住み続けたいと思える地域をつくるために
うらやす社協のキャラクター
「うらちゃん」
です。今回は、
地域福祉活動計画Ⅲと27年
度事業計画を特集します。
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「みんなでつくる、だれもが安心して
いきいきと暮らせるまち」
を目指して
特集 1

うらやす地域福祉活動計画Ⅲ
（5 か年計画）
がスタート
特集 2

平成 27 年度浦安市社会福祉協議会事業計画

平成 27 年度も地域の皆様とともに
さまざまな活動に取り組みます

地域福祉活動の推進のために
武 内

うらやす社協では、昨年度うらやす地域福祉活動計画Ⅲ策定委員会（委員長：了德寺

大学健康科学部理学療法学科 武内 朗教授）での検討を中心に、平成 27 年度から 31 年
度までの５か年にわたる活動計画の策定に取り組んできました。
平成 27 年度は、活動計画の初年度で、子ども・子育て支援新制度や介護保険制度改
革に伴う新地域支援事業の創設など地域福祉に関連のあるさまざまな法制度や、市の

地域福祉計画、高齢者保健福祉計画等がスタートする年です。
これらの施策を遂行するために、「地域の力」は欠くことができないものです。平成
27 年度も引き続き、これまで培ってきた地域資源を活かすとともに、関係団体等と連
携・協働しながら事業に取り組みます。

皆様のご支援とご協力をお願いします。

朗

（策定委員会委員長）

少子高齢化の進行など刻々と変化する社会情勢に対応

し、地域できめの細かな福祉活動が展開されるよう、新

たな活動計画について、策定委員会で議論を重ねてまい

りました。

この活動計画では、
「公助」
「共助」
の他、ボランティア

活動や住民組織活動による
「互助」
、住民自らも主体的に
地域活動への参加や健康づくりを行う
「自助」
のあり方が
示されています。

私たち一人ひとりができることから始め、
“みんなで

つくる、だれもが安心していきいきと暮らせるまち”
の基
本理念を体現できるよう、ともに歩んでいきましょう。
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特集１

うらやす地域福祉

はじまります

地域の将来像

いつまでも住み続けたいと思える地域
基本理念

みんなでつくる、だれもが安心して
いきいきと暮らせるまち
基本目標

1

具体的方向性

基本目標
基本目標 1

お互いを理解し
支え合う人づくり

（1）地域の一員としての意識を育む取り組み
（2）
活動の担い手確保
（3）
活動者の育成

（1）気持ちを支える生きがいの場づくり

基本目標 2

生きがいと
交流の場づくり

（2）気軽に集まり交流できる場所の整備
（3）
地域拠点の充実

（1）支部社協による地域の支え合い

基本目標 3

人と場をつなぐ
しくみづくり

お互いを理解し
支え合う人づくり

（1）地域の一員としての意識を育む取り組み
住民が「地域」を身近に感じられるよう、福祉活動の必要性を知ってもらうとと
もに、地域で支援を必要としている人に対する理解を深めるためのさまざまな取り
組みを進め、地域全体の活性化につなげていきます。
①地域で交流を深めるきっかけづくり
②支援を必要とする人の理解促進
③福祉教育の推進

（2）団体活動の支援と組織間のつながりづくり
（3）日々の暮らしを支えるしくみづくり
（4）相談・サービスの利用支援
（5）災害時に備えた体制づくり
（6）地域を支える社協の基盤強化

（2）地域活動の担い手確保
多くの人に活動へ参加してもらうため、地域住民が福祉やボランティアの情報を
入手しやすくし、それぞれが興味のある活動に参加できる環境を整えることにより、
自然に活動の担い手が増えていく地域を目指します。
① 活 動 へ 参 加するため の
きっかけづくり
②学生や社会人の参加促進
③地域活動の情報提供
④ボランティアセンターの
機能強化

（3）活動者の育成

夏休みボランティア体験学習

福祉団体やボランティアグループに所属している人に対し、活動を円滑に進め、
活性化させるためのさまざまなスキルアップの支援を行い、次世代の各団体など
の中核メンバーや地域リーダーの発掘・育成につなげます。
①継続して活動できる環境整備
②リーダーの育成
③高齢者や障がいのある人が地域の担い手となる場づくり
校外清掃の様子

