困りごと

福祉べんり帖
千葉ニュータウン中央南地区の皆さんの

「困っている」 からつくりました

社会福祉協議会ニュータウン中央南支部

この「福祉べんり帖」について
この「福祉べんり帖」は、令和３年２月に、社

手配りし、郵送で 103 通もの回答が寄せられま

会福祉協議会ニュータウン中央南支部の活動エリ

した。回答者は、約７割が女性、約８割が高齢者

アで実施した「困りごとアンケート」から作成さ

という結果でしたので（グラフ参照）
、高齢者向

れました。

けの便利帖となってしまいましたが、
「困りごと」

社会福祉協議会ニュータウン中央南支部は、内
野、原山、高花小学校区をエリアに、地域住民の

として多かった順に、できるだけお役に立てる情
報をまとめました。

助け合いの仕組みづくり―地域福祉―に取り組ん

掲載の情報は、印西市生活支援コーディネー

でいます。コロナ禍の影響で、地域サロンや高齢

ター連絡会が公表している「印西市 社会資源マッ

者会食の事業を休止せざるを得なくなり、何かで

プ 第２版」をもとに、再調査、再編成しました。

きることはないかと検討し、生活上の「困りごと」

この「福祉べんり帖」を手元においていただき、
長く活用されることを願っています。

を調査してみました。

社会福祉協議会ニュータウン中央南支部

「困りごとアンケート」をエリア内の全世帯に

社会福祉協議会とは

ニュータウン中央南支部委員

社協（しゃきょう）の略称で呼

支部長 山下順三（高花）

ばれている社会福祉協議会は、

正谷恵子（高花）、河野みち子（高花）

社会福祉法に基づき地域福祉

前田嘉栄（高花）、村上八重子（高花）

の推進を目的とした公共性の高い市民参加型の

平野義明（原山）、村上容子（原山）

団体です。印西市内を８つの支部（支部社協）に

畠山美優紀（原山）

わけ、それぞれの創意工夫のもと自立した活動

大島 茂（内野）、志賀泰次郎（内野）

を行っています。

吉田まりこ（内野）、増田葉子（内野）

ごあいさつ
印西市社会福祉協議会 会長

上條公司

私どもは、 地域福祉の推進を目的として、 各種の相談活動や福祉サービスをはじめ、 地域にお
ける「 支えあい」 のしくみづくりに取り組んでおります。
新型コロナウイルスの発生により、 対面での活動が困難となった支部活動ではありますが、 そん
なコロナ禍での活動として、 ニュータウン中央南支部では「 困りごと福祉べんり帖」 を作成いたし
ました。 コロナ禍の中、 地域のつながりを絶やさないよう、 活動した成果の一つです。
支部委員が話し合いを重ね、 ひとつひとつ丁寧に拾い上げた情報が入っております。 日常生活の
ちょっとした困りごとを解決するための一助としていただければ幸いです。
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困りごとアンケートの概要
回答者の性別
90歳以上

不明

不明

男性

女性
66％

回答者の家族構成

80代

60代

22％

70代

20％

独居

３人以上

32％

19％

２人

38％

33％

10

パソコンやスマホについていけ
39.8％
ない

第２位

病気が心配、健康に不安がある 34.0％

第３位

家のなかの整理ができない

23.3％

2％

11％

50代

回答者の居住地
中央南

不明

6％

10％

困りごとランキング
第１位

49歳以下

7％

2％

８％

26％

回答者の年代

不明
11％

戸神台

高花

12％

原山

15％

41％

内野

19％

ＩＮＤＥＸ
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ごあいさつ
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第４位

どの病院がいいのか分からない 22.3％

第５位

庭の手入れや草取りがたいへん 21.4％

第６位

電球の取り換えやちょっとした
20.4％
修繕ができない

〃

いざという時に頼れる人がいな
20.4％
い

第７位

行きたいイベントがない、つま
16.5％
らない

第８位

話し相手、相談相手がいない

14.6％

第９位

災害が心配、何を備えたらいい
13.6％
のかわからない

第 10 位 現在（将来）経済的な不安がある 12.6％

家のなかの整理ができない ……９
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生活べんり情報 ……22
アンケートからつくった 困りごと福祉べんり帖
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ごと順位
困り

