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人生１００年時代への地域づくり

成田市生活支援コーディネーター
（地域支え合い推進員）のご案内

成田市社会福祉協議会 では 発足以来、誰 もが 安心して暮らせる福祉のまちづくりの一環として、市民同士の助け合いによる
ボランティア活動の促進や移送サービス等の事業を行ってきました。また、地区社会福祉協議会や関係機関と連携しながら住民
主体に基づいた地域福祉の増進を図ってきました。
今後の超高齢社会では住民の互助による支え合い活動に期待が寄せられる中、
令和2年度から成田市より事業を受託し、成田市全域の支え合いを推進する生活支援コーディネーターを配置いたしました。
医療ケア・サービスの提供

医療

通所・入所

介護

住まい
通院・入院

介護ケア・サービスの提供
・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

地域包括ケアシステムとは
高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らし
を人生の最後まで続けることができるよう、
市
区町村が中心となり、
「住まい」
「医療」
「介護」
「予防」
「生活支援」
を 一体的に 提供できる体
制を整備していくことです。

・サロンへの参加
・なりたいきいき百歳体操への参加

・通いの場の運営
・家事や移動支援等

生活支援

介護予防

住民同士の
お互い様の助け合い
（互助）

栄養や運動によって
健康を保つ
（自助）

私達が生活支援コーディネーターとして住民が中心の「生活支援」
と「介護予防」
の体制整備に取り組み、支援の輪を広げていきます。
成田市社会福祉協議会

社会福祉法人豊立会

松田 裕児

大麻 喜久美

成 田 市全 域（第一層）を担 当
しています。
これ ま でに従事してきた障
がい分野や経済的困窮、ひきこ
もり等の支援で学んだことは、
人は常に支援する側とされる側という一方向の
固定した存在ではなく、誰もが社会の中で役割が
あり、その経験をしているからこその役割がある
ということでした。人生100年時代は地域共生社
会の実現が重要ですので、高参加高福祉の地域
づくりに励んでいきたいと思います。

成田地区、中郷地区（第二層）
を担当しております。
地域には一人暮らしの高齢者、
障がいのある方、生活に困窮し
ている方など手助けを必要とし
ている方がたくさんいるなかで、
これまで多くの地
域住民の方々に話を伺うと、
ほとんどの方が
「地域
に困っている人がいたら役に立ちたい」
という気持
ちを抱いていらっしゃいました。
住民が緩やかに地
域と関わり、
気軽に
「助けて」
と言える
「向こう三軒
両隣」
の再構築をみなさんと一緒に取り組んでいき
たいと思います。
よろしくお願いいたします。

社会福祉法人豊立会

坂本 由紀子

ニュータウン・はなのき台地
区、八 生・豊 住 地 区（第 二 層）を
担当しています。
これ ま で は、介 護 現 場 に20
年間携わり、地域の資源を活用
した 支 援 を 心 掛 けてきました 。それによって心
身 共 に 豊 かで 健 康 であるためには、地域との関
わり、人との繋がりを持つことが大切だと学び、
今後は、地域の方一人ひとりが活躍し、支え・支え
られながらの温かい輪を一緒に広げていけたら
と思います。どうぞよろしくお願いいたします。

※第一層…市全域、第二層…日常生活圏域。現在、第二層生活支援コーディネーターの配置のない地区にも、成田市が順次配置していく予定です。

つくる
つなぐ
ひろげる

生活支援コーディネーターの役割
生活支援の担い手の養成
（ 地域に不足する生活支援サービスの創出、
と組織化、高齢者等の本人自身が担い手として活躍する地域づくり ）

資源開発

ネットワークの構築 （関係者間の情報共有や連携・協働を実現する体制づくり）
※生活支援や介護予防のサービスの体制整備を進めるため成田市では「成田市生活支援・介護予防サービ
ス提供主体等協議体」が設置されています。生活支援コーディネーターはその協議体と一体となって地域福
祉の増進に向けて活動していきます。また、各地区に配置されている（第2層）コーディネーターと協働しなが
ら重層的な地域づくりを行います。
高齢者クラブ
企業
地域住民
自治会
医療機関
NPO法人

