者虐待の防止及び対応、成年後見制度の利用支援）

④地域のケアマネジャーの支援さまざまな機関とのネットワーク構築

なお、お住まいの地域により、担当するセンターが決まっていますも詳しくは、各センターまでお問
い合わせください。
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2 ちば認知症相談コールセンター
認知症の方やご家族などが気軽に利用できるコールセンターです。介護の経験者が電話で相談に応じます。

○相談日：月・火・木・土10:00～16:00

○面接相談日：金（要予約）

○所在地：中央区千葉港4-3千葉県経営者会館5階

冠238-7731プッシュ回線の固定電話(局番なし） ＃7100

3認知症疾患医療センター

認知症の方やご家族などからの医療的な相談に応じます。

相談の内容に応じて、地域の医療機関などの紹介や、鑑別診断などを行います。

○相談日：月～金（祝日・年末年始を除く）9:00～15:00※まずは電話でご相談ください。

○所在地：中央区亥鼻1-8-1千葉大学医学部附属病院内

B226-2736, 222-2256 MX226-2738

4介護相談員派遣

介護相談員が、介護保険施設などの事業所を訪問し、利用者や家族の相談に応じます。

B245-5256 MX245-5621函kaigohokenjigyo.HWS@city.chiba.lg.jp
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あんしんケアセンター名 町丁名

新千葉:B216-2131MX216-2132 院内、春日、要町、汐見丘町、新千葉、椿森、道場北町、道場北、登戸、東千葉、弁天、松波、祐光
中央:E216-2121MX216-2211 旭町、亀井町、亀岡町、栄町、新宿、新田町、新町、神明町、千葉港、中央、中央港、鶴沢町、出洲港、