１

パソコン、スマホについて

もっとも多くの「困った」が寄せられたのは「パソコンやスマホについていけない」でした。スマホにしてみた

ものの怖くて電話以外で使えないという声に応え、初心者用に、スマホでできること、注意しなくてはならないこ
となどをまとめました。

【スマホだからできること
スマホの料金は、基本的に通話料とデータ通信
料がセットになっています。ですので、メールや

】
介します。
■お出かけのとき便利なアプリ

インターネットを使わないともったいない。そこ

地図アプリ（Google マップ）
、公共交通機関の乗

で、
「スマホだからこそ」という機能をまとめまし

換え・経路案内アプリ、お出かけ先の混雑状況が

た。 初めは怖くてあたりまえ、挑戦してみましょ

わかるマップ等。地図で目的地を探せば道案内を

う。

してくれます。

■電話のかけ方もいろいろ

■気軽に写真・動画を撮影できるアプリ

①画面の数字（キーパット）をタッチする。

思い出の一枚だけでなく、食事内容などの日常

②通話履歴の一覧から相手を選んでかける。

の記録、バスの時刻表、買い物前の冷蔵庫の中、

③連絡先（電話帳）から選んでかける。

気になる記事などメモ代わりにパチリ。たくさん

④よくかける相手は「お気に入り」に登録して

保存できます。

おける。
■大事な約束を忘れないアラーム機能として、

■家族や知人とつながるアプリ
代表的なアプリは LINE（ライン）
。LINE は無料

電卓として、懐中電灯として、ルーペとして

で通話、ビデオ電話、メッセージや写真を家族や

外出する時間など大事な約束を忘れないよう

特定のグループ内の全員に一斉に送れて、日程調

に、スケジュールからアラームをセットしておく
ことができます。タイマー機能は、例えばキッチ
ンタイマーの代わりに。また、電卓の機能、懐中
電灯としての機能、機種によっては拡大ルーペの
機能もそなわっています。
■生活にあった機能を追加できる
自分の生活や趣味にあった機能を追加していく
ことができます。例えば、囲碁、将棋、脳トレ等
を楽しめるゲームや、万歩計、血圧・脈拍の測定
などの健康管理の機能、知りたいことをすぐに調
べられる検索機能、辞書機能、公共交通のルート
や乗換えを調べる機能などたくさんあります。こ
れらの機能は「アプリ」を「ダウンロード」する
ことで追加されていきます。代表的なアプリを紹
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整なども簡単にできます。

アプリって︖

特定の機能をもつ専用のソフトウエアの

ことです。スマホでは「アプリ」
、パソコ
ンでは、
「ソフト」と言っています。スマ
ホの画面に四角いボタン（アイコン）で表

示されており、それを押す（タップする）
ことで起動します。スマホは機種によって
使えるアプリが違います。最
初から装備されているアプリ
だけでなく、自分の生活や好
みにあったアプリを探してみ
ましょう。