シルバー人材センター

介護保険事業所

学校・教育機関

地域包括支援センター

民生委員・児童委員
ふれあい・いきいきサロン

生活支援サービス事業所
社会福祉法人

地区社会福祉協議会

ボランティア

コーディネーターが配置された背景

【2025年問題】
日本 の高齢化 率 は 世界 で最も高く、2025年には
団塊の世代（約800万人）が75歳以上となり、予算や
ホームヘルパー等の介護の担い手が不足すると懸念
されています。そのため、従来の介護保険サービスだ
けでは高齢者を支え切れないという状況に対して、虚
弱にならないための介護予防や在宅生活での掃除、
洗濯、調理、ゴミ出し、買い物等は住民同士で助け合っ
ていくことが求められています。つまり、これからの
サービスは、行政や専門職によって制度化されたもの
とその地域の課題に対して住民自身によって創造され
たものとが組み合わさっていく必要があり、支え合い
の仕組みづくりを住民と共に行う役割として生活支援
コーディネーターが配置されることになりました。
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成田市社会福祉協議会会員募集
社会福祉協議会は市内全域を対象に市
民の皆様に身近な福祉活動を行っており、
事業の財源は皆様からの会費により支えら
れています。

新型コロナウイルス感染症の影
響で学校が休校になり、児童ホーム
を利用する子どもたちが多くいる
ことから、
「手作りマスク」を届ける
活動が行われています。
今回は成田地区での活動につい
て、大麻生活支援コーディネーター
にお話を伺いました。
花柄の布で作られた手作りマスク
この活動は、富里市で同様の活動
が行われていたことをきっかけと
して成田地区で始まったもので、生活支援コーディネーターが中心とな
り、民生委員、児童委員、地区社協の役員、高齢者施設の利用者や職員の皆
様や、さらに 活動を知った友人・知人などに活動 の輪が広がり約450枚
の手作りマスクが集まりました。
そのほかに、移動スーパーで活動内容をお知らせしたところ、そのお客
さんがマスクを作ってくれたこともあるそうです。
手作りマスクは様々な色柄の布を用い、子どもの顔に合う大きさで作
られており、一つひとつが心のこもったものになっています。
思うように外出できない日々が続き、マスクの入手が困難な中で、それ
ぞれの工夫やご尽力により多くの手作りマスクが子どもたちに贈られた
ことで自宅でも支え合い活動ができることを教えていただきました。
また、同様の取り組みはほかの地区でも行われています。

会費は主に次のような事業の財源となります
●地区社協の活動推進
●福祉団体への助成
●社会福祉大会の開催
●ボランティア養成講座の開催
など

加良部地区

吾妻・はなのき台地区
ふれあい会 健康体操

立春お花見会

絵本の読み聞かせ講座（子育て支援）

会費（年額）※何口でもお申し込みいただけます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 一口
500円
一般会員（世帯ごと）
・・・・・・・・・・ 一口 5,000円
特別会員（福祉施設・団体等）
特別賛助会員（企業・個人等）・・・・・・・・・ 一口 10,000円
※特別会員・特別賛助会員については、
税法上の優遇措置があります。
①個人の場合…所得税に係る「寄付金控除」の対象になります。
②法人の場合…一般の寄付金とは別枠で、損金の額に算入することができます。

社協会費振込先口座（下記口座への振込手数料はご負担ください）
■千葉銀行 成田支店 普通口座 3636486
成田市社会福祉協議会 会長 青木偉年
（ナリタシシャカイフクシキョウギカイ カイチョウ アオキヒデトシ）
■ゆうちょ銀行 〇一九（ゼロイチキュウ）支店 0778484
社会福祉法人 成田市社会福祉協議会
（シャカイフクシホウジン ナリタシシャカイフクシキョウギカイ）