道場南、問屋町、東本町、富士見、本千葉町、本町、都町

千葉寺:E208-1222MX261-3209 青葉町、市場町、稲荷町、亥鼻、葛城、寒川町、末広、千葉寺町、長洲、港町、矢作町

松ケ丘:B420-8325MX264-8655

白旗出張所:B308-9811MX265-8111

赤井町、今井町、今井、鵜の森町、大森町、川崎町、白旗、蘇我町、蘇我、大巌寺町、川戸町、仁戸名
町、花輪町、星久喜町、松ケ丘町、南町、宮崎、宮崎町、若草

浜野:B305-0102FAX305-0108 生実町、塩田町、新浜町、浜野町、南生実町、村田町

こてはし台:B258-8750MX258-8751 内山町、宇那谷町、柏井町、柏井4丁目、こてはし台、大日町、み春野、横戸町、横戸台

花見川:B250-1701MX2511703 天戸町、柏井1T目、作新台、長作町、長作台、花島町、花見川

さつきが丘:E307-3225MX307-3226 犢橋町、さつきが丘、三角町、千種町、宮野木台2丁目～4丁目

にれの木台:B445-8012MX445-8013 朝日ケ丘1～3T目・5丁目、西小中台、畑町、宮野木台1丁目

花園 B216-2610FAX216-2618 朝日ケ丘町、朝日ケ丘4丁目、検見川町、浪花町、花園町、花園、南花園、瑞穂

幕張 B212-7300MX212-7330 武石町、幕張町、幕張 郷

山王:B304-7740MX304-7743

宮野太出盟所:E307-9010MX307-9011

柏台、小中台町、小深町、山王町、長沼町、長沼原町、六方町、宮野木町

園生:B306-6881MX306-6882 あやめ台、園生町

天台:B284-6811MX284-6866 作草部町、作草部、千草台、天台町、天台、萩台町

小仲台:B307-5780FAX307-5781 穴川町、穴川、小仲台、轟町、弥生町

稲毛:B216-2831 FAX216-2832 稲丘町、稲毛、稲毛台町、稲毛町、稲毛東、黒砂、黒砂台、緑町

みつわ台:a290-0120MX290-0122 愛生町、高品町、殿台町、原町、東寺山町、みつわ台、源町

都賀:a312-5110MX312-5121 都賀、都賀の台、西都賀、若松町、若松台

桜木:B214-1841MX214-8787 貝塚町、貝塚、加曽利町、桜木、桜木北

千城台:B236-7400 FAX236-7401 大井戸町、大草町、太田町、小倉町、小倉台、御成台、小間子町、金親町、上泉町、御殿町、坂月町、

更科町、下泉町、下田町、旦谷町、千城台北、千城台西、千城台東、千城台南、富田町、谷当町

大宮台:B208-1212MX208-1214 五十土町、和泉町、大広町、大宮町、大宮台、川井町、北大宮台、北谷津町、古泉町、佐和町、高根町、

多部田町、中田町、中野町、野呂町

鎌取:B293-6911 FAX293-6912 大金沢町、落井町、おゆみ野、おゆみ野有吉、おゆみ野中央、おゆみ野南、鎌取町、刈田子町、小金沢

町、椎名崎町、富岡町、中西町、東山科町、平山町、古市場町、辺田町、茂呂町

誉田:B3014855FAX292-8262 大膳野町、高田町、平川町、誉田町

土気:a295-0110FAX205-5050 あすみが丘、あすみが丘東、板倉町、大木戸町、大椎町、大高町、大野台、越智町、小山町、上大和田

町、下大和田町、高津戸町、土気町、小食土町

真砂:B278-0111MX278-0115 中瀬1丁目、ひび野1丁目、真砂、若葉

磯辺 B303-6530FAX303-6531 磯辺、打瀬、高浜5～6丁目、豐砂、中瀬2丁目、浜田、ひび野2丁目、幕張西、美浜

高洲 B278-2545MX278-2547 稲毛海岸、高洲、高浜1～4丁目・7丁目

幸町 B301-5332MX246-2420 幸町、新港
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5家族介護者支援センター
家族介護者(高齢者を在宅で介護している家族)が､日頃介護をしている中で困難に感じていることについて、