iPhone は
App Store で
アプリ検索

いけない（その１）
■テレビや映画、動画を見るアプリ

有料ですが、過去に放送された番組や映画、オ

すし、全国紙、地方紙の有料電子版もあります。
■本を読むアプリ

リジナルドラマ、スポーツ番組が視聴できるアプ

kindle（ キ ン ド ル ）
、 楽 天 kobo、Apple Books、

リがあります。また、You Tube（ユーチューブ）

Google Play ブックス、ブックパス、honto、青空

や Tik Tok（ティックトック）など無料で公開され

文庫などで電子版の本が購入できます。それぞれ

ている動画もたくさんあります。通信量が多くな

品ぞろえに特徴がありますので、お好みのアプリ

るので注意です。

を探してみましょう。

■ラジオを聴けるアプリ

■詳しい天気予報がわかるアプリ

NHK ラジオ、radiko（ラジコ）など、世界中の

自分がいる場所の天気が細かくわかるウエザー

ラジオ放送が聞けたり、全国のローカル放送にも

ニュース、お天気ライブなどがあります。災害情

対応したり、好きな時間に再生できる機能をもつ

報を得るためにもダウンロードしてみましょう。

アプリなど様々です。

■健康管理ができるアプリ

■ニュースや新聞を読むアプリ
Yahoo! ニュース、スマートニュース、グノシー
などニュースが無料で配信されるアプリもありま

血圧や脈を管理する血圧ノート、食事を写真に
撮るだけでカロリーを自動計算する「あすけんダ
イエット」などあります。

【インターネットを使ってみよう
■インターネットとは
インターネットとは、世界中の情報機器（デバ

】

力すればいいでしょうか。キーワードしだいで検
索される情報も変化しますので、いくつか言葉を

イス）や公開している情報（サイト）に接続でき

選んで、入力していきます。

るネットワークです。スマホはインターネット接

■音声でキーワードを入力する

続サービス（プロバイダ）にあらかじめ加入され

文字の入力が苦手、面倒なときはスマホに向

ていますので、ご紹介してきたアプリの情報をイ

かってキーワードを「話しかける」ことで検索す

ンターネットで探してみましょう。

ることができます。

■ほしい情報を検索する

■ＱＲコードを使って検索

情報を探すには、検索する必要があります。検

キーワードで検索するよりも簡単な方法の一つ

索するには、検索専用のソフトと検索されたペー

が「ＱＲコード」です。スマホのカメラで読み取

ジを開くためのソフト（ブラウザ）が必要ですが、

るだけで、検索しなくても目的の情報にたどりつ

スマホはあらかじめ「ブラウザ」も入っています。

くことができます。この「福祉べんり帖」でも、

ブラウザを押す（タップする）と自動的に検索ソ

紙面で紹介しきれない情報はＱＲコードを活用し

フトが起動するようになっています。

てインターネットの情報につなげていますので、

■検索キーワードを入力する

ＱＲコードの使い方をぜひ覚えてください。

例えば、
「住んでいるところの災害リスクを知
りたい」ときに、どんなキーワード（言葉）を入

次ページでは実際にＱＲコードを使ってみま
す。
アンケートからつくった 困りごと福祉べんり帖
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ごと順位
困り

１

パソコン、スマホについて

■まずは自分のスマホのどこにカメラのレンズがあるのか、よく確認しましょう。

【iPhone でＱＲコードを読み取る方法
①カメラアプリをタッ
プして起動します

スマホ画面を下から上にス
ワイプすると「コントロー
ルパネル」があらわれます。
ここにもカメラがあります。

】
③読み取った内容が表示
されるのでタップして
開きます

②ＱＲコードに近づけ、
読み取ります

【Android でＱＲコードを読み取る方法
①ホームボタンを長押し
します

② Google レンズを軽く押
( タップ）します

②カメラをタップ
①長く押します

6
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】
③枠の中に QR コードを入れる
と Webサイトを読み込みます

いけない（その２）
【ＱＲコードを使ってみましょう
実際にＱＲコードで携帯電話会社が公開してい
る「スマホ講座」に接続してみましょう。
カメラアプリで読み取る方法のほかに、専用の
docomo ドコモ

au

】

無料アプリをダウンロードしておくと便利です。
基本的にはカメラで読み取るのと同じ手順になり
ます。
ソフトバンク

楽天モバイル

■いろいろあるＱＲコードの無料アプリ

【便利ゆえに注意しなければならないこと

】

■個人情報を書き込むときは注意

の更新を求める表示がされます。更新しないと、

登録を求められることがあります。個人情報を入

う心がけましょう。

力するときは、安全なサイトかよく確認し、心配

■紛失に注意しましょう

インターネットでは、個人情報を入力して会員

なときは詳しい人に相談してからにしましょう。
■フィッシング詐欺に注意
フィッシングとは偽のホームページに接続させ

ウイルスに感染しやすくなります。最新になるよ

紛失したときのために、本人にしか開けない機
能を利用しましょう。
■通信量と通信料に注意

て、たくみにクレジットカード番号や個人情報を

契約したパケット容量を超えると、表示や動作

盗み出す犯罪です。偽アプリをスマホに入れてし

が極端に遅くなります。スマホでの通話は「受話

まうと、情報を抜き取られたり、遠隔操作された

器を置く」感覚がないので、切り忘れで通信料が

りする犯罪もありますので、アプリは公式なサイ

高額になることもあるので注意です。

トからダウンロードするようにしましょう。

■健康や安全に注意しましょう

■ОＳは最新にしておきましょう
時々ОＳ（アプリを動かす基本ソフトのこと）

スマホの使い過ぎで首こり、肩こり、視力低下
に注意しましょう。歩きスマホは厳禁です。

分からないときにすぐに聞ける人を見つけましょう。社会福祉協議会でも「スマホ
講座」を開いていますので参加してみましょう。
アンケートからつくった 困りごと福祉べんり帖
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ごと順位
困り

２

病気が心配、健康に不安がある

昔から「病いは気から」と言いますが、逆に「気は病いから」ということもあります。体の不調から心配や不安が

さらに深刻になってしまうこともあるかもしれません。まずは健康の維持から。健康づくりの情報を集めました