2015年（平成27年）4月15日号
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活動計画Ⅲ
基本目標

2

生きがいと交流の場づくり

（1）気持ちを支える
生きがいの場づくり
外出する機会が少なく、人とのコミュニケー
ションをとることが苦手な方が、自分自身の生
きがいを見つけられる場を提供します。
①心の支えとなる場づくり
②自分らしさを活かせる場の提供
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地域福祉活動計画とは

社会福祉協議会が、市民・地域で活動している団体・関係機関・行政

等と連携・協働し、地域福祉をどのように推進していくのかをまとめた
活動
（行動）
計画です。
計画期間は、平成 27 年度〜 31年度の 5 か年です。

（2）団体活動の支援と組織間のつながりづくり
福祉関連団体同士のつながりの強いネットワークを構築することにより、地域で
活動している情報を地域住民へ適確に提供できるしくみづくりを進めます。
①地域団体の活動支援
②団体や組織間のネットワーク強化

（3）日々の暮らしを支えるしくみづくり
地域住民の日々の暮らしを支えるサービスの提供を充実することにより、コミュ
ニケーションの活発な地域づくりに努めます。
①日常生活を支え孤立を防止する取り組み
②地域で見守る子育て支援
③障がいのある人に対する地域の支援
④高齢者の健康寿命を延ばす取組み
ふれあいスポーツのつどい

（2）気軽に集まり交流できる場所の整備
子ども・高齢者・障がいのある人などさまざまな立場の人が交流できる居場所
を整備し、だれもが孤立することなく安心して暮らせる地域を目指します。
①サロン活動の拡充
②地域における交流活動の促進

子育てサロン

（4）相談・サービスの利用支援

園芸サロン

（3）地域拠点の充実
関係機関や団体と調整し、
自治会集会所や老人クラブ会館、公民館などを利用し、
福祉ニーズが高い地域を中心に、住民がいつでも立ち寄り、相談できる場となる
拠点づくりに取り組みます。
①いつでも安心して立ち寄れる場づくり
②相談支援体制の充実
基本目標

3

地域住民が、
気軽に困ったことや悩みごとを相談することができ、
適切な福祉サー
ビスが利用できる相談事業の充実、普及に努めます。
①気軽に相談できる場づくり
②サービス利用の促進
③成年後見事業の拡充
④生活困窮者への支援

（5）災害時に備えた体制づくり
地域の連携を深め、災害時に高齢者や障がいのある人などが災害弱者にならな
いような体制づくりに努めます。また、災害ボランティアセンター（常設センター）
では、日頃から災害に備えた対策を進めるとともに、災害発生時に迅速に対応で
きる体制を整備します。
①日頃のつながりを活かした取り組み
②災害ボランティアセンターの運営

人と場をつなぐしくみづくり

（1）支部社協による地域の支え合い
支部社協活動の充実により、住民が地域を基盤として身近な地域でお互いの生
活を支え合うことのできるコミュニティの形成を目指します。
①支部社協の基盤強化・活動支援
②支部社協で活動する担い手の育成

災害ボランティアコーディネーター養成講座

（6）地域を支える社協の基盤強化

支部社協主催のバスツアー

社協の基盤強化とともに、地域住民や福祉関連団体等との連携強化を図り、複
雑かつ多様化するニーズに対応できる体制づくりを進めます。
①組織基盤の強化
②広報・啓発活動の充実
③関係機関等との連携強化
④専門業務に対応できる職員の育成
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特集２

平成 27 年度浦安市社会福祉協議会事業計画

身近な

新 た な 取 り 組 み と し て

子育て支援事業の拡充
安心して子どもを産み育てられる環境づくりのために、おもちゃなどの備品等を
整備するとともに既存の施設などを活用し、新たに子育てサロンの場を設けます。

