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近年の社会状況の変化により︑地域の
つながりが希薄になってきた状況の中︑
国では社会福祉法を改正し︑地域住民・
事業者・活動団体・行政などが互いに協
力 して地域 で支えあうまちを 作っていく
ための﹁ 市町村地域福祉計画﹂ を策定す
ることを定めました︒
千葉市においても ︑さまざまな 生
活上の課題があります︒こうした課題に
対応するため︑また区民の皆さんが住み
慣れた地域で安心して暮らせるように︑
﹁ 地域福祉計画﹂が 各区で策 定されてい
ます︒
人口の多 い千葉市 では︑区 によって異
なる地域の 実情を十 分に反映 するため ︑区ごとに
平 成 年 度 か ら 年 度までの 計 画の 策定 を 進 め
ることとしました︒
花見川区では︑４つの基本方針と の取り組み
の方向性︑ の具体的な取り組みを定めました︒
この計画 には︑区 民の皆さんの主 体 的な参加に
よる地域の 具体的な 活動内容 が盛り込 まれていま
す︒
この計画 の内容は ︑千葉市地域福祉計画ホーム
ページでご覧いただけるほか︑花見川福祉事務所︑
社会福祉協議会︑市政情報室 ︑市 図 書 館︑公民館
などで閲覧できます︒
是非一度手にとってご覧ください︒

２２
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９月１５日
平成１８年
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と は

第一回花見川区地域福祉計画推進協議会開催

第１回区推進協の様子

平成 年 月 日︵土︶午後 時から午後 時まで花見川区 役 所
講堂において第１回花見川区地域福祉計画推進協議会︵以下 区:推進協︶
が開催されました︒
この区 推 進 協は︑平 成 年から 年の 年を掛けて区 民の皆様 の
参加により策定された﹁花見川区地域福祉計画﹂を基に 情報交換等を
行い︑住み慣れた 地域で安心 して暮らせる 地域社会を推 進するもので
す︒
当日は︑花見川区長の出席のもと︑団
体推薦や一般公募の委員 名中 名が
出席しました︒
各委員の自己紹介が行われた後︑互選
により︑委員長に片桐委員︑副委員長に
原田委員が選任されました︒続いて市及
び区地域福祉計画や区推進協の役割につ
いて︑事務局と社会福祉協議会より説明
しました︒
緊張の面持ちに始まった会議でしたが
会議終了時間が迫る頃には︑各委員から
活発に意見が出さ れ︑次 回 以 降の区推進協 に期待できる 内容で終了し
ました︒
今年度の区推 進 協は︑地域福祉計画の周 知や浸透に重 点を置き︑地
域福祉パイロット 事業に か か る意見具申を 通して各団体 や地区の活動
実践者の意見交換 を行っていきます︒また ︑広報紙な ど で地域の活動
事例の紹介も行います︒
なお︑この区推進協は︑一般にも公開されます︒
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花見川区地域福祉計画

推進協議会事務局

花見川区地域福祉計画

℡

推進協議会だより

編集・発行
1

花見川区地域福祉計画
基本目標

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
〜花見川の恵まれた環境をいかし、一人ひとりが支え合い、
住み慣れた地域で安心して暮せる 心豊かなまちづくり〜

４つの基本方針

取組みの方向性

具体的な取組み

１ 世代を超えた様々な交流の促進
１ 誰もが心豊かに

(1) 近所づきあいを深める（隣近所との交流）

ふれあい安心して生活

(2) 子ども・高齢者・障害者の様々な交流の促進

できる場と地域で活動

(3) 地域の各種団体等の交流の促進

しやすい環境づくり

２ 誰もが気軽にすごせる場の確保と福祉施設の利用促進
(1) いまあるものを活用した居場所づくり
(既存施設の有効利用）
(2) 地域福祉の拠点づくり（各種福祉施設の利用促進）
(3) 誰もが利用できるための工夫づくり
(既存施設の横断的な活用）
３ 地域社会における参加の推進
(1) 地域・社会活動への参加の促進
(2) 誰もが外出しやすい環境づくり
(バリアフリー・移動手段の確保)

花見川区

2 地域ぐるみで、誰も
が支え合い、助け合いの
できる地域社会づくり

1 地域の幅広い人材の育成・活用
(1) 福祉意識の醸成（福祉教育の充実）
(2) 地域ボランティアの育成・組織化
(3) ボランティア・ＮＰＯ活動等への積極的な参加の推進
2 地域における各種団体・組織等の活性化
(1) 地域における各種団体・組織等の充実
(2) 各団体・組織等の連携強化
3 地域生活への支援体制の構築
(1) 身近な生活に関わる支援
(2) 声なき要支援者に対する支援・対応
(引きこもり・孤独死・虐待・不登校等）

