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特集

　「民生委員」は厚生労働大臣から委嘱され、生活
をする上で困ったり悩んだりしていることを相談
できる、身近な地域における相談相手です。また、
児童や妊産婦が福祉サービスを利用するために必
要な情報提供や援助などを行う「児童委員」にも
充てられていることから、「民生委員・児童委員」
と呼ばれています。

※主任児童委員
　「主任児童委員」は民生委員・児童委員の中から指名され、児童
や妊産婦に対する福祉サービスなどに児童の福祉に関する機関と
民生委員・児童委員との連絡調整を行うとともに、子育てに関す
る活動の援助などを行います。

詳しくは P2 〜 3をご覧ください。

保護司
　「保護司」は法務大臣から委嘱され、罪を犯した
人にその更生を援助する活動や犯罪の予防活動を
行うボランティアです。
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うらやす社協のキャラクター
「うらちゃん」です。「社協だより」
のナビゲーターを務めます。
毎号、社協情報を詳しくお届
けしていきます。
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　民生委員・児童委員の活動の目的は？
ボランティア精神を持って市民に寄り添いながら、その人らしい生活
を安心して送れるような地域社会づくりを目指しています。

　どういう仕事をしているの？
具体的な活動は以下の7つあります。
❶ 社会調査 ➡ 生活の実態や福祉需要の把握に努めます。
❷ 相　　談 ➡ 生活上のさまざまな相談に応じます。
❸ 情報提供 ➡ 介護や福祉の精度・サービスの情報提供を行います。
❹ 連絡通報 ➡ 関係機関との間にたって連絡役を果たします。
❺ 調　　整 ➡ 必要なサービスが受けられるよう調整・支援します。
❻ 生活支援 ➡ 快適な生活ができるよう生活支援活動を行います。
❼ 意見具申 ➡ 生活上の問題点や改善策について関係機関に意見を提
　　　　　　　起します。

民生委員・児童委員
あなたのまちの身近な相談相手特集

Q なぜ民生委員になろうと思ったので
すか？
A 先輩の委員から勧めがあり、お役に
立てることがあればと思い、お引き受け
しました。
Q 実際民生委員をしてみていかがです
か？
A 活動の中でたくさんの人生の先輩か
ら生き方を学ばせてもらいました。訪問

先で「あなたの笑顔に会えてよかった」など声を掛けられるとご褒美を戴
いたようで、また頑張ってみようと勇気づけられます。
Q これから民生委員としてどういう活動をしていきたいですか？
A 私の担当している地区は高齢になって移り住む方も多く、また以前
からお住まいの方も、高齢化が進んでいます。2代目のお子さんが結婚
を機に戻っている姿もありますので、3代目の子どもたちも「ふる里」と
して住み続けてくれる街づくりが必要になるのではないでしょうか。多
世代が縦につながり支え合う街の「近所のおばちゃん」的存在でありたい
と思います。

Q なぜ民生委員になろうと思ったのですか？
A 当時の浦安市民生委員児童委員協議
会会長から活動を紹介され、昔お世話に
なった方々への恩返しをと思い、引き受
けようと思いました。
Q 実際民生委員をしてみていかがです
か？
A 子どものころにお世話になった人に
逆に感謝されることがあります。大変な
ことも多いですが、人に感謝されること
のうれしさや地域活動をする楽しさの方
が多く感じます。
Q これから民生委員としてどういう活動をしていきたいですか？
A 災害時に支援が必要な方々の対応について、災害時要援護者名簿
を市よりお預かりしていますが、まだ有効活用までは至っていないた
め、自治会の方々と情報を共有して有効な支援ができるようにしてい
きたいと思います。

民生委員・児童委員にインタビュー

民生委員・児童委員にインタビュー

森下 靖子さん

浦安市民生委員児童委員協議会
東地区会長

髙梨 鎭
しず

雄
お

さん

浦安市民生委員児童委員協議会
北地区会長

Q なぜ民生委員になろうと思ったので
すか？
A 舞浜地区の民生委員の定数が一人増
え、当時自治会長をしていたこともあり、依
頼がありました。地域福祉に少しでも寄与
できればと思い、引き受けました。
Q 実際民生委員をしてみていかがです
か？
A 活動を通じて様々なことを勉強でき
ましたし、まちの実態もわかりました。
当初は「民生委員は来ないでください」と
何人かの方から言われましたが、何年かたつうちにまちで会うと声を
かけていただくようになり、ありがたいことと思っています。
Q これから民生委員としてどういう活動をしていきたいですか？
A 会長に選任され、民生委員・児童委員の活動が、これからの社会
のニーズに応えられるよう、3つの課題を掲げました。
　1. 子育て支援、少子化対策など、若い世代にとって明るい社会にす

るには…
　2. シニア世代が、社会での役割を果たしつつ、充実した日々を送る

には…
　3.大震災に最低限の備えを行うには…
どんなことができるか、みんなで考え、方向付けを行いたいと思います。

民生委員・児童委員にインタビュー

渡邊 武さん

浦安市民生委員児童委員協議会
会長

西地区会長
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Q なぜ民生委員になろうと思ったので
すか？
A 叔父から勧められ、福祉活動に関心
がありましたので、引き受けようと思い
ました。
Q 実際民生委員をしてみていかがです
か？
A 民生委員を通じて地域や学校のこと
がよくわかったのがよかったと思ってい
ます。また、民生委員として参加させて

