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中核地域生活支援センター大会ｉｎ2021 

実行委員長  髙木 亜希子  

（香取ＣＣＣ 所長） 

 

  昨年度は新型コロナウイルス感染症が、人々の生活にさまざまな変化をもたらした一年でした。 

その影響は今もなお続き、不安やストレスを抱えた人や、生活に困窮する人を多く生み出しています。 

私たち、中核地域生活支援センターはそのような人に対する支援や関わりについて模索する一年でも 

ありました。人と思うように対面できないような状況のなかでも、人は、人や社会の途切れた何かと 

つながるために試行錯誤しているようにも感じています。 

 

千葉県で中核地域生活支援センター事業がスタートしてから、今年で18年目を迎えました。多くの 

センターでは、さまざまな理由から長期間にわたり関わり続けている人がいます。 

中核地域生活支援センター大会2021では、つながり続ける支援をテーマに、つながり続けることで 

見えてきたことについて、みなさまと考えていきたいと思っています。今年度より重層的支援体制整備 

事業が動き出す自治体もあります。「誰もがありのままに暮らし続けることができる」地域社会の実現の 

ため、改めて、地域で様々な困難を抱えていたり、孤立していたりする人と、つながり続けてきた支援者 

や、中核地域生活支援センターの取り組みについて焦点をあてていきます。 

 

昨年度の中核地域生活支援センター大会2020は、これまでの開催のなかで初めて、YouTubeの 

動画配信による開催となりました。みなさまと直接お会いできなかったことは非常に残念に思います。 

反面、動画配信により、新たな形で中核地域生活支援センター大会と出会った方もいるのではないか 

と推測しています。新型コロナウイルス感染症は生活に多くの制限をもたらしましたが、人とつながる 

ための新たな選択肢も広げたのかもしれません。 

 今年度の中核地域生活支援センター大会2021は、秋口に開催予定です。開催方法につきましては、 

社会情勢を鑑みながら検討していきます。何らかの形で、みなさまとお会いできますよう、開催準備を 

すすめてまいります。その折にはみなさまぜひご参加ください。 

第９８号（令和３年５月発行） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【さんネットの地域づくりのモットー】 

 複数の個別課題は地域の課題であると位置づけ、課題に対してまずはアクションを起こしながら、地域

の方々や関係機関と一緒に考え・活動し、その活動が自走することを考えながら携わっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山武圏域とは・・・ 

山武圏域は3市3町（東金市・山武市・大

網白里市・九十九里町・横芝光町・芝山町）の

九十九里沿岸の自然豊かな地域です。 

医療・福祉の社会資源が豊かとはいえません

が、圏域全体で資源をシェアしているのが特徴

です。磯浜料理やいちご🍓狩りなど、是非、

お越し下さい！ 

第１ 
スクール ーシ ル ー ー
   生さん
「ちはっさく」  （ ート１）
  らないでしつけまし う 
                                         

第２ 
ここからク  ック
 長  多   さん
「 子が いのはあたりまえ」
                                         

「がん りす ないで」
                                         

「関わる人は、なる く多く」
                                         

「す て って、つらいなら    」
                                         

           中核地域生活支援センター  ネット ーク
ここからク  ック

                            
                

コロナ でおうちで ご
す 間が えました。
今までと った生活スタ
イルで、ストレスも まり
がち。
そこで、  に生活する
 ッセンスを動画でお け
いたします。

             中核地域生活支援センターさんネット

   

 

 

 

 
 

「山武がつながるネット ーク」 

多分 多職種連携の研修をきっかけに任意団体を作り、 

毎月、多分 の実情を学ぶための活動を行っています。 

 

山武がつながる 

ネットワーク 
山武がつながるネットワークの目的 

人を支援するときは、あらゆる視点から本人のお身体や生活状況を把握し、適切

なケアやアドバイスをすることが必要ですが、日頃の支援の中で、そもそも相談先

がわからなかったり、連携をする他職種の役割が良くわからず、ときに連携が面倒

に感じることがあると思います。 

2018 年 11 月 28 日に、山武圏域において「山武が繋がる相談支援ネットワー

ク交流・研修会」を開催し、地域共生社会とは何か？、様々な分野の支援者がどん

な役割を担い、どのような活動をしているかを「知る」機会を開催しました。 

その時の実行委員を基盤として、これからも多分野多職種との「繋がり」を強化

することで、今よりも本人の気持ちに寄り添えるようになり、支援者もストレスの

ない支援ができるよう、有志による活動団体の『山武がつながるネットワーク』を

設立しました。 

 

【活動内容】 

１．定期会による、参加者による情報共有・意見交換・ディスカッション 

２．山武地域の相談機関や活動団体が繋がりえ合えるネットワーク交流会の開催 

３．その他、参加者がやりたいことを、これからみんなで考えて・活動実践する。 

【参加団体】事業所参加・個人参加どちらでもＯＫ！  参加者募集中 

「おうちで 庭円満プロジェクト」 

コロナ で弱った方 のメンタルケアをYouTube 

で動画配信しています。 



 

 

 

〇印旛圏域は・・・ 

印旛圏域は7市2町（成田、 倉、四街道、八街、印西、白井、富里、 

酒々井町、栄町）からなります。印旛沼や成田空港があり、チーバくんで言うと 

目のあたりの地域です。中核センター事業は「いん 中核地域生活支援センター 

すけっと（以後、すけっと）」が担当しています。同 に印旛圏域の郡部 

（酒々井町、栄町）の生活困窮者自立支援事業（自立相談・就労準備・ 計改善） 

を千葉県から受託し「さかえ・しすい ーク・ライフサポートセンター 

（以後、WLSC）」の名で活動しています。 

〇昨年度の相談支援状況について 

コロナ の一年でしたが、相談の概況は以下のとおりです。 

・すけっとは新規相談者数が減少し262件、総支援回数は 加し8297件でした。ひきこもりや刑余者支援、子育

てをしている母親からの相談、コロナ で居場所がなくなった障がいのある方からの相談などが えました。 

・WLSCは新規の相談者数が 325件で昨年比 3倍になりました。収入が減少し 賃が払えないという相談や、成

田空港関係の雇用問題から外国人の方からの相談も急 しました。 

 