成田児童ホーム（5月15日）、美郷台児童ホーム（5月19日）での手作りマスクの受け渡しの様子

敬老会中止のお知らせ

納入方法
一般会員の会費については、区・自治会・町内会を通じてお願いして
おります。

9〜11月に開催を予定しておりました「地区敬老会」
について、今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止
の観点から「中止」となりました。

社会福祉協議会の

※団体・企業等、
自治会のない地区にお住まいの方は振込用紙
（手数料無料）
をお送りしますのでご連絡ください。社会福祉協議会事務局窓口での納入も
受付いたします。

決算・予算 についてお知らせします

社協の財源は、市民の皆様に支えられています

《主な財源》
①市民・法人の皆様に納めていただいた会費や寄附金 ②赤い羽根共同募金の配分金 ③行政等からの補助・受託・助成金 ④事業収入・その他
令和元年度

決

算

社会福祉事業区分決算総額
公益事業区分決算総額
収益事業区分決算総額
社協決算総額

収

入

単位：円

支

228,233,268円
17,647,999円
661,786円
246,543,053円

出

会費

9,671,050

法人運営事業

寄附金

2,896,795

調査研究企画事業

補助金

92,211,798

普及宣伝事業

共同募金配分金

12,467,453

地域福祉活動推進事業

受託金

単位：円

97,988,304

令和2年度

予

算

社会福祉事業区分予算総額
公益事業区分予算総額
収益事業区分予算総額
社協予算総額

収

入

会費

単位：円

10,000,000

411,492

寄附金

2,804,000

1,046,221

補助金

102,247,000

15,526,354

共同募金配分金

出

法人運営事業
調査研究企画事業
普及宣伝事業
地域福祉活動推進事業

単位：円

88,556,000
656,000
1,920,000
19,546,000

93,996,602

心配ごと相談所事業

405,739

114,460,000

心配ごと相談所事業

546,000

貸付償還金

1,014,000

共同募金配分金事業

13,195,803

貸付償還金

1,104,000

共同募金配分金事業

13,395,000

事業収入

3,705,723

在宅福祉サービス事業

10,718,610

事業収入

4,360,000

在宅福祉サービス事業

13,397,000

助成金
受取利息
その他の収入

146,000
13,241
642,280

施設整備等補助金収入

0

基金積立資産取崩収入

20,000,000

その他の活動による収入
前期繰越金
合

計

0
9,778,111
246,543,053

受託金

12,803,000

支

239,683,000円
17,076,000円
701,000円
257,460,000円

福祉サービス利用援助事業

2,658,950

助成金

社会福祉金庫設置事業

1,032,000

受取利息

資金貸付事業

3,018,707

その他の収入

146,000
18,000
476,000

福祉サービス利用援助事業

2,864,000

社会福祉金庫設置事業

3,179,000

資金貸付事業

3,264,000

受託事業

71,553,703

施設整備等補助金収入

0

受託事業

92,360,000

保健福祉館管理事業

17,647,999

基金積立資産取崩収入

0

保健福祉館管理事業

17,076,000

0

物品販売・自動販売機管理事業

物品販売・自動販売機管理事業
次期繰越金
合

計

661,786
10,677,385
246,543,053

その他の活動による収入
前期繰越金
合

計

9,042,000
257,460,000

次期繰越金
合

計

701,000
0
257,460,000

※決算は5月、
予算は2月作成のため、繰越金には差異があります。

Narita-City Council Of Social Welfare

3

No.