いただいている支部社協の活動でも地域の方々とコミュニケーション
が図れてよかったと思っています。
Q これから民生委員としてどういう活動をしていきたいですか？
A 浦安市も高齢社会に入り私の担当地域も高齢化が進んでいます。
これからも地域の相談役として、浦安市が推進する少子化対策の「も
う一人運動」や婚活などにも協力していきたいと思っています。いろ
いろな研修の際に、市外の様々な施設を見たり民生委員活動の様子を
伺う機会がありますので、良いところは取り入れながら活動を展開し
ていきたいと思います。

民生委員・児童委員にインタビュー

鈴木 成
せい

子
こ

さん

浦安市民生委員児童委員協議会
南地区会長

Q なぜ主任児童委員になろうと思ったの
ですか？
A 海浜地区で主任児童委員2名という
定数ができた際に、当時日の出中学校の
PTA会長を務めていたことから、児童
福祉に関心があり、引き受けようと思い
ました。
Q 実際主任児童委員をしてみていかがで
すか？
A 主任児童委員は、行政と対象者をつ
なぐパイプ役という位置づけをされています。支部社協の子育てサロ
ンは地域のお母さんたちとつながれる活動です。サロンでは、子ども
たちの笑顔に接してとても癒されます。また、地域で顔見知りが増え、

「笠井さん」と声をかけてもらえるのがうれしいです。
Q これから主任児童委員としてどういう活動をしていきたいですか？
A 子育て中のお母さんが「もう一人」産んでも、浦安で子育てできる
まちになればと思います。一人で子育てに悩んでいるお母さんに、「浦
安には子育てを支援してくれる人がたくさんいるから、大丈夫よ」と
伝える役割を果たしていきたいと思います。

主任児童委員にインタビュー

笠井 和枝さん

浦安市民生委員児童委員協議会
海浜地区会長

　さらに具体的な見守りや支援内容について…
・高齢者世帯への訪問
・見守り活動
・介護の相談
・声かけ・安否確認
・ネットワークづくり
・福祉情報の提供

・行政サービスの説明
・子育ての仲間づくり
・いじめの防止
・虐待の発見・通告
・福祉ニーズの調査・実態把握
・その他

　保護司の活動の目的は？
犯罪を犯してしまった人や、非行のある少年の改善更生を助けるとと
もに、犯罪や非行をする人を生み出さない地域づくりを目指して、活
動をしています。

　どのような仕事をしているの？
具体的な活動は以下の2つあります。
❶ 保護観察
保護観察を受ける人の立ち直ろうとする気持ちを尊重し、信頼関係を
基本に指導・助言を行っています。
❷ 犯罪予防活動
再び犯罪や非行に陥ることを予防することを目指して、街頭広報活動
などで犯罪や非行がない社会づくりを呼び掛けています。

保護司
温かく見守り支える

Q 保護司になろうと思ったきっかけは？
A 当時の保護司連絡協議会会長から紹介を
受け、更生保護行政に共感し引き受けるこ
とにしました。
Q 保護司活動を通じて感じられることは？
A 保護観察対象者の犯罪を犯した原因や理
由はそれぞれありますが、最終的にはモラル
の欠如が左右して犯罪に踏み込んでしまうも
のと思います。しかし、いずれの対象者も普
通の良き人間であり、極悪人というような人

は一人としていませんでした。犯罪を犯してしまう前に近くに良き相談相手
がいたら防げる多くの人たちが存在するものと痛感しています。私が長い
間関わっていた保護観察対象者であった少年がいました。近隣市に転居し
てしまいましたので、私から次の保護司の方に引き継ぎはしたものの、そ

の後どうしているかと気になっていましたが、突然成人の日に電話が入りま
した。「先月保護観察が終了し、今日成人式に出席できました」との知らせで
した。6年の歳月がかかりましたが、おめでとうの言葉とともに頬に熱いも
のを感じました。保護司をしていて良かったと思う瞬間ではないでしょうか。
Q 保護司として、これからどういう活動をしていきたいですか？
A 保護司の更生保護活動は犯罪を犯してしまった人に更生の手助けや
日常の犯罪予防活動も進めていますが、保護司候補者の中にも毎月行う
面接場所に苦慮している方もいますので、更生保護サポートセンターを
設置し活動がしやすいように進めていきたいと考えています。また、更
生保護ボランティア団体として活動されている更生保護女性会やBBS

（青年ボランティア団体）も浦安市には組織化されていません。こうした
センターや更生保護活動団体が浦安市にもできるように、市や関係機関
への働きかけを行っていきたいと思っています。また、対象者の就労支
援などにも取り組んでいきたいと思っています。

浦安市保護司連絡協議会インタビュー

江澤 勇一さん

浦安市保護司連絡協議会
会長

民生委員・児童委員が相談に応じています。
毎週木曜日　午後1時〜3時
場所：総合福祉センター2階　相談室
心配ごと相談専用電話

☎047-353-2288

心 配 ご と 相 談

主任児童委員
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▶災害ボランティアってなに？
　地震や風水害など自然災害により、自身の力だけでは解決できな
い生活課題や福祉課題を抱え、支援を必要とする被災者が被災地に
はたくさんいます。
　そのような被災地において、生活の復旧・復興に向けた様々な活
動を被災地の住民と協力して行うことを「災害ボランティア」とい
います。
　災害ボランティアは①被災地（地元）のボランティア個人と団体、
②被災地以外のボランティア、③支援NPO等があり、必要（期待）
に応じ、活動の時期や内容も異なってきます。