ホームヘルパー等が分かりやすくアドバイスします。

電話で気軽にご相談いただけるほか、お宅にホームヘルパー等が訪問し介護方法（排泄介助や食事介助など）

の実技を行いながら、直接アドバイスを受けることができますb

○相談日：月～金9:00～17:00土10:00～13:00

○所在地：中央区千葉港4-3千葉県社会福祉センター4階

a302-2017 MX242-6376

6生涯現役応援センター
高齢者の皆さんの生きがいの向上と社会を支える存在として活躍いただくことを目的として､就労やボランテ

ィア等地域活動のための情報を集約し、情報提供・相談・紹介を行います。

○相談日：月～金9:00～17:00 (祝日・年末年始を除く）

○所在地：稲毛区穴川4-12-1稲毛区役所2階

E256-4510 MX256-4507

■障害者の相談

1 障害者相談センター

障害者相談センターとは、障害者(満18歳以上の身体障害者・知的障害者及び難病患者）の更生援護の利便を

図るための技術的専門機関として､身体障害者更生相談所と知的障害者更生相談所の両機能を併せ持った施設で
す。

○所在地：中央区千葉寺町1208-2千葉市ハーモニープラザB棟1階

B209-8823 MX209-8826函shogaishasodan.HWS@city.chiba､ lg. jp
業務の内容

障害者に関する専門的知識及び技術を必要とする相談・指導及び医学的・心理学的・職能的判定業務を行っ
ています。

①補装具に関する相談・指導及び処方と適合判定

身体障害者の身体の一部の欠損、又は機能障害を補い、 日常生活を容易にするために用いる補装具(義

手・義足・装具・車いす・補聴器他)の支給及び修理に際し、その処方・仮合せ及び適合判定を行ってい

ます。平成25(2013)年4月1日より難病患者（国が指定した疾患）も対象者となりました。
②自立支援医療（更牛疾療）給付の要否判定

身体障害者が、障害の軽減・進行の防止・機能回復のために行う治療(人工透析等)について、その給

付の要否の判定を行っていますb

③身体障害者手帳の交付に係る障害程度の認定と手帳の作成事務

身体障害認定基準に基づき、障害程度の審査を行い、身体障害者手帳の作成を行っていますb
④療育手帳交付に係る判定と手帳の作成事務

療育手帳の交付を希望する知的障害者に対し､その障害の程度を判定するとともに療育手帳の作成事務
を行っていますb

⑤職親委託を希望する知的障害者に対する要否判定

生活･職業指導等を目的とする職親制度の利用を希望する知的障害者に対し、その要否判定を行ってい
ます。

2千葉市こころの健康センター

市民の皆様の心の健康の保持増進や知識の普及､精神障害者の保健福祉の増進を図ることを目的に、各種の事
業を行っています。

○所在地：美浜区高浜2－1－16

B204-1582 MX204-1584函kokoronokenko.HWS@city・chiba.lg.jp

業務の内容

①企画・立案

専門的立場から精神保健福祉施策を推進します。

-181-



資料編【Ⅳ保健福祉相談窓口一覧】

②技術援助・技術指導

地域で精神保健福祉活動を担っている保健所･保健福祉センターなどの関係機関に対し、専門的な立場
からの助言指導を行います。

③教育研修

保健所・保健福祉センター・社会復帰施設などの関係機関で精神保健福祉業務に従事する職員に対し、
専門的資質向上のための研修を行いますb

④普及啓発

心の健康に関する知識の普及と精神障害についての正しい理解のため、講演会・講座(精神保健福祉講
演会・ボランティア講座など)を開催します。

⑤調査研究

精神保健福祉に関する資料の収集、統計及び調査を行います。

⑥精神保健福祉相談

思春期や高齢期、アルコール・薬物依存に関する問題など、心の健康に関する相談を行います。また、

精神科医師による来所相談（予約制）も行います。

⑦組織育成

ボランティア組織、家族の会、当事者の会、協力事業所の会、その他精神保健福祉に関する団体などの

活動を支援します。

⑧精神医療審査会の審査に関する事務
精神科病院における医療保護入院の入院届、定期病状報告書などの審査､退院請求や処遇改善請求の審

査に係る審査会に関する事務を行います。

⑨自立支援医療（精神通院医療）・精神障害者保健福祉手帳の判定事務

自立支援医療費（精神通院医療）公費負担及び精神障害者保健福祉手帳の判定の業務を行います。

⑩こころの電話

こころの健康や悩みに関する相談に、専門電言辞目談員が「傾聴するこころ」で応じます。

○受付時間: 10:00～12:00， 13 :00～17:00(休館日を除く）

○休館日：士・日曜日、祝日、年末年始

○B204-1583

精神科救急情報センター

夜間・休日を含め精神疾患の急激な発症や嶽申症状の急変に対応するため、 24時間の相談に応じます。

B276-3188

3

4干葉市発達障害者支援センター

発達障害者支援を総合的に行う地域の拠点として、本人及びその家族からの発達障害に関する相談（予約制）

に応じます。

○所在地：美浜区高浜4-8-3 （療育センター内3階）

B303-6088 MX279-1353

5障害者福祉センター
障害者に関する各種の相談に応じるとともに、機能訓練や教養の向上、社会との交流の促進や、スポーツ・レ

クリエーションのための便宜を総合的に供与し、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする施設で､機能訓練

室、作業訓練室、ADL室等が設置されています。

○利用時間：火曜～土曜日 9:00～21 :00 日曜日 9:00～17: 15
○休館日：月曜日（月曜日が休日の場合は火曜日も）、祝日、年末年始

○対象者：原則として市内在住・在勤の18歳以上の障害者、障害者団体及び福祉団体

、 ○所在地：中央区千葉寺町1208-2千葉市ハーモニープラザ1階

B209-8779 MX209-8782函fukushi-c@nifty・com

－182－
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陰
膳

6障害者相談支援事業
障害者やその保護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供､支援を行うとともに、権利擁護のための必要な

援助を行います。

7身体障害者相談員
身体障害者(児)やその家族の方に、身近な問題について、地域で相談・助言・指導をします。

［問い合わせ先各保健福祉センター高齢障害支援課(P-177-)]

8知的障害者相談員

知的障害者(児)やその家族の方に、身近な問題について、地域で相談・助言・指導をしますb

［問い合わせ先各保健福祉センター高齢障害支援課(P-177-)]

9知的障害者生活支援事業

生活支援ワーカーが家庭や職場を訪問すること等により、金銭や衣食住に関する問題の解決など、地域生活に

必要な支援を行います。

10障害者等住宅改造相談事業

障害者又は高齢者が居住する住宅を改造しようとする時に、専門的知識を有する者による相談を実施します。
○相談日：原則として第1．3火曜日の13:00～17:00まで(応相談）

［問い合わせ先障害者福祉センター(P-182-)]

11 結婚相談

身体障害者の結婚について、専門の相談員が相談に応じています。相談日は月曜日及び金曜日です。

［問い合わせ先中央保健福祉センター高齢障害支援課(P-177-) ]