135

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金にお悩みの皆様へ

「総合支援資金（特例貸付）」のご案内

「緊急小口資金（特例貸付）」のご案内

■貸付対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生
活に困窮された方（世帯）で、生活再建までの生活費を必要とする世帯。
本資金は、
緊急小口資金（特例貸付）と同じ時期に貸付けることも可能です。
この制度は返済の必要な貸付制度です。
【貸付上限額】
（単身世帯）月額15万円以内

【貸付上限額】20万円以内

（複数世帯）月額20万円以内

【貸 付 期 間】原則3か月以内
【据 置 期 間】1年以内
【返 済 期 間】10年以内（120回以内）

■貸付対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があ
り、緊急かつ一時的な生計維持のため貸付を必要とする世帯。
（※ただし、生活保護世帯や暴力団およびその世帯員は貸付対象外）
この制度は返済の必要な貸付制度です。

【連帯保証人】不要
【利
子 】無利子

【据 置 期 間】1年以内
【返 済 期 間】2年以内（24回以内）

■貸付金の送金
ご指定の金融機関口座に1か月ごとに分割振込み

【連帯保証人】不要
【利
子 】無利子

■貸付金の送金
ご指定の金融機関口座に振込み
申請書類（総合支援資金・緊急小口資金 共通）

（1）借入申込書
（2）借用書
（3）重要事項説明書
（4）住民票の写し／原本（世帯全員が記載された発行後3か月以内のもの）
（5）預金通帳（借入申込者名義）の表紙および見開き1ページ目のコピー
またはキャッシュカードのコピー
※銀行名、支店、口座番号、名義が表示されている部分

（6）本人確認書類のコピー
（運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど公的に発行された
顔写真付きの証明書）
（7）健康保険証のコピー（申請時にお持ちの方のみ）
（8）収入の減少状況に関する申立書
（9）セルフチェックリスト
（10）在留カード ※外国人の方

総合支援資金のみ・・・
（11）総合支援資金・自立計画債務一覧表（負債のある方のみ）
※なお、緊急小口資金（特例貸付）の貸付けを受けた場合、貸付金の送金の事実（送金先と送金が確認できる（記帳された）預金
通帳のコピーの提出）をもって（4）
（6）の提出を省くことができます。
■ご返済について
原則として金融機関口座引落しで毎月ご返済いただきます。口座をお持ちでない方は、指定の払込票でゆうちょ銀行からお振込みいただきます。
※今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。
■お申込みにあたって
世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者、または、罹患者との濃厚接触 の 可 能性 がある方がいらっしゃる場合は、来所になる前に必ず、社会福
祉協議会事務局（☎0476-27-7755）にお問い合わせください。

住居確保給付金

お車の安心をお約束 !

■支給上限額

単身世帯

37,200円

※支給要件により実際の支給額は調整されます。駐車場料金や管理費・共益費などは含まれません。
例…単身世帯で家賃35,000円、収入（交通費を除く総支給額）90,000円の場合：基準額7.8万円、
収入基準額11.52万円

3〜5人世帯 48,400円

（

家賃額
月収入額
35,000円 − 90,000円

基準額

）

支給額

− 78,000円 ＝ 23,000円

代車
無料貸出

「住居確保給付金」とは…
離職等により経済的に困窮し住宅を喪失し た方もしくは喪失するおそれのある方に国や自治体が家賃相当額
を支給し、住まいと就労機会の確保に向けた支援を行うものです。
■支 給 期 間 原則3か月間（就職活動を誠実に行っている場合は3か月間延長可能。最長9か月まで）
■支 給 対 象 ・離職、廃業後2年以内の者
・給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由や当該個人の都合によらないで減少し、離職や
廃業と同程度の状況にある者（4/20制度拡充で就業していても受給可能になりました）
「収入要件」
「資産要件」
「求職活動等要件」などの一定の基準が設けられていますが、
基準は自治体
■支 給 要 件・ ・
ご相談は暮らしサポート成田（☎0476-20-3399）まで。
申請手続き によって異なります。
健康はお口のケアから！

公団・団地にお住まいで
階段の昇り降りが不安な方に

自走式階段昇降機を
導入しました。
＊子どもたちがリラックスして治療できる
環境を整えています。
【診療時間】
月〜金 ・・・ 9：00 〜 12：00
14：00 〜 19：00
土 ・・・・・・・・・・ 10：00 〜 12：00
歯科衛生士
14：00 〜 18：00 募集しています
【休 診 日】日曜、祝日

アルバイト可 !