▶災害ボランティアセンターってなに？
　災害ボランティアセンターは、「被災者を支援したいボランティ
アのニーズ」と「支援を受けたい被災者のニーズ」の窓口となり、
双方の思いを「調整し、つなぐ」役割をもって開設される被災地及
び被災者を支援する機関です。
　また、支援を必要としているが自ら声を出しにくい被災者等の
ニーズの把握に努め、その解決を図るための役割を担っていて、決
して発災後に被災地に集う大勢のボランティアを「効率的にさばく」
ところではありません。
　災害ボランティアセンターの多くは、市町村の地域防災計画に位置
付けられていて、浦安市の地域防災計画にも位置づけされています。
　これまでに発生した多くの災害においては、被災地の社会福祉協
議会が多様な機関と連携・協働して設置・運営されてきました。
　また、浦安市では2013年10月1日に千葉県初となる常設型の災
害ボランティアセンターを設置し、積極的な活動を行っています。

▶なぜ常設型を設置したの？
　東日本大震災の経験を通して、人と人との絆、地域の連携、日頃
からの備えが市民の命を守り、心を守ることにつながることを改め
て認識させられ、常設型の災害ボランティアセンターの設置を行い
ました。
　浦安市は、東京湾の最も奥に位置し、三方を川と海に囲まれ、地
質は沖積層の低湿地で、台風や暴風雨に見舞われるたびに高潮によ
り堤防が決壊し、大きな被害を受けてきました。住民はその都度、
力を合わせ土嚢積みや排水作業に取り組み街を守ってきました。
　また、旧市街地は河川に面した密集地で形成されていたため、藁
葺屋根が多かった明治時代には、一旦火災が発生すると町が半焼す
るほどの大火が数度にわたり発生しました。
　浦安の歴史は、住民が力を合わせて災害から街を守ってきた歴史
であり、日頃からの地域の連携と備えがあったからこそ成し得てき
たものです。普段からの災害に備えた意識と、地域のつながりを大切
にし、今後も取り組みます。

浦安市災害ボランティアセンターの
主な事業

浦安市災害ボランティアセンター
常設化から６カ月

復興支援バス
　災害ボランティアを被災地に派遣するボランティア事業の一環とし
て11月9日（土）・10日（日）に実施しました。
　年齢や体力により、現地での実際のボランティア活動は難しくても、
被災地の経済活動への寄与など側面からの復興支援を行いたいとの市
民ニーズに応え実施しました。
　東日本大震災で津波被害を受けた福島県いわき市を訪問し、いわき
市社会福祉協議会による説明・現地見学、名所めぐり、名産品の購入
等を行いました。参加者は22名。

Q	いつからこの活動を行っていますか？
A		平成17年・18年に社会福祉協議会主催の災害ボランティア養成
講座に参加して、その講座修了者で19年に勉強会を発足、20
年に災害ボランティアネットワークとして立ち上げました。

Q	なぜこの活動を行おうと思いましたか？
A		いつ大地震などの災害が起こるかわからない現状で、市民として何
か協力できないかと思い、災害ボランティアに関わるようになりま
した。

特集

開設式典の様子

いわき市社協での一枚 被災現場にて

◦�さすがに被災地めぐりは辛く、切なく、悲しく、気の重くなる
思いでした。翌日の観光名所巡りでは、とどまるのではなく、
前向きにそれぞれの立場で生きている被災地のみなさんに出会
え、強さと勇気をたくさん感じました。参加されたみなさんと
一緒に体感できてよかった。

◦�他人事ではなく、私達の生活と重ね合わせて災害時の対応の仕
方について考えさせられました。津波被害を受けたお婆さんの
話はとても参考になり、被災者に対する言葉の使い方、対応の
仕方に気を配り、心のこもった行いが大事だと考えました。今
回の研修は学ぶことが多く有意義でした。

◦�いわき市社協の方が話された地震災害の恐怖と絆は強く心を打
たれ、胸が熱くなりました。現地視察で静かな海を眺めると、
あの震災がなかったような気がしましたが、反対側の基礎だけ
が残った住宅跡は壮絶な津波被害を想い、声が詰まりました。

参加者の声

浦安市災害ボランティアネットワーク
代表　宮崎　勉　さん

災害ボランティアセンターの運営に
携わっている市民によるボランティア団体インタビュー

万一の備え、毎日の備え万一の備え、毎日の備え
4 http://urayasu-shakyo.sakura.ne.jp うらやす社協だより　No.84 　2014年（平成26年）3月15日号



※浦安市災害ボランティアネットワーク
災害時において、災害ボランティアセンタースタッフとして、センター運営に協力している。
また、これまで市が実施する防災訓練や社会福祉協議会の災害ボランティアセンター設置
運営訓練にも参加している。平常時においても、災害ボランティア出前講座等への講師派
遣、必要に応じた研修活動などを行う。会員数は平成26年1月末時点でコーディネーター
会員が20名、ボランティア会員（協力民生委員）が18名。事務局は社会福祉協議会。

災害ボランティアセンター 
運営検討委員会
　災害時に効果的に運営できるよう災害ボランティアセンターの事業計
画や事業内容などについて検討する機関として災害ボランティセンター
運営検討委員会を設置しました。委員会は学識経験者や市内の団体・
企業、行政（市）で構成しています。今後、当検討委員会でのご意見
などをセンターの運営に活かしていきます。