認知症カフェ事業の実施
認知症の方とその家族が地域で安心して生活できるよう関係機関と連携しなが
ら認知症カフェ事業に取り組みます。

「健康寿命」をテーマとした講演会等の開催
高齢社会が進む中で「健康寿命を延伸する社会」
を地域での福祉活動のテーマと
して講演会等を実施します。

地 域 づ く り
支部社会福祉協議会（支部社協）活動の拡充
支部社協は身近な地域での福祉活動とし

災害ボランティアセンターの運営
災害時における災害ボランティアセンター

て、市内 10 地区で高齢者や子育てのサロン、

の設置場所が浦安市交通公園に決定したこと

健康講座等の開催、外出支援バスツアーなど

にともない、災害時に効率的な運営ができる

に取り組んでいます。今年度は、各支部の活

よう、活動資機材等の整備や運営体制の整備

動計画を策定し、より一層活動の拡充を図り

を図ります。また、災害ボランティアコーディ

ます。

ネーターの養成に取り組みます。

福祉教育の推進

ボランティアセンターの運営

市内の学校と連携し、児童・生徒に高齢者

ボランティアをしたい人と、してほしい人

疑似体験や車いすの使い方、また登録ボラン

（依頼者）とをつなげる機関として、ボラン

ティアグループや地域での福祉活動とも連携

ティアの情報や福祉体験の場の提供、相談へ

を図りながら、福祉教育の推進を図ります。

の対応、福祉教育の協力などの取り組みを進
めます。

※その他、地域福祉の拠点として
「堀江フラワー通り より処ぽっかぽか」
「エスレ高洲支部社会福祉協議会」
を運営しています。

地 域 活 動 支 援
大型バス・車いすの貸出し
高齢者団体や社会福祉団体、障がい福祉団

共同募金事業
千葉県共同募金会の事業として
「赤い羽根、

体などに社会参加の推進を図ることを目的と

歳末たすけあい募金」を活用し、福祉団体へ

して大型バスの貸出しを行います。また、ケ

の助成や、障がい者への支援、地域福祉活動

ガなどで一時的に車いすが必要となった方へ

に取り組みます。また、募金を活用して自治

車いすの貸出しを行います。

会活動等を支援するため、軽貨物車両や車い
す対応車両の貸出しを行います。

団体事務局の運営
各種団体の事務局を運営しています。
・浦安市民生委員児童委員協議会
・浦安市保護司連絡協議会
・浦安市ボランティア連絡協議会
・千葉県共同募金会浦安市支会

今年度も頑張ります！

2015年（平成27年）4月15日号
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地域での福祉活動に取り組みます!
子 育 て 支 援
堀江つどいの広場・望海の街子育てサロン等の充実