医療法人社団 五佑会

公津の杜あべ歯科クリニック

成田市公津の杜2-14-1（京成公津の杜駅交番の向かい）

☎ 0476 - 28 - 6555

乗ったまま 利 用 が
できますのでこれまで
大変だった階段が安全
に昇降できます。
昇降の際にはヘルパ
ーが２名付き添います
ので、
さらに安心です。
※利 用 料 金 は 階 層 によって
異 なりますので、お 気 軽に
お問い合わせください。
（介護保険が適用されます）

安全・安心・親切が 私たちのモットーです
福祉タクシー
一般社団法人

ハッピーハート成田店

予約直通電話

☎080-9454-8886

【受付時間】8：00〜18：00 成田市飯仲36-21
☎0476-36-8886 5 0476-36-8564
E-MAIL：happyheart@bh.wakwak.com

自宅で簡単に髪のお手入れ

お車の引取、納車ＯＫ！
時 間に余 裕のない方、
また
遠方の方もご利用ください。

愛車のカルテで お 車 一 台 一 台 の サ ービス

万全の整備

カ ル テ を 作 り、全 面 的 に
バックアップいたします。

修理も
おまかせ
ください！

技術者全員が2級整備士の
資 格を保 有し、高い技 術で
対 応します。独 自 の 板 金・
塗装システムにより短期間
で仕上げます。

（株）
岩立モータース
☎ 0476（22）
1523
『国語』専門塾

訪問 美容サービス

Gメソクラブ国語塾

高齢、
障がい、
病気やケガ、
また育児等で
自由に外出できない方におすすめ！

受 講 生 始めて、入試本番で国語偏差
の 声 値80を記録。高3の1年間で飛

デイサービス施設
多数専属訪問中！
パーマ、カラーも
承ります♪

美容福祉師、
ヘルパー 2級

眉カット等のサービス有♪

※訪問中は電話に出られない場合もあります。留守
番電話に伝言頂ければ、こちらよりご連絡致します。

訪 問

お気軽にお電話ください

美容室ミエ
NPO 法人全国介護
理美容福祉協会認定

☎090-6488-6282
訪問美容室ミエ

検索

H君は、国語偏差値46から

躍的に成績を伸ばしました。
H君曰く、
「現代文の読解力が
飛躍的に伸び、初めて現代文
を解く楽しさを知りました。」

5教科の力を伸ばす『国語の底力』
を養成しています。
〜5教科の力を伸ばす国語の底力〜
Gメソクラブ国語塾 橋賀台教室
成 田 市 橋 賀 台1- 4 5 - 3 佐 野 田 ビ ル 3 F

体験授業
入塾相談

☎0476-28-5507
qqyb9ry9k@tuba.ocn.ne.jp

なり た ゆきはん

成田雪販商事
（株）代表取締役 佐野田 邦宏

成田市橋賀台1-46-1 ☎0476-27-2161

おうちでできるボランティア
コロナウイルス感染症の蔓延、
それに伴う緊急事態宣言に
よる外出自粛のため、
家で過ごす時間が増えた方も多いので
はないでしょうか。
そこで今回は、
それぞれの おうちでできる
ボランティア をご紹介します。

エコキャップの回収
「エコキャップ運動」
とは、
ペットボトルのキャップ
（=エコキャップ）
を収集し、
そのリサイクルで発生した利益を、
発展途上国の子供向
けワクチン代として寄付する運動です。
エコキャップ約860個で、
ポリオワクチン1本分になるといわれています。
成田市ボランティアセンターでは、
集めたエコキャップを認定NPO法人
「世界
の子どもにワクチンを 日本委員会」
に届けています。

収集の際の注意点
①飲料水のペットボトルのキャップ以外は受け取れません。

飲料水のペットボトルの
キャップのみ

【例】醤油のボトルのキャップ、めんつゆ・
調味料のキャップなど

②きれいに洗って乾かしてからお持ちください。
※汚れがひどいものや異物が混じっているものは、
回収してもらえません。
せっかくお持ちいただい
てもゴミになってしまいます。