広報啓発活動
　ブログや Facebook、twitter により災害ボランティアに関わる各種
情報の発信を行っています。災害時においても災害情報、ボランティア
情報、復旧情報、ボランティア募集等の各種情報の発信及び拡散ツー
ルとして行っています。
　詳しくは以下のアドレスにてご覧ください。
ブログ▶http://urayasusaigaivc.tumblr.com/
Facebook▶https://www.facebook.com/urayasusaigaivc
twitter▶https//twitter.com/usaigaivc

災害ボランティア入門講座
　災害ボランティアについての基礎部分を学ぶための市民向け講座で
す。今後の災害ボランティアコーディネーター（センター運営スタッフ）
育成への第一歩として位置付けたもので、2月2日（日）に行いました。
講座修了者は30名で、災害への関心の高さを感じることができました。

ブログ Facebook twitter

講義の様子 日赤奉仕団の方によるAED実技指導

災害ボランティアセンター 
災害時体制移行訓練
　平成22年度より災害ボランティアセンター設置運営訓練として実施
し、平成23、24年度は実際の災害を想定して、近隣自治会や民生委員、
赤十字奉仕団、支部社会福祉協議会、ボランティア連絡協議会、市内
中学・高校・大学などの協力を得て実践型の訓練として実施しました。
　平成25年度は、常設型センターが設置されたことに伴い、その名称
を災害時体制移行訓練に改め、市総合福祉センターと富岡小学校を訓
練場所として３月９日（日）に実施しました。

訓練の様子（昨年度）

◦�できる人ができる支援が基本だと実感しました。
◦�緊急時災害対応の決断が重要であることを理解できました。
◦�まずは手を差し伸べる人の安全を図り、助ける人となれるように
なります。
◦�自助が重要であること、そのためにすぐできることとして寝室の
安全化が重要であることを学びましたので、すぐに実行したいと
思います。

参加者の声

Q	東日本大震災の時にはどのような活動をされていましたか？
A		浦安市災害ボランティアセンターが東日本大震災の翌日より開所
し、開所から閉所に至るまで災害ボランティアセンターの運営協
力を行ってきました。

　��　多くの災害ボランティアの方が浦安に来ていただき、その時は
大変うれしく思いました。

Q��今後大災害が起こることが予測されていますが、どのようなこと
に心掛けていればいいのでしょうか？

A� �自助・共助・公助という言葉があります。大災害に対してやれる
ことは自分自身や家族の身の安全の確保、つまり自助を心掛けて
生活環境を安全に整えることです。自助ができて初めて共助とし
ての活動（災害ボランティア活動）が行えると思います。

Q		これから災害ボランティア活動を行う方へのメッセージをお願い
します。

A� �阪神淡路大震災や東日本大震災によって災害ボランティアという言
葉が世間の目に触れる機会が増えました。それによって、活動をす
るボランティアの数も増えています。災害の種類は様々ですが、ぜ
ひ被災された方・地域を支援して復旧・復興の礎をみなさんで作っ
ていきましょう。そのためにも、自助努力を怠らないで、日常生活
の見直しを是非していただき、共助による活動を行っていただきた
いと思います。

万一の備え、毎日の備え万一の備え、毎日の備え

マッチングの様子（昨年度）
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日頃より、社会福祉分野で活躍されており、
平成25年度に表彰された方々を紹介します。

平成25年11月11日（月）
●第63回千葉県社会福祉大会
　千葉県社会福祉協議会会長表彰
　（民生委員・児童委員功労者）受賞　　
　石川　正純
　（優良地区・支部社会福祉協議会）受賞　
　浦安市社会福祉協議会海浜1支部（支部長　上田　信子）

平成25年11月7日（木）　
●平成25年度千葉日報社社会福祉賞受賞
　塩谷　祐司

平成25年12月19日（木）　
●平成25年度千葉県社会奉仕賞受賞
　手話サークル「てとわ」（会長　佐々木　和子）

平成25年11月3日（日）　
●平成25年度
　第48回浦安市民功労者表彰
　（社会福祉功労者）受賞
　髙橋　純子（民生委員・児童委員）

平成25年11月15日（金）　
●平成25年度全国社会福祉大会
　厚生労働大臣表彰
　彦田　一夫（前民生委員児童委員協議会会長）

平成25年5月16日（木）　
●藍綬褒章受章
　折本　幸子（前保護司連絡協議会会長）

表彰者の紹介

平成25年度
赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金への
ご協力ありがとうございました。

平成25年度は、赤い羽根共同募金が5,068,653円、
歳末たすけあい募金が6,369,724円のご協力をいただきました。募金額と件数報告

● 交通遺児世帯、在宅障がい児、施設に入所されてい
る方（児童・成人）への歳末援護金

● 地域福祉事業として、地域で活動する支部社協への
活動助成

●地域福祉事業として、福祉車両や備品を整備
1.軽貨物車両
　地域で行う活動や事業に活用いただける軽貨物車両

（軽トラック・リース）を引き続き貸出します（平成21
年度より継続）。
2.災害ボランティア
　災害ボランティアセンター備品として、発電機2台
および関連備品を購入しました。
● その他、地域福祉事業として、ひとり暮し高齢者へ