12手話相談

聴覚障害者のために手話による専門の相談員を配置して、各種の相談に応じています。相談日は月曜日、水曜
日及び金曜日です。

［問い合わせ先中央保健福祉センター高齢障害支援課(P-177-) ]

13精神保健福祉相談
専門医による精神保健福祉相談を予約制で行っています。

このほか、精神保健福祉相談員による相談を随時受け付けています。

［問い合わせ先各保健福祉センター健康課(P-178-)、千葉市こころの健康センター(P-181-) ]

－183－

窓口 所在地 a FAX

まるめろ 中央区東本町1-6 227-1781 227-1781

支援センターはなみがわ 花見川区天戸町757-3 258-1400 258-1389

地域生活支援センターふらる 稲毛区作草部2-4-6 0513734-0480 206-4220

若葉泉の里障害者相談支援センター 若葉区大宮町2112-8 312-2853 265-5405

中野学園 若葉区中野町1574-31 228-6114 228-4651

やさし～ど（中野学園） 緑区土気町1634 205-8488 205-8488

ディアフレンズ真砂 美浜区真砂2-3-1 304-6311 304-6322

窓口 所在地 冠 mX

畑町ガーデン 花見川区畑町577-4 271-9191,350-1550 271-9191,350-1555
中野学園 若葉区中野町1574-31 228-6114 228-4651

やさし～ど（中野学園） 緑区土気町1634 205-8488 205-8488

種類 実施場所

精神保健福祉相談

専門相談

思春期相談

高齢者相談

アルコール・薬物依存相談

各保健福祉センター健康課、千葉市こころの健康センター

千葉市こころの健康センター
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14千葉障害者就業支援キャリアセンター

障害者の就労を支援し、また、障害者を雇用する（雇用を考えている）事業主を支援するため、就職に関する
相談、センターでの訓練、職場実習、就労時の職場定着支援など、就労におけるあらゆる場面でのサポートを行
いますb

○所在地：美浜区新港43

B204=2385 MX246-7911

15千葉障害者職業センター

就職や職場復帰を目指す障害者や障害者の雇用をしている（または雇用を考えている）事業主に対して、就職
や雇用、職場定着等にかかる支援・サービスを提供しています。

○所在地：美浜区幸町1-1-3

B204-2080 MX204-2083gchiba-ctr@jeed・or.jp

l6障害者差別解消の相談窓口

障害者差別解消法は、障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会をつく
ることを目指しています。

障害を理由とする差別については､民間事業者や主務官庁の相談窓口のほか､下記相談窓口へご相談ください。
（下記相談窓口は、原則として市職員による差別に関する相談窓口です｡）

B245-5157 MX245-5549Bshogaisabetsu@city・chiba.lg.jp

l7広域専門指導員による相談
障害を理由として不利益な取扱いを受けたり、障害特性に応じた合理的な酉礪がなされない等、障害のある方

の暮らしの中の差別に関わる様々な問題について、広域専門指導員が相談に応じます。

B292-1317 MX291-8488

18障害者人権1 10番事業

障害者とその家族の方や関係者の方々のために、電話または来所によるご相談をお受けしております。

○所在地：中央区千葉港4-3千葉県社会福祉センター3階

a246-2282 FAX246-2282

19千葉市障害者虐待防止センター

障害者虐待の早期発見・早期対応のため、障害者虐待防止センター（各区保健福祉センター）を設置していま

す。障害者に対する虐待を発見した人は、迷わず下記のセンターまでご連絡ください（24時間受付)。

なお、通報者・届出者の情報は守られます。

■こども・子育ての相談

1 児童相談所

18歳未満のお子さんの養護・虐待・障害・非行・育成などについて相談に応じます。

専門のスタッフ（児童福祉司、児童心理司、言語聴覚士、医師など）が、必要に応じて調査・診断・指導を行

います。また、定期的に児童相談所に来所する通所指導のほか、一時的に児童を保護したり、児童福祉施設等へ

の入所（措置）も行います。そのほか、里親相談にも応じています。

○所在地：美浜区高浜3-2-3

B277-8880 MX278-4371函jidosodan.CFC@city.chiba､ lg.jp
(1)主な業務

ア相談

①来所相談

児童相談員等が、各衝目談(養護相談･冒寺相談･心身障害相談･非行相談･育成相談等)を受け付けます。

－184－

区名 所在地， 冠・FAX

中央区 中央区中央4-5-1 221-2943

花見川区 花見川区瑞穂1-1 275-2943

稲毛区 稲毛区穴川4-12-4 284-2943

若葉区 右茱陛具啄Z－lU－I 234-2943

緑区 緑区鎌取町226-1 292-2943

美浜区 美浜区真砂5-15-2 270-2943
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②電話相談