ファミリー・サポート・センターの運営

堀江つどいの広場は毎月 900 人を超える

子育てを援助してほしい人と援助し

親子が楽しく過ごしています。また、昨年

たい人、両方とも希望する人との会員

9 月に社協、浦安市、UR 都市機構の 3 者協

組織で運営しています。生後 7 か月目

定によりオープンした望海の街子育てサロ

から小学校 6 年生までの子育てを会員

ンは落ち着いた温かい雰囲気で、新たなコ

相互で行っています。さらに今年度は、

ミュニティが生まれてきています。今年度

活動が充実するよう取り組みます。

は、さらに身近な地域での子育てサロンの
拡充・運営に取り組みます。

※その他、市内各地区の支部社協でも子育てサロンを開催します。

生 活 支 援
成年後見事業等の充実

市民後見人養成事業の継続実施

ひとり暮らし高齢者や障がい者の生

昨年度に実施した養成講座の修了者

活支援として、法人による後見や福祉

を後見支援員として登録し、事例検討

サービス利用援助事業による支援とと

や相談業務補助など実践的なカリキュ

もに、成年後見、相続などの相談に取

ラムを行い、近い将来「市民後見人」
と

り組みます。また、
「終活セミナー」
に

して受任ができるよう養成事業に取り

ついても開催します。

組みます。

※その他、心配ごと相談や低所得者世帯等の自立と安定を目的として生活福祉資金
（千葉県社協）
・福祉資金
（市社協）
の貸付を行います。

施 設 運 営
東野小学校地区児童育成クラブの運営

老人福祉センター（U センター）の運営

市内 17 小学校区のクラブの中で最

高齢者の「心と身体の健康づくり」
を

大規模の 190 人を超える児童が利用

テーマとし、生きがいづくりや健康づ

しています。きめ細やかな保育と安心

くりの場として事業を行うとともに、

安全に過ごせる環境づくりに努め、地

認知症予防や介護予防につながるよう

域の方々や施設などとの連携を図った

各種事業に取り組みます。

運営に取り組みます。

Information
スロープ付き
軽自動車

ハートフル号

お土産や贈り物に
いかがでしょうか !

福祉ショップ

ご活用ください

車いすを利用されて
いる方の日々の外出や

ふ くふ く

総合福祉センター 2F にて「福祉ショップふくふ
く」を営業中 !!

通 院、 行 楽 や シ ョ ッ

浦安市内の福祉事業所などで製作された製品の展

ピングなどに幅広く

示・販売を行っています。おいしいお菓子から可愛

ご利用いただいてい

い小物までオリジナル商品を多数そろえてお待ちし

るスロープ付き軽自動

ています。

車の
「ハートフル号」
をリ
ニューアルしました。
車いすの方を含めて
4 人が乗れ、より使い
やすくなりました。車両はオートマチックの軽自動車です。市内を活動
拠点としている社会福祉団体やボランティアの方もご利用できます。
対象者：浦安市在住の車いす利用者

障がい者福祉センター･････ キャンドル・小物等
NPO 法人フレンズ････ パウンドケーキ・小物等
NPO 法人あいらんど･･････････ クッキー・小物
地域活動支援センターとも･･･････････････ 雑貨
社会福祉法人なゆた･･･････････････････ ラスク

申請方法：浦安市社会福祉協議会へお問い合わせください。
営業時間は平日の 9：00 〜 16：00。総合福祉センターに来所された時にぜひお
※この事業は共同募金を活用して運営しています。

立ち寄りください。
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平成 26 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 26 年度は赤い羽根共同募金が 4,055,787 円
歳末たすけあい募金は 6,032,428 円のご協力をいただきました。

募金額について

赤い羽根募金活用の報告
赤い羽根共同募金は、募金額の 6 割が浦安市内の地域

福祉に活用され、4 割が県内の民間福祉団体の施設整
備等に活用されます。浦安市では、

◦ひとり暮らし高齢者等の食事サービス事業

◦広報・啓発事業

◦支部社協活動拠点整備事業
等に活用しています。

◦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
募金方法
地域歳末募金
戸別募金自治会 6,932 件 3,688,571 円
街頭募金
11 件 331,392 円
法人募金
153 件 681,772 円
団体募金
30 件
30,000 円
イベント募金
13 件 1,130,531 円
１円玉募金
27 件 125,451 円
老人クラブ
その他募金
17 件
44,711 円
合計
7,183 件 6,032,428 円

ⓒ中央共同募金会

募金方法
赤い羽根共同募金
戸別募金自治会 5,685 件 2,476,632 円
街頭募金
14 件 438,890 円
法人募金
167 件 635,165 円
学校募金
18 件 153,193 円
団体募金
36 件 193,305 円
イベント募金
34 件
72,864 円
その他募金
19 件
85738 円
合計
5,973 件 4,055,787 円

歳末たすけあい募金活用の報告
歳末たすけあい募金は、すべて浦安市のために活用さ
れます。
◦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
◦地域福祉活動として、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
（リース）
や備品を整備
１．軽貨物車両の貸出

地域で行う活動や事業に使用するための軽貨物
車両
（軽トラック）
を貸出します
２．スロープ付き軽車両の貸出
車いす利用者の方の外出支援のため、軽車両を
貸出します
◦その他、
ひとり暮ら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等に活用してい
ます。