の年賀状・カレンダー配布、歳末チャリティー映画
の開催。

堀江地区婦人の会 生花教室、ぱっちわーくクラブ、
手編みの会、ちぎり絵サークル、銀の針、堀江公民館
文化祭実行委員会、キルトカマアイナ、浦安市少林寺
拳法連盟、山一興産株式会社、浦安囃子保存会、ビー
ナスプラザ、今川オートサイクル、サイクルプラザ秋
山、横川自転車店、NPO法人日本入れ歯リサイクル
協会、Uセンターゆかた会、匿名

【募金箱設置協力先】
ビーナスプラザ、ハッピーバードセキグチ、共栄石油
株式会社浦安駅前給油所、株式会社ワイズマート本社、
モンテヤマザキ浦安店、浦安市文化会館、浦安商工会
議所、共栄石油株式会社ニュー浦安給油所、みのり保
育園、シルバー人材センター、日の出公民館、株式会
社ニッセイ総合研修所サービスセンター、浦安富岡郵
便局、明治通商株式会社、浦安市特別養護老人ホーム、
当代島公民館、すたじお真三、青木、有限会社ブルッ

クス、中央公民館、ママショップ加納クリーニング、マ
イパティオ美浜、共栄石油株式会社浦安入船給油所、
富岡公民館、株式会社サンアソシエイツ、児童センター、
浦安市社会福祉協議会（窓口）、老人福祉センター、株
式会社一光湾岸浦安フリート給油所、堀江公民館、浦
安オイルサービス株式会社浦安インター給油所、エス
レ高洲、より処 ぽっかぽか 福祉の交番、新浦安駅

歳末たすけあい募金活用の報告
赤い羽根共同募金は、募金額の約60%が浦安市内の地
域福祉のために使われ、約40%が県内の民間福祉団体
の施設整備等に使われます。浦安市内においては、以下
のような事業に活用いたしました。
●ひとり暮らし高齢者等の食事サービス事業
●障がい福祉団体・母子福祉団体への活動助成事業
●子どもたこあげ大会への活動助成事業
●老人クラブのねたきり友愛訪問事業活動助成事業
●広報・啓発事業
●支部社協活動拠点整備事業

赤い羽根募金活用の報告

善意のご寄付ありがとうございます!!
平成25年12月25日〜平成26年3月3日

（敬称略・順不同）

伊豆大島等台風26号災害東京都義援金　21,819円
（平成25年10月19日〜平成26年1月31日）

千葉県茂原市台風26号災害義援金　　　27,776円
（平成25年11月1日〜平成25年12月31日）

援護金の受付は終了いたしました。皆さまよりいただきました義援
金は、千葉県共同募金会を通じ、被災された方々へ送られます。

35件　70,854円社協募金箱寄付

17件　312,282円一般寄付

赤い羽根共同募金
戸別募金自治会 6,030件 2,623,060円

街頭募金 9件 425,199円
法人募金 166件 671,900円
学校募金 27件 279,493円
団体募金 35件 192,217円

イベント募金 40件 135,881円
その他の募金 37件 740,903円

合　　計 6,344件 5,068,653円

歳末たすけあい募金
戸別募金自治会 7,216件 3,827,753円

街頭募金 10件 394,522円
法人募金 163件 705,000円
団体募金 32件 35,688円

イベント募金 9件 1,238,867円
一円玉募金
老人クラブ 32件 131,356円

その他の募金 12件 36,538円
合　　計 7,474件 6,369,724円

（敬称略）
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お仕事をご依頼ください！

会員募集中
（60才以上の方）

公益社団法人
浦安市シルバー人材センター

〒279-0004 浦安市猫実2-12-7
TE L 047-355-4001
FAX 047-355-4002

ご葬儀は
安心・信頼・誠実のシルバー葬祭部
10120-384-680

浦安市社会福祉協議会 

広告募集中

TEL047-355-5271
お問い合わせ



アート美容室
株式会社アイアンドアイサービス
株式会社 ikk
NPO 法人 i－net
アヴァンセ浦安管理組合
青木
青木てんぷら店
有限会社赤馬商店
有限会社秋山商事　秋山サイクル
阿久津耳鼻咽喉科医院
有限会社あさりケアサービス
あすなろ整骨院
東建設株式会社
あたらしや
株式会社アップス
株式会社アドバンス
アドプロ工芸株式会社
アベスチールパイプ株式会社
医療法人社団あべメンタルクリニック
株式会社アミル
有限会社新井商店
株式会社 Amber
飯田耳鼻咽喉科クリニック
株式会社イイヅカサカエ
株式会社飯塚土地管理
有限会社泉正商店
市川市農業協同組合浦安市支店
株式会社一光湾岸浦安フリート給油所
有限会社伊藤青果店
株式会社伊藤モータース
有限会社伊藤洋品店
有限会社岩田屋
有限会社岩田屋商店
インプラントセンター浦安佐野歯科医院
上田クリニック
植野雅子音楽教室
有限会社牛山海苔店
有限会社宇増
株式会社宇田川清掃
有限会社内田商店
浦安魚市場協同組合
浦安駅前クリニック
浦安オイルサービス株式会社浦安インター給油所
浦安貝類加工協同組合
株式会社浦安架設
浦安外科胃腸科医院
株式会社浦安建材総合センター
浦安市立浦安駅前保育園
浦安市老人クラブ連合会
有限会社浦安タイヤ商会
株式会社浦安田代水産
浦安鐵鋼団地協同組合
浦安猫実二郵便局
浦安猫実四郵便局
浦安望海の街郵便局
浦安富岡郵便局
浦安郵便局
有限会社浦安花輪
浦安バレエアカデミー
浦安ふじみクリニック
有限会社浦安丸勝
エービーホームズ株式会社
株式会社エコ・クリアランス
有限会社越後屋焼蛤店
エメラルドサポート株式会社
エンゼルマミー
有限会社大岩水産
大川水産株式会社
有限会社大滝事務所
株式会社大塚興産
オオツカ歯科クリニック
有限会社大塚商店
大村不動産鑑定事務所
株式会社オオヤギ
株式会社岡崎金物
小沢興業株式会社
オザワ産業株式会社
オリエンタルホテル東京ベイ
株式会社オリエンタルランド
折笠商店