「子ども電謡目談」を設け、専門の電識目談員が相談に応じています。

○相談日時月～金曜日9:00～16:30 (12:00～13:00及び祝日・年末年始を除く）

B279-8080

イ調査・診断指導

受け付けた相談に対し、児童福祉司が家庭や関係機関等を訪問し、調査・指導を行います。

また、医師や児童心理司等が専門的診断を行うとともに、必要に応じて通所指導を行います。

ウ施設入所等

保護者がいない児童や、環境上養護を要する児童、障害のある児童等を必要に応じ児童福祉施設等へ入

所させ、または里親等に委託しています。なお、世帯の課税状況により負担があります。

(2)一時保護

家庭の事情で養育できなくなった児童や迷子、虐待を受けた児童を保護します。また、行動観察、短期入

所指導等のため、一時的に児童を預かります。

2家庭児童相談室

家庭相談員が子どもと家庭のことについて相談に応じ、問題解決のお手伝いをしています。

お子さんの学校生活、性格、習慣、家族関係、知能・ことばの遅れ、家出や夜遊びで困っているなどのお悩み

を伺います。

3児童委員・主任児童委員

○児童委員

民生委員が兼務し、お住まいの地域で、児童･妊産婦・母子家庭などの福祉に関する悩みごとについて相

談に応じます。相談内容によっては、必要に応じて、児童相談所、保健福祉センター、保健所など専門機関

に取り次ぎます。

○主任児童委員

学校や児童相談所などと連携して､いじめや児童虐待､育児など児童福祉に関する事項を専門的に担当し、

区域を担当する児童委員の活動に協力します。児童委員とともに、皆さんの相談役．支え役となりますb

［問い合わせ先各保健福祉センターこども家庭課(P-177-) ]

4児童家庭支援センター

学校生活、しつけ、児童虐待、非行など児童に関する様々な問題についての相談に応じます。

○子ども未来サポートセンターほうゆうB215-2001 MX250-7787函kodomomirai-houyu@houyukai.or.jp

○児童家庭支援センター・旭ケ丘 B214-8633 MX232-1477gja-asahigaoka@c-bethany-home.com
○児童家庭支援センター・ふたば B285-5634 MX255-6798gjikasen-futabaOnbr.nifty.com

5子育てサポーター・家庭教育アドバイザー配置事業
公民館に子育てについて気軽に相談できる子育てサポーターを配置し、「子育てママのおしやくりタイム」を

実施していますbまた、家庭教育アドバイザー（臨床心理士有資格者）が、より専門的な立場から相談に応じる

ほか、子育てサポーターへの助言等も行います。

公民館事業の日程などは、 「ちば市政だより」をご覧になるか、各区中核公民館へお問い合わせください。

-185-

区名 相談日 受付時間 a mX

中央区

花見川区

稲毛区

若葉区

緑区

美浜区

月・火・木・金曜日

月 水 木 金曜日

月 火 木 金曜日

月 火 水 金曜日

月 水 木 金曜日

月・火・水・金曜日

9:00～16:00

(祝日・年末年始を除く）

221-2

275-6

284-6

233-8

292-8

270-3

51

45

39

52

39

53

221-2606

275-6318

284-6182

233-8178

292-8284

270-3291

区名 中核公民館 a mX

中央 松ケ丘公民館 261-5990 263-9280
花見川 幕張公民館 273-7522 273-6185

稲毛 小中台公民館 251-6616 256-6179

若葉 干城台公民館 237-1400 237-1401

緑 誉田公民館 291-1512 292-7487

美浜 稲浜公民館 247-8555 238-4176
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6子育て支援コンシェルジュ

保育をはじめとした子育て支援サービス全般の利用に関する相談･情報提供などを行う子育て支援コンシェル
ジュを各区保健福祉センターこども家庭課に配置し、相談業務等を行います。

［問い合わせ先各保健福祉センターこども家庭課(P-177-) ]