善 意 の ご 寄 付 あ り が と う ご ざ い ま す
平成 27 年 1 月 6 日〜 3 月 31 日（敬称略・順不同）

一般寄付

15 件

247,237 円

給油所、株式会社ワイズマート本社、当代島公民館、
すたじお真三、文化会館、浦安商工会議所、共栄石油

村山鋼材株式会社、ゆかた会、山一興産株式会社、浦

株式会社ニュー浦安給油所、みのり保育園、青木、シ

安囃子保存会、今川オートサイクル、あすか 21、ビー

ルバー人材センター、有限会社ブルックス、中央公民

ナスプラザ、横川自転車、サイクルプラザ秋山、日の

館、美浜公民館、ママショップ加納クリーニング、マ

出保育園父母の会、浦安市バレーボール協会、NPO 法

イパティオ美浜、共栄石油株式会社浦安入船給油所、

人日本入れ歯リサイクル協会、西脇いね、匿名   2 件

日の出公民館、ニッセイ総合研修所サービスセンター、
富岡公民館、浦安富岡郵便局、明治通商株式会社、浦

物品寄付

2件

北井美枝子、入船自治会

安市特別養護老人ホーム、株式会社サンアソシエイツ、
ビーナスプラザ、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

社協募金箱寄付

37 件

41,264 円

【募金箱設置協力先】

ぽっかぽか 福祉の交番、集合事務所（青少年館）

◦徳島県共同募金会災害義援金
◦広島県大雨災害義援金
皆様よりいただきました義援
金は千葉県共同募金会を通じ
て被災した方々へ送られまし
た。ご協力ありがとうござい
ました。

平成 27 年度

浦安市社会福祉協議会
会員・会費のお願い

会員募集中

社会福祉協議会が身近な地域で取
り組んでいる子育て支援や高齢者サロ
ン、ひとりぐらし高齢者の見守り活動
などの事業に対しまして、市民の皆さ
まのご理解をいただき、会員（会費）
として、身近な地域での福祉活動にご
支援・ご協力をお願いいたします。

（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

会員の種類

T E L 047-355-4001
FAX 047-355-4002

10120-384-680

◦丹波市豪雨災害義援金

子、エスレ高洲、健康センター（健康増進課）、より処

お仕事をご依頼ください！

シルバー葬祭部

◦京都府豪雨災害義援金

式会社浦安インター給油所、浦安市庁舎売店、高梨節

ハッピーバードセキグチ、共栄石油株式会社浦安駅前

ご葬儀は
安心・信頼・誠実の

平成 26 年度義援金について

一般会員 一般世帯の方
社会福祉法人

千葉県社会福祉協議会
千葉県福祉人材センター

TEL:043-222-1294 FAX:043-222-0774

会費
（年額）

１口

300円

社協の地域福祉
特別会員 活動に特にご協 １口 1,000円
力いただける方

賛助会員 法人・事業所等 １口 2,000円
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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
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
有限会社アイハラ
アヴァンセ浦安管理組合
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
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
泉沢歯科医院
浦安魚市場北口商店会
株式会社飯塚土地管理
有限会社泉正商店
株式会社一光湾岸浦安フリート給油所
市川恵子社会福祉士事務所
市川市農業協同組合浦安市支店
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
上田クリニック
植野雅子音楽教室
有限会社牛山海苔店
株式会社宇田川清掃
株式会社ウダガワ測量
有限会社内田商店
株式会社ウチダ・ファミリー・コーポレー
ション
浦安一番有限会社
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
浦安市商店会連合会
浦安商工会議所
株式会社浦安清運
株式会社浦安設備管工
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
浦安鐵鋼団地協同組合
浦安富岡郵便局
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
有限会社浦安花輪
浦安ふじみクリニック
浦安堀江郵便局
浦安郵便局
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
おかべ会計
大川水産株式会社
有限会社大貞
有限会社大滝事務所
株式会社オオヤギ
株式会社岡崎金物
置鮎工業
小沢興業株式会社
オザワ産業株式会社
有限会社小畑工務店
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
雅心堂歯科医院
有限会社勝花
金子小児科クリニック
金子製作株式会社
カリン
有限会社川崎製作所
かわばた眼科
学校法人川見学園 吹上幼稚園
関東宇部コンクリート工業株式会社 浦安工場
キャピネ・ラピヌー
株式会社久兵衛
極東パイプターン工業株式会社
共栄石油株式会社浦安入船給油所
共栄石油株式会社浦安駅前給油所
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
黒崎インターナショナル株式会社
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
株式会社ケイハウス
京葉ガーデン株式会社
京葉銀行浦安支店
建音楽教室
有限会社剱持電気商会
医療法人社団康栄会 浦安病院
有限会社功徳林
興和印刷株式会社
コーヒーロースト
コガ薬局
ごとう薬局
小ばなし
有限会社今野畳店
栄商事株式会社
有限会社さかえや浦安駅北口
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
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
三歩木材有限会社
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
株式会社鹿野建設
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
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
シルバー人材センター
新浦安こどもクリニック
新浦安虎の門クリニック
株式会社新都市グリーン開発