オリックスリビング株式会社
樫原建設株式会社
有限会社鹿島防水
片岡自動車工業株式会社
有限会社勝花
カネコ株式会社
金子小児科クリニック
金子製作株式会社
株式会社かね七水産
有限会社川崎製作所
学校法人川見学園　吹上幼稚園
かんだこどもクリニック
関東宇部コンクリート工業株式会社   浦安工場
キクヤ
北日本石油株式会社
株式会社久兵衛
共栄石油株式会社浦安駅前給油所
共栄石油株式会社浦安入船給油所
共栄石油株式会社ニュー浦安給油所
有限会社金三郎
株式会社近代
くさかり眼科
有限会社熊川自動車
クリーンエース株式会社
有限会社クリンズ
有限会社クワバラ
医療法人社団恵仁会牧野クリニック
けいとや
京葉ガーデン株式会社
京葉銀行浦安支店
京葉リゾート開発合同会社シェラトン・グ

ランデ・トーキョーベイ・ホテル
株式会社ケーワイテクノサービス
有限会社剱持電気商会
コーヒーロースト
医療法人社団康栄会　浦安病院
有限会社功徳林
有限会社光悠総合サービス
興和印刷株式会社
コガ薬局
ごとう薬局
小ばなし
コミュニケア24癒しの浦安ふじみ館
コミュニケア24浦安いまがわ館
栄商事株式会社
有限会社さかえや浦安駅北口
株式会社坂田自動車工場
有限会社佐久間商事
さくら
有限会社さつまや
佐藤鐵鋼株式会社
有限会社サニー
株式会社サマヨ
株式会社サンアソシエイツ
三栄メンテナンス株式会社千葉営業所
株式会社三慶商事
株式会社三康建設
株式会社山八
山宝株式会社
株式会社サンライズ企画
三和株式会社
株式会社ジェイコム千葉浦安局
有限会社シゲタ
医療法人社団　司誠会イナガキ眼科
下長海苔店
有限会社しなのや商店
株式会社渋井鋼材店
澁谷鋼材工業株式会社
有限会社シブヤ事務機
清水鋼鐵株式会社
写真館テディベア
有限会社しゃしんや平松
株式会社ジャパンビバレッジ東京
順天堂大学医学部付属浦安病院
順天堂大学医療看護学部
順風会小林クリニック　
有限会社ショウシン
小徳管理株式会社
正福寺
株式会社昭和土地

有限会社ショッピング剱持
有限会社しらふじ
新浦安こどもクリニック
新浦安虎の門クリニック
新浦安モンテッソーリ子どもの家
株式会社新都市グリーン開発
新日本税理士法人
須賀たばこ店
寿司割烹　京
鈴木医院
有限会社鈴木建装
有限会社鈴木工務店
株式会社鈴木設備工業
株式会社スチール東京支店
すとう動物病院
有限会社清管工営
聖教新聞　浦安販売店
聖心小児科医院
社会福祉法人聖隷福祉事業団浦安エデンの園
社会福祉法人　誠和会　しおかぜ保育園
有限会社セキグチ
有限会社関口塗料店
株式会社セブンサービス
株式会社装栄
株式会社総合印刷新報社　
総合リハビリ研究所
総武工業株式会社
相馬のり店
袖浦設備工業株式会社
株式会社ダイゴ
医療法人社団泰山会山本医院
大衆割烹　丸正
株式会社大樹園
大長ビル
株式会社太平金属工業所
大丸電器浦安店
大蓮寺
高村履物店
株式会社多喜運輸
滝口耳鼻咽喉科
田所医院
田中経営法務事務所
田中鉄鋼販売株式会社
有限会社田中屋海苔店
株式会社タナベ建装
玉井珠算学院
馳走天乃
千葉興業銀行浦安支店
株式会社つきじ入船浦安工場
ツチヤ印房
株式会社ティーケーエス
医療法人社団禎心会浦安サンクリニック
株式会社テスコム
出店鉄鋼株式会社
東栄経友会浦安支部
東栄信用金庫浦安支店
有限会社東栄堂
有限会社東栄堂高洲店
東京ベイシティ交通株式会社
東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート
東松メンテナンス株式会社
東部重工業株式会社
東物工業株式会社
東基工業株式会社
東洋酵素化学株式会社
株式会社トキザキ
有限会社徳兵衛商店
長野印刷株式会社
株式会社長福
有限会社ナリタ
有限会社西益商事
西松建設株式会社浦安社宅
有限会社西保企画
ニッセイ総合研修所
株式会社ニホンケミカル
ニュー上田クリニック
野嶋電機工業所
株式会社野田屋水道部
有限会社ノラ・ミュージック
社会福祉法人パーソナルアシスタンスとも