7地域保健推進員

地域保健推進員は､町内自治会長等の推薦を受け市長より委嘱された方で､2か月児を持つ家庭を全戸訪問し、
育児に関する情報提供を行うなど、地域での子育てを支援しています。

［問い合わせ先各保健福祉センター健康課(P-178-)]

8青少年サポートセンター

青少年の健全育成や非行防止のため、学校や警察などの協力のもと、相談や補導活動及び青少年のサポート事

業、広報啓発活動に努めています。非行・家庭問題・不登校などの電話相談及び来所相談を受けていますろ

9子ども・若者総合相談センターLink

30歳代までのニート、不登校、引きこもりなど、社会生活を営む上で困難を有する子ども・若者とその家族
の相談に応じています。

○所在地：美浜区高浜2-1-16千葉市こころの健康センター内

丑050-3775-7007

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ申込:https://www.shinsei.elg-front・jp/chiba2/uketsuke/dform.do?acs=1001inksoudann

10養護教育センター

学習の遅れ、落ち着きがない、就学や進路等に関することで悩みをお持ちの方に教育相談を行います。

（来所相談・電話相談・医療相談・土曜教育相談）

○所在地：美浜区高浜3-2-3

B277-1199 MX277-1852

11 療育相談所
心身に障害あるいはその疑いのある児童に対して、早期の診断・検査・評価を行い、障害の程度、発達レベル

を明らかにし、障害に応じた療育・指導を行っています。

○電話受付時間:9:00～17:15

○所在地：美浜区高浜4-8-3

B216-2401 MX277-0220函ryouikulban@guitar.ocn.ne.jp

12障害児等療育支援事業
在宅の障害児等が、身近な地域で療育指導等が受けられるよう、支援事業者が、訪問又は外来による療育相談

や訪問健康診査を行います。

また、障害児保育を行う保育所等の職員に対し、療育に関する技術の指導を行います。

［問い合わせ先各保健福祉センター高齢障害支援課(P-177-) ]

13乳幼児相談（育児相談）

乳幼児が心身ともに健やかに育つよう、保健師、管理栄養士、歯瀧備生士による相談を実施しています。

［問い合わせ先各保健福祉センター健康課(P-178-) ]

－186－

名称 冠 肌X 函

青少年サポートセンター(中央区、全区） 227-7830 227-2892 se shonensuppo t.CFC@city.chiba. i9.jp
東分室(若葉区） 237-5411 237も316 se shonensuppo t－h gashi@city.chiba. |g.jp
四分至(圭浜怪、稲毛隆皮ひ花見川墜の－鄙） 277-0007 277-9651 se shonensuppo t－n shi@city.chiba・|9.jp
南分室(緑区） 293-5811 293-5813 se

，

snonensuppo t-m nami@city.chiba. l9.jp
北分室(花見川区、稲毛区の一部） 259-1110 259-5519 se shonensuppo t-k ta@city.chiba. |g. jp
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14母子健康包括支援センター

妊娠・出産・子育てに関して、保健師や助産師の専門職が面接や電話等を通じ、相談に応じるほか、保健福祉
サービスの紹介を行います。

※いずれも各区保健福祉センター健康課内

15発達相談

乳幼児相談、乳幼児の各健康診査などで、主に運動発達面に関して、より詳細な相談が必要なときに、小児神
経科専門医による発達相談を保健所で実施しています。

B238-9925 MX238-9946函shien.HWH@city.chiba.lg.jp

■ひとり親家庭、寡婦および女性の相談

1 母子・父子自立支援員

母子家庭、父子家庭や寡婦の方を対象に、お子さんや家庭、福祉資金の貸付のことなどについて相談に応じ、
自立へのお手伝いをします。

2母子家庭等就業・自立支援センター

ひとり親家庭の母及び父の就業と自立を支援するため、専門の相談員が就労相談に応じるほか､児童扶養手当
受給者等に対して、ハローワークと連携した就業支援を行っていますb

また、就業に役立つ講座の受講や資格取得のための給付金についての相談も受け付けていますb
［問い合わせ先各保健福祉センター母子・父子自立支援員(P-187-) ]