http://urayasu-shakyo.sakura.ne.jp
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ご協力法人・事業所一覧

新日本税理士法人
有限会社ジンノエクスプレス
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
すたじお真三
すとう動物病院
駿河機工株式会社
有限会社清管工営
聖教新聞 浦安販売店
聖心小児科医院
株式会社誠心堂薬局
税理士法人桜瀬パートナーズ会計 氏原事務所
社会福祉法人聖隷福祉事業団浦安エデンの園
社会福祉法人聖隷福祉事業団浦安市特別
養護老人ホーム
社会福祉法人 誠和会 しおかぜ保育園
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
有限会社総合福祉サービス
総合リハビリ研究所
総武工業株式会社
有限会社ソーマ
相馬のり店
袖浦設備工業株式会社
株式会社ダイゴ
株式会社醍醐商店
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
株式会社大長
大長ビル
株式会社ダイニチ
株式会社太平金属工業所
大蓮寺
株式会社多喜運輸
滝口耳鼻咽喉科
田口住宅工業
田口建設株式会社
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
玉井珠算学院
馳走天乃
千葉興業銀行浦安支店
ツチヤ印房
有限会社テイクワイ鳥繁
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
有限会社伝次郎商店
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
東学寺
東京シティ信用金庫浦安支店
東京ベイシティ交通株式会社
東京ベイ信用金庫浦安支店
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
東洋酵素化学株式会社
東洋鋼鉄株式会社
有限会社徳兵衛商店
内藤商店
ナガイ管工株式会社
株式会社永田工務店
長野印刷株式会社
有限会社中徳
株式会社長福
有限会社西益商事
西松建設株式会社浦安社宅
株式会社日昇
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

（五十音順・敬称略）

株式会社野田屋水道部
有限会社ノラ・ミュージック
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
株式会社ピーオアシス
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
日田運輸株式会社
尾頭建設株式会社
ビューティサロン晃
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
有限会社フラワーショップサトウ
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
株式会社ベール松喜屋
有限会社ベンテンクリーニング
株式会社宝珠造園土木
宝城院
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
有限会社堀常
舞浜倶楽部・新浦安フォーラム
マイパティオ美浜
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
町田清英税理士事務所
町山工業
ママショップ加納クリーニング
有限会社守る
有限会社丸喜
有限会社丸参鋼材
丸正商事株式会社
株式会社丸政建材
株式会社丸茂海苔店
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
株式会社もとゆき
株式会社モビック
株式会社森田質店
株式会社山治
山と水産株式会社
ヤマト運輸株式会社
ヤマト特殊鋼株式会社
有限会社ナリタ
有限会社西保企画
有限会社松井商店
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
ロイヤル防災株式会社
有限会社六本木三井ハウジング
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
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浦安市災害ボランティアセンター
災害時体制移行訓練 を実施
マッチング

運営本部会議

オリエンテーションビデオ上映

災害ボランティア受付

3月8日
（日）
、小雨が降る中、関係団体等のご協力をいただいて、災害ボランティアセンター災害時体制移行訓練を

社協カレンダー

行いました。
今回の訓練は、市との協議の結果、災害時体制下の災害ボランティアセンターを設置する場所が交通公園に決定した

4

月

ことから、同所で災害時における運営訓練を行いました。
また、災害ボランティアセンター専用ホームページ
（http://urayasusvc.jp）に
組み込んだ災害ボランティア WEB マッチングシステム（WEB 上でボランティア
依頼と参加ボランティアを組み合わせ、センターに来所せずに現地に直接参集す
市災害対策本部とのビデオ中継によるボランティア派遣要請などの訓練を併せて