株式会社ハウスリペア
ハッピーバードセキグチ
春本均司法書士事務所
株式会社光設備
引野造園株式会社
株式会社彦田興業
彦田ハウジング株式会社
株式会社ヒライメンテナンス
ヒラキバレエスクール
平乃家
双葉商事株式会社
株式会社プラザサンルート
有限会社ブルックス
NPO 法人　フレンズ
ベイサイド歯科クリニック
ベイシティクリニック
有限会社平四郎商店
有限会社ベンテンクリーニング
有限会社弁天グリーンセンター
株式会社宝珠造園土木
宝城院
有限会社ほくえい
北部珠算学院
細山熱器株式会社第一工場
ポニークリーニングパークシティ新浦安店
堀江郵便局
有限会社堀常
マイパティオ美浜
株式会社舞浜倶楽部
舞浜倶楽部・新浦安フォーラム
前田産婦人科医院
有限会社政丸水産
有限会社増田屋商店
町山工業
有限会社松井商店
ママショップ加納クリーニング
有限会社丸参鋼材
丸正商事株式会社
株式会社丸政建材
有限会社丸喜
有限会社丸和ペイント
有限会社美津屋商店
株式会社みな川
みのり保育園
宮崎税務会計事務所
有限会社御代川商事
村岡規夫事務所
メイカイ株式会社
明海大学
株式会社明光企画
明治通商株式会社
明治安田生命保険相互浦安営業所
株式会社明和地所
メディケア浦安
株式会社もとゆき
株式会社モビック
株式会社森田質店
モンテヤマザキ浦安店
焼鳥のぼる
医療法人社団やしの木会浦安中央病院
株式会社山治
山と水産株式会社
ヤマト特殊鋼株式会社
夢屋浦安店
株式会社吉善
吉野クリニック
有限会社吉野商店
吉野商店
有限会社吉野製作所
株式会社ラサ化工
株式会社陸王運輸
学校法人了徳寺大学
レクセルアベニュー浦安管理組合
ロイヤル防災株式会社
有限会社六米
株式会社ワイズマート浦安本店
わかみや福祉会　市立弁天保育園
海園の街盛年会
堀江長寿クラブ

社会福祉協議会賛助会員 赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金
（五十音順・敬称略）

ご協力法人・事業所一覧
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●社会福祉法人浦安市社会福祉協議会
〒 279-0042 浦安市東野 1-7-1 総合福祉センター内
TEL 047-355-5271  FAX 047-355-5277

shakyo@jcom.home.ne.jp
●うらやすファミリー・サポート・センター
TEL 047-700-6601 famisapo@jcom.home.ne.jp
●うらやす成年後見・生活支援センター
TEL 047-355-5271 sodan-shakyo@jcom.home.ne.jp
●浦安市ボランティアセンター
TEL 047-380-8864 urayasuvc@jcom.home.ne.jp
●浦安市災害ボランティアセンター
TEL 047-355-5520 u-saigaivc@jcom.home.ne.jp
……………………………………………………………………
●浦安市老人福祉センター
〒 279-0042 浦安市東野 1-9-1　TEL 047-351-2096
FAX 047-351-7373
http://urayasu-shakyo.sakura.ne.jp/senior
●エスレ高洲支部社協事務所
〒 279-0023 浦安市高洲 5-3-2　TEL 047-721-1294

t-shibushakyo@jcom.home.ne.jp
●東野小学校地区児童育成クラブ
〒 279-0042 浦安市東野 1-7-3　TEL 047-304-1880

higashino-club@jcom.home.ne.jp
●より処 ぽっかぽか 〜福祉の交番〜
〒 279-0041 浦安市堀江 3-9-22　TEL 047-721-3737

h-shibushakyo@jcom.home.ne.jp
●堀江つどいの広場（子育てサロン）
〒 279-0041 浦安市堀江 3-1-8　TEL 047-351-2646

h-tsudoi@jcom.home.ne.jp
● 東西線浦安駅前、東京ベ

イシティ交通バス④⑧⑫
番線で『市役所入口郵便
局前』下車、徒歩3分

● 京葉線新浦安駅北口、東
京ベイシティ交通バス⑤
番線で『東野保育園』下車
徒歩1分

● 京葉線新浦安駅南口、又
は舞浜駅南口おさんぽバ
ス「舞浜線」で26番『総合
福祉センター』下車すぐ
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  総合福祉センター  老人福祉センター  

●

■ 福祉サービス利用援助事業とは？
　高齢の方や障がいのある方が安心して地域社会での生活が続けられるように支援する

サービスです。
■ 生活支援員とは？
　支援を要する方々のサービス提供にあたって取り交わす契約内容にそって、定期

的に支援する方々のお宅に訪問し、福祉サービスの利用手続きや預金の出し入
れ、公共料金の支払いなどをサポートします。

■ 福祉サービス利用援助事業の具体的なサービスは？
◦福祉サービス利用援助
　福祉サービスについての情報提供や利用するときの手続きの援助など
◦財産管理サービス
　日常的な生活費に必要な預貯金の預け入れ・払い戻しの手続きや、公共料金、税金、