3ひとり親家庭土日・夜間相談電話

平日や昼間に育児や生活一般に関することなどを相談する時間がない方のために､相談員が電話でお話をうか
がいます。

○相談日時：土日、祝日 9:00～18:00月～金曜日 18:00～21:00
a234-3366

4千葉市配偶者暴力相談支援センター
配偶者などからの暴力に悩んでいる方からの相談に応じています。
○相談時間：月～金曜日 （祝日・年末年始を除く） 9:00～16:O0

a245-5110

5婦人相談員
匂.'昨p

－187－

区名 所在地 相談時間 丑 mX

中央区

花見川区

稲毛区

若葉区

緑区

美浜区

中央区中央4-5-1きぼ一る内

花見川区］;穂1-1

稲毛区穴川4-12-4

若葉区貝塚2-19-1

緑区鎌取町226-1

美浜区真砂5-15-2

平日 8:30～17:30

(祝日・年末年始を除く）

221-5616

275-2031

284-8130

233-6507

292-8165

270-2880

221-2590

275-6298

284-6496

233-8198

292-1804

2712065

窓口 相談日 受付時間 丑 mX

中央保健福祉センターこども家庭課

花見川保健福祉センターこども家庭課

稲毛保健福祉センターこども家庭課

若葉保健福祉センターこども家庭課

緑保健福祉センターこども家庭課

美浜保健福祉センターこども家庭課

月

月

月

月

月

月

火

火

水

水

火

火

水

水

木

木

木

木

金曜日

金曜日

金曜日

金曜日

金曜日

金曜日

9:30～16:30

(祝日・年末年始を除く）

221-2558

275-6445

284-6139

233-8152

292-8139

270-3153

221-2606

275-6318

284-6182

233-8178

292-8284

270-3291

窓口 相談日 受付時間 冠 FAX

中央保健福祉センターこども家庭課

花見川保健福祉センターこども家庭課
稲聿保催福*Iトーャンターご〆羊,家産巽

若葉保健福祉センターこども家庭課

緑保健福祉センターこども家庭課

月～金曜日
9:00～16:30

(祝日・年末年始を除く）

221-2

275-6

284-6

233-8

292-8

270-3

49

21

37

50

37

50

221-2606

275-6318

284-6182

233-8178

292-8284

270-3291
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6ハーモニー相談室(女性のための相談室）

女性からの相談を受け付けていますb家族、職場、健康、将来、人間関係など、様々な悩みや問題について、
女性相談員が応じます（要予約）。

○利用時間：火・水・木・金曜日 10:00～20:00 (祝日・年末年始を除く）

土・日曜日 10:00～16:00 (祝日・年末年始を除く）
a209-8771

■権利擁護関係の相談

1 人権擁護委員による相談

差別待遇、名誉穀損、いやがらせ、いじめなど人権上の悩みごとについて、人権擁護委員が相談に応じます。
(1)常設人権相談

○受付時間：月～金曜日 8:30～17:15 (祝日・年末年始を除く）

○相談方法：面接または電話

○面接場所：千葉地方法務局5階

○受付方法：面接の場合千葉地方法務局人権擁護課B302-1319、電話の場合BO570-003-110(全国共通）

(2)特設人権相談

○受付時間：毎週火曜日 10:00～15:00

○相談方法：面接

○面接場所：千葉中央コミュニティセンター2階

○受付方法：当日直接会場へ

B302-1319 (千葉地方法務局）

2 日常生活自立支援事業（旧地域福祉権利擁護事業）
判断能力が十分ではない方が地域において自立した生活を送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービ

スの利用援助や日常的な金銭管理のお手伝いを行います。

○対象：知的障害者、精神障害者、認知症高齢者など

○相談窓口：千葉市成年後見支援センター（千葉市社会福祉協議会）

○受付時間：月～金曜日 9:00～17:30(祝日・年末年始を除く）

○所在地：千葉市ハーモニープラザC棟3階

a209-6000 MX209-6021函seinenkoken@chiba-shakyo.jp

3成年後見制度

成年後見制度とは、認知症高齢者、知的障害者､精神障害者など精神上の障害によって判断能力が十分でない

方を保護し、支援するため、家庭裁判所に適切な保護者（成年後見人、保佐人、補助人）を選んでもらい、安心

して生活ができるようにすることを目的とした制度ですb

家庭裁判所に法定後見の開始の審判を申し立てることができる方は､本人､配偶者､四親等内の親族の方です。

なお、身寄りのない方については、市町村長も申し立てることができます。

また、本市では、申立てを行った方のうち、生活保護を受けている方など低所得者については、裁判所への申

立て費用や保護者への報酬を助成しますb

○対象者

・精神上の障害（認知症・知的障害・精神障害など）により、判断能力が不十分な方

・精神上の障害により、判断能力が著しく不十分な方

・精神上の障害により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方

［問い合わせ先］

・千葉家庭裁判所a222-0165 (代）

・身寄りのない認知症高齢者の方各保健福祉センター高齢障害支援課(P-177-)