あたたかい善意ありがとうございます
令和2年4月1日〜令和2年 5月31日（敬称略・順不同）

一般寄付《寄付金》
◆榎本殖利

一般寄付《物品》
◆成田ロータリークラブ
（マスク3,300枚）
◆ユナイテッド航空会社
（スナック菓子12箱と300袋、
飲料水82本）

成田ロータリークラブ様

その他
千葉県社会福祉協議会を通じて寄贈
◆（株）ツルハホールディングス、
（株）クラシエホールディングス
（車いす5台）
ユナイテッド航空会社様
市を通じて寄贈
◆米屋（株）
（羊かん1,400本）
◆Peach Aviation（株）
（カップラーメン1,894個、スナック菓子420個）

お知らせ

「子ども会の夏季行事」に助成金
皆様から寄せられた赤い羽根共同募金配分金から、
市内子ども会の行事費用の一部を助成します。
【助成対象】7月1日（水）〜9月30日（水）の期間に行われる子ども会行事
※特例で対象期間を延長します
【助成金額】行事に参加した小学生1人につき、200円（1回限り）
【申請方法】行事終了後、
10月30日
（金）までに、代表者が参加者名簿と印鑑を
持ってお越しください。
申請書は、窓口でご記入いただけるほか、
社協ホームページからダウンロード可能です。
【申請窓口】成田市社会福祉協議会（保健福祉館内）
☎27-7755 ※平日9：00〜17：00

自粛解除による活動再開のお知らせ
●ファミリー・サポート・センター

●心配ごと相談所

入会説明会は当面の間中止します。
入会希望の方は個別にて対応します。
基礎研修会は7月7日（火）開催予定。

通常通り開催予定。

の 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 サービス

『家にいながら施設のような見守り』
安心できるサービス

2,200円

大人
（男性）

（税込）

1,900 円（税込）

●定期的な訪問 ●随時の対応(電話等)
●困った時に駆けつけるサービス
●看護師が健康状態の把握や管理

中学生…

理容室

お気軽にお問い合わせください。
✿提供地域がありますので、
✿サービスについて知りたい方は説明に伺います。

しゃれ床サンスカイ

成田市ウイング土屋262
9：00〜18：30
（年中無休）
キッズスペース完備！

風の村なりた スタッフ募集中

〒286-0841 成田市大竹字内沼370 FAX.0476(20)6665

☎0476(37)5277

ゆったり農園
やってます

カット＋シャンプー＋
シェイプ＋セット

いっしょに
野菜の収穫を！

村の仲間募集中です！
●介護スタッフ（契約社員）

【仕事内容】
デイサービスにおける
介護業務全般
【勤務時間】8：30〜17：30
【資
格】普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）
【給
与】170,000 円〜

ケーズ
パチンコMG M デンキ

ココ

イオンP
D2 イオン

←至栄町

ガリバー

空港通り

至空港→

☎ 0476-22-3082

100円割引

この広告
ご持参の方

有効期限
2020.9.30迄

電機効率ＵＰ！ アレルギー対策にもおすすめ

エアコンクリーニングで
さわやかな空気

（別途処遇改善手当・賞与あり）

●送迎スタッフ（パート）

【仕事内容】
利用者様の送迎業務
8：00〜10：00
【勤務時間】

16：00〜18：00

ランチはとれたてを
たっぷり食べましょ♪

運営：有限会社 洛陽堂

【資
【時

（勤務時間、日数はご相談に応じます）

格】普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）
給】950 円

ゆったり文化村

成田デイサービスセンター

お気軽にお問合せ
ください♪

TEL 0476-37-5500 http://www.yuttari.biz

イオンスタイル成田前 ミニストップ脇

を
カビやニオイ
徹底除去！

成 田 市土 屋 字 山ノ﨑712-2

お気軽にご相談ください
成 田
土屋店

お見積り無料

0120-455-035
受付 8：00〜20：00

おそうじ本舗 成田土屋店

検索