〇昨年度の地域づくりについて 

①すけっと・WLSC合同で、畑を活用した居場所づくりを行いました。 

主な利用者は就労準備支援事業の利用者さんや、ひきこもり状態から一歩 

踏み出したい方や不登校傾向の方などでした。畑の土づくり、草刈り、作物の 

栽培、収穫などを行いました。作業の成果が表れるので、「畑には参加したい」 

という声も聞かれました。また、放課後に学校の先生にも協力いただきました。 

今年度も取り組みを継続していく予定です。 
 

②印旛圏域就労会議の開催について 

コロナ で就職についての相談が えた一年でした。就労ノウハウや情報共有、制度の い方の共有、顔の見える

繋がりづくりを目的として印旛圏域就労会議を開催しました。 

第一回は「障害者就業・生活支援センター明朗塾」さんにご協力いただき、地域意見交換 

会と合同で開催しました。WEB開催でかつ限られた 間でしたが、生活困窮の方や障害のある 

方の雇用を積極的に行っている２社の取り組みの紹介や意見交換を行いました。 

参加者からは「2社のような取り組みが広がってほしい」という声がありました。 
 

③印旛広域福祉圏域連絡 整会議について 

年に一回、印旛健康福祉センター地域福祉課と協働で開催しています。昨年度はコロナ を踏まえ、書面での開催

になりました。事業の説明や実績報告、地域の課題（住まいの確保、ひきこもりや触法者 の支援、子育て中の親 

の支援等）の発信をしました。 

 

〇今年度の地域づくりや活動予定について 

・印旛圏域就労会議を継続開催し、町の商工会や企業との繋がり・連携作りを進めます。 

・その他にもWLSCではひきこもりの 族の集まりの場の開設を検討しています。 

・昨年度開催できなかった圏域内の福祉関係機関の合同研修会を開催します。 

地域課題をテーマにし、研修をとおし職種を超えた繋がり作りを進めていきます。 

・今日の住まいがない方に対応できるシェルターや、相談でつながった方の 

「相談の一歩先の居場所」になれるような場所の設置に向けて検討をしていきます。 

 

～ 住み慣れた地域で暮らせるよう、様々な分 の方との繋がり作りを進めていきます ～ 

 

 

 

 

事務所は 倉市臼井の町中にあります。 

たくさんの成果がありました！ 

印旛圏域就労会議（WEB開催） 

福祉関係機関合同研修会の様子 

（コロナ 前） 
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こんにちは。八街少年 社会福祉士の渡邊美代子と申します。八街少年 には動物保護

団体である、『公益社団法人 ヒューマ ン財団』と少年 が協働して犬を訓練する教育

矯正プログラム【GMaC（Give me a chance）】があります。保護犬を飼って世話をし

ている矯正施設はありますが、保護犬を 庭に譲渡するための訓練を、非行をした少年た

ちで行いつつ少年たちの更生を図るという活動は全国的にもめずらしい取り組みです。   

動物愛護センターなどに不要または飼い主不在として収容された犬たち。十分なしつけ

をされていない犬が多く、中には遺棄されたまたは虐待されたことで人 の信頼を失い

心を閉ざしている犬もおります。そんな犬たちと、境遇を同じくする少年たちが出会い、

週 4 日約 3 か月間の訓練を通してどちらも大きく成長していく様子には本当に驚きま

す。「言いなりにならない犬たちに自分の姿が重なった。試験はつらかったけど乗り越え

た。一人前になったら絶対に保護犬を飼うんだ。」と言いつつ出 した少年もいます。 

私自身も居場所がないなど生きづらさを抱えた 

人たちと動物の支援活動を行っています。 

人も動物もそれぞれの生をまっとうできる 

ように、ち っとのお手伝いの輪が社会に 

広がると良いなあと願っています。 

《公益社団法人ヒューマ ン財団  

令和3年4月2日Facebookの記事から》→→→ 

                        

教 育 医 療 動 物 雇 用 

ちば・地域発 ～県内ア・ラ・カルト～ 

「千葉県犯罪被害者等支援条例」が4月1日に施行されました 

この条例は、生命や財産、心身などに大きな被害を受けた犯罪被害者やそのご 族が、再び平穏な生活を送

れるよう支援するとともに、犯罪被害者などを社会全体で支え、県民の誰もが安心して暮らせる地域社会の

実現を目指して制定されました。〈HP 千葉県犯罪被害者等支援条例〉 

＜概要＞ 

❐県には、国や市町村などの関係機関と連携し、犯罪被害者などの支援施策を実施する責務があり、県民や有識者から意見を聴き、

支援に関する具体的な計画を策定することが定められました。 

❐県は、犯罪被害者などが再被害などを受けることの防止、居住や雇用の安定、経済的負担の軽減などを図るため、必要な施策を行

うことが明文化されました。 

❐県民や事業者の皆さんに、犯罪被害者などに二次的被害が生じないための配慮や、国や県、市町村が実施する施策に協力するよう

努めることが定められました。 

《問い合わせ 県くらし安全推進課 TEL 043（223）2333》 

発行元 千葉県中核地域生活支援センター連絡協議会 
事務局 すけっと（印旛圏域） 倉市王子台１-１４-１２スズノキビル１階 
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