・身寄りのない知的障害者、精神障害者の方障害者自立支援課

B245-5175 INX245-5549Bshogaijiritsu.HWS@city.chiba.l9.jp

・親族申立ての支援千葉市成年後見支援センター(P-189-)

－188－
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4、千葉市成年後見支援センター
成年後見制度に関する様々な相談に応じていますb専門家による法律相談も行っています。
（法律相談は要予約）

○受付時間：月～金曜日 9:00～17:30(祝日・年末年始を除く）

○所在地：中央区千葉寺町1208-2千葉市ハーモニープラザC棟3階

B209-6000 MX209-6021函seinenkoken@chiba-shakyo.jp

5未成年後見制度

未成年後見制度とは、未成年の親権を行う者が、死亡、行方不明等でいなくなったときに裁判所が後見人を選

任し、後見人が未成年者の身上援護や財産管理を行うことで、未成年者を保護する制度です。

［問い合わせ先児童相談所(P-184-) ]
6千葉県社会福祉士会

成年後見制度の利用をはじめとした権利擁護に関する質問、問い合わせ等に応えています。週2回、無料で、
電話・来訪相談を行っています。

○相談日時：火・木曜日 10:00～16:00

○所在地：中央区千葉港7-l塚本千葉第5ピル3階千葉県社会福祉士会事務局
B238-2866 MX238-2867
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7成年後見センター・リーガルサポート

判断能力が減衰した方に対し、家庭裁判所の選任により、センター登録の司法書士が、後見人等として直接支
援します。

○所在地：千葉市美浜区幸町2-2-1千葉司法書士会館内

（公社)成年後見センター・リーガルサポート千葉県支部
画301-7831
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■就労に関する相談

1 千葉市自立・就労サポートセンター

国(千葉労働局)と協働で、生活保護・児童扶養手当・住居確保給付金を受けている方、生活保護申請・相談中

の方などを対象に、求人情報の提供、職業紹介及び就職までのサポートを行っています。

○相談日時(共通）：月～金曜日 8:30～17:00(祝日・年末年始を除く）

○千葉市自立・就労サポートセンター中央

所在地：中央区中央4-5-1 きぽ－る

B223-6270 MX221-2200

○千葉市自立・就労サポートセンター花見川

所在地：花見川区瑞穂1-1花見川保健福祉センター

画・mX275-6633

○千葉市自立・就労サポートセンター稲毛

所在地：稲毛区穴川4-12-1稲毛区役所（「千葉市ふるさとハローワークいなげ」併設）
B284-0860

○千葉市自立・就労サポートセンター若葉

所在地：若葉区貝塚2-19-1若葉保健福祉センター

B・肌X233-2331
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雇用に関する相談・支援、職業の相談・紹介及び雇用保険の支給等、様々な雇用サービスを行っています。
○ハローワーク千葉

所在地：美浜区幸町1-1-3

B242-1181 MX242-1163

○ハローワーク千葉南

所在地：中央区南町2-16-3海気館蘇我駅前ビル3階･4階
a300-8609 FAX300-8619
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3マザーズハローワーク

子育てをしながら働きたい方や仕事と家庭を両立したい方に、総合的な就職支援を行っていますb
○所在地：中央区新町3-13千葉TNビル1階

B238-8100 MX238-6792

■その他の相談

1 食生活改善推進員

食生活改善推進員（ヘルスメイト）は、千葉市が主催する養成講座を修了後、市長の委嘱を受けて、地域で健

康を考えた料理講習会や相談など食生活改善のためのボランティア活動をしています。

［問い合わせ先各保健福祉センター健康課(P-178-)]

2男性電話相談

家族、職場生き方、人間関係、心や体などの様々な悩みや

○利用時間：金曜日 18:30～20:30 (祝日・年末年始を除く）

心や体などの様々な悩みや問題について、 男性相談員が応じます。

B209-8773 (電話のみ）

－190－