5

May

6

June

行いました。
参加された方には、災害ボランティア受付・登録からオリエンテーション、マッ
チング、資材の受け取り、活動報告までを体験いただきました。
浦安市災害ボランティアネットワーク、民生委員児童委員協議会、支部社会福

○ファミリー・サポー
ト・センター交流
会［7 日（日）］
○成年後見制度・相続
相談［9 日（火）］
○心配ごと相談［毎週木
曜日］

祉協議会、市内中学校（うらやすふるさと立志塾卒塾生含む）
・高校・大学、浦安
青年会議所、美浜・入船近隣自治会、災害ボランティアコーディネーター養成講
座修了者（有志）
、県社協、近隣市社協。
ご協力ありがとうございました。

SNS を使った情報発信

児童育成クラブ（学童保育）支援員募集 !
児童を放課後に保育するお仕事です。子どもが好きな方、お待ちしています。
もちろん、未経験者でも大丈夫です。真面目で誠実な方お待ちしています。
対
象：60 歳未満の方
（高校生不可）
資
格：特に資格は要しません。※保育士・幼稚園・学校教諭の有資格者優遇
給
与：時給 960 円〜
（2 年目 1,030 円／時給）
※有資格者は研修 8 週後 1,030 円〜
（2 年目 1,100 円／時給）
時
間：
（通常事業時）
月〜金：13:00 〜 19:00
（夏休み期間など）
月〜金：8:00 〜 19:00（うち 8 時間勤務）
※シフトにより土曜勤務、月 1 回程度あり
勤務日数：週 5 日 ※応相談
勤務開始：5 月 11 日
（月） ※応相談
待
遇：当該規程により、手当
（1 万円／月）
・交通費支給
勤 務 地：東野小学校地区児童育成クラブ 浦安市東野 1-7-3
応
募：4 月 22 日
（水）
までに下記あて履歴書をご持参またはご郵送（必着）ください。
※書類選考のうえ、4 月 27 日
（月）
に面接試験。
そ の 他：アルバイトも同時募集です（時給
!
900 円）学生大歓迎 !

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 担当：若月

ファミリー・サポート・センター交流会の開催

●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
（総合福祉センター内の施設）…………………………………
●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 info@urayasusvc.jp
FAX 050-3153-2421
（その他の施設）…………………………………………………
●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
〒 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
線
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●東野保育園 順天堂
病院●

総合福祉センター

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。

至東京

【時】6 月 7 日（日）午後 1 時〜 2 時 30 分
【所】
文化会館小ホール
【対象】
市内在住・在勤の方、先着 100 人 ※会員は別途申し込み
【内容】
足長パフォーマンスショー
「ロマニーとあそぼう！」
【申込】5 月 20 日
（水）までに、電話で
《住所・氏名
（ふりがな）
・電話番
号・参加人数・こども同伴の場合はこどもの年齢》、ファミリー・
サポート・センターへ
（月〜土曜日の 9 時〜 17 時）
【問】
うらやすファミリー・サポート・センター
    TEL 047-700-6602

（火）］
○成年後見制度・相続相談［12 日
強化 週
○民 生委 員・ 児童 委員 の日 活動
間キャンペーン［13 日（水）］
○心配ごと相談［毎週木曜日］

月

●ご協力いただいた団体・個人等

April

○福祉交流レクリエーショ
ン
［26 日
（日）
］
主催：浦安市ボランテ
ィア連絡協議会
○心配ごと相談［毎週木
曜日］

月

るシステム）
の試験運用、facebook、ブログ、LINE 等の SNS を使用した情報発信、

［平成 27 年 4 月〜 6 月］

●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
環境にやさしい
植物油インキを
使用しています。