3 身近にいつでも相
談できる体制の構築と
情報を共有できる仕組
みづくり

1 必要な情報がいつでも手に入る仕組みづくり
(1) 情報をわかりやすく伝える工夫づくり
(2) 気軽に相談できる場の確保
(3) 情報の共有化（情報交換・ネットワーク）
2 適切なサービスが受けられるための仕組みづくり
(1) サービスの質の向上
(2) 在宅ケアの充実

4 恵まれた地域

1 心身の健康づくりの推進

性を生かし、リフレッ

(1) 健康づくりへの主体的な取組みの推進

シュできる、住み慣れた地

(2) 地域で支える健康づくりの推進

域で安全に安心して暮せ

(3) 地域でふれあい、リフレッシュできる環境づくりの推進

る地域づくり

2 地域が安心・安全な、防犯・防災のしくみの充実
(1) 地域における安全・防犯活動の充実
(2) 災害時などにおける地域防災の仕組みづくり

花見川区地域福祉計画推進協議会
No

氏名

所属団体名等

No

委員名簿

氏名

※敬称略・50 音順
所属団体名等

1

相原

弥生 みどり学園附属保育園

18 竹内

悦子

公募

2

東野

福松 花見川区町内自治会連絡協議会

19 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

20 貫井

信夫

千葉市精神障害者地域家族会連合会

4

大山

治二 千葉市社会福祉協議会検見川地区部会

21 長谷部金造

花見川区民生委員児童委員協議会

5

奥原

喬夫 千葉市社会福祉協議会こてはし台地区部会

22 花島

桂三

千葉市身体障害者福祉団体連合会

6

片桐

勲

23 原田

雅男

花見川区町内自治会連絡協議会

7

加藤

裕二 知的障害者通所授産施設オリーブハウス

24 平川

眞人

公募

8

金子建一郎 花見川区町内自治会連絡協議会

25 堀合

富子

公募

9

川島

博邦 千葉市社会福祉協議会幕張・武石地区部会

26 町田

忠夫

ファミリー・サポート・センター会員

10 蔵屋

勝敏 公募

27 南山

旭

公募

11 黒田

實

千葉市社会福祉協議会花見川第２地区部会

28 宮原

敕

花見川区老人クラブ連合会

12 齋藤

郷

千葉市ボランティア連絡協議会

29 安川

準一

千葉市ボランティア連絡協議会

13 澤本

邦

公募

30 安澤

宏

公募

14 篠田

匡子 千葉市ボランティア連絡協議会

31 山田

貞之

公募

15 鈴木

勝英 NPO 法人

32 横山

宏子

花見川区民生委員児童委員協議会

16 鈴木

義男 公募

17 高橋

昭夫 公募

花見川区町内自治会連絡協議会

トータルライフサポート

33 吉松美津代

委員長

千葉西ケアマネージャー事務所

片桐勲

副委員長

原田雅男

※委員の任期は１年とする。また委員の再任は妨げない

社会福祉協議会と地区部会
社会福祉協議会は、社協（しゃきょう）と

区推進協って？

略されて呼ばれています。社協は、社会福祉
法人の福祉団体で全国の市町村に設置されて
います。みんなが安心して暮らせる福祉のま

区推進協は、地域で福祉に関する活動をされてい
る委員の方々の情報交換の場です。

ちづくりを目指し活動しております。
主にボランティア活動の推進やホームヘル
パーなどの在宅福祉サービスを提供しており

各委員が、区推進協で得た情報を地域に持ち帰
り、話し合い、より良い地域福祉活動につなげてい
くことが期待されています。

ます。社協 HP：http://chiba-shakyo.com
地区部会とは、概ね中学校区単位ごとに町
内自治会、民生委員、老人会、日赤奉仕団な
どの様々な組織の協力による住民組織です。
花見川区では、１１の地区部会が組織され、
それぞれ地区の特性に合わせた地域福祉活動
を行っております。
お年寄りを対象にした「ふれあい食事サー
ビス」やお年寄りの茶話会の場「ふれあい・

また地域福祉計画の幅広い周知も区推進協の役
割の一つです。

地域福祉パイロット事業を実施します
パイロット事業は、地域福祉計画推進の担い手の１つとし
て期待される地区部会を中心に新たな事業を実践していた
だく呼び水として立ち上げ経費を助成するものです。
助 成 対 象 団 体：社協地区部会
対象となる事業：（以下①②を満たすもの）
①その地区で初めて取り組む事業

いきいきサロン」、子育て中の母親達の交流場
「ふれあい子育てサロン」、健康増進を目的と
した「ふれあい散歩クラブ」等を各地域の状
況に応じて展開中です。

②社協や公的な助成金を受けていない事業
助

成

額：１事業につき１０万円まで

問

合

せ：社協花見川区事務所

℡275-6438