医療費等の支払いの手続き、年金、手当等の受領確認など
◦財産保全サービス
　大切な財産（預貯金の通帳、

保険証書、不動産権利証、契
約書、実印等）を金融機関の
貸金庫で保管

◦弁護士・司法書士・社会福祉
士紹介サービス

　専門的な援助や助言が必要な
方や、成年後見制度の利用を
望んでいる方への紹介

■ うらやすファミリー・サポート・センターとは？
　育児の援助を受けたい人（おねがい会員）、育児の援助を

行いたい人（まかせて会員）、両方とも希望する人（どっち
も会員）が地域の中で支え合いながら子育てを行う会員組
織です。

◦まかせて会員
　市内にお住まいで子どもの好きな方、心身ともに健康でボ

ランティア精神のある方
◦おねがい会員
　原則生後7日以上小学校6年生までのお子様をお持ちの方

で、市内在住・在勤の方
◦どっちも会員
　まかせて会員として子どもを預かることもあるが、都合で

預かってもらうこともある方
■ まかせて会員はどのような活動をしているの？
◦保育施設（保育園・幼稚園・小学校・児童育成クラブ）

の保育開始前、終了後の子どもの預かりや送迎
◦新生児や病後児の預

かり、宿泊を伴う預
かり

◦学校行事・外出、保
育施設の休日、その
他事由がある場合の
臨時的な預かり　な
ど

福祉サービス利用援助事業を担う  生活支援員 

うらやすファミリー・サポート・
センターを担う まかせて会員

≪入会方法・入会費・利用料金などのご相談はこちらまで≫
うらやすファミリー・サポート・センター（総合福祉センター内）
電話：047-700-6601　FAX：047-700-6602
E-mail：famisapo@jcom.home.ne.jp

Q なぜ生活支援員になろうと思ったのですか？
Ⓐ 様々なボランティア活動を通じて、福祉サービス利用援助事業を知りました。
生活支援員として、地域の福祉に携わることができるのであればやってみようと
思ったのがきっかけです。
Q 実際生活支援員をしてみていかがですか？
Ⓐ 利用者の役に立っているという実感のもてる活動だと思います。自分の将来の
ためにも、「福祉サービス利用援助事業」を知ることができてよかったと思っていま
す。1対1で行う活動なので人と人とのつながりができ、例えば金銭管理の支援の
場合でも、お金を渡すだけではなく会うのを楽しみにしてくれているのを感じたり、
利用者によって期待されていると感じることも多いです。支援活動には負担を感じ
ることはありません。人様のお世話をするのが好きなのかもしれません。
Q 生活支援員として心がけていることは何ですか？
Ⓐ 利用者ができることはやってもらった方がよいので、やりすぎないようにして
います。また、支援している時は生活支援員の業務に専念するようにしています。
利用者に関することを他言しないように心がけています。

生活支援員インタビュー

■ うらやす成年後見・生活支援センターとは？
　市民の方々の身近な心配ごとや悩みの相談先と

して、昨今関心の高まっている成年後見制度を
始めとした様々な相談に応じていくために本セン
ターを設置しています。

■ 本センターの具体的な事業は？
◦成年後見制度に関する相談・啓発
　成年後見制度とは何か？どのように利用するのか？

といった疑問に答えながら、制度利用を支援して
います。また、知らない方の多いこの制度を啓発
するため講演会や出前講座などを行っています。

◦法人後見の受任に関する事業
　社会福祉協議会が法人として後見等を引き受け

ています。
◦成年後見制度・相続・遺言の弁護士相談
　（予約制・相談無料）
　毎月1回（原則第2火曜日13:30 〜 15:30）、成

年後見制度・相続・遺言などについての相談に
弁護士がお答えします。

◦福祉サービス利用援助事業
　（日常生活自立支援事業）
　認知症や障がいのある方の福祉サービスの利用

手続きや金銭管理などをお手伝いしています（詳
しくはこのページの前項参照）。

　※その他の相談事業
　◦心配ごと相談：毎週木曜日 13:00 〜 15:00

≪ご相談はこちらまで≫
うらやす成年後見・生活支援センター

（社会福祉協議会内）
電話：047-355-5271　FAX：047-355-5277
E-mail：sodan-shakyo@jcom.home.ne.jp

「うらやす成年後見・生活支援センター」

Q なぜまかせて会員になろう
と思ったのですか？
Ⓐ 10年前、一番下の子が小学
1年生になった時から始めまし
た。3人姉妹の一番下の子が自
分より小さい子どもと接する機会を作りたいと
思ったのがきっかけです。
Q 実際まかせて会員をしてみていかがです
か？
Ⓐ 始めた頃は、自宅で預かることで、子ども
たちが兄弟が増えたようで喜びました。小さい
子と上手に遊べるようになったりよい効果があ
りました。家族が増えたようで、夫も楽しみに
帰ってきたのを覚えています。今では、支援し
た方と会うとお話したり地域のつながりができ
たり、若いお母さんの相談を受け「地域のおば
さん」的な存在になれた気がして、やりがいを
感じています。
Q どういう方にまかせて会員になってほしい
ですか？
Ⓐ 子育て経験があれば誰でもできます。子ど
もと一緒になって遊べる方はぜひやってほし
い。外に働きに出るのは難しい方でも、自宅に
いながらかわいい子どもをみることができるの
は魅力的だと思います。だからこそ、私は子育
てをしながらこの活動を続けられています。

まかせて会員インタビュー

久保田 高子さん

現在、生活支援員を募集しています。希望される方
は、うらやす成年後見・生活支援センター（社会福
祉協議会内）までご連絡ください。

募集
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環境にやさしい
植物油インキを
使用しています。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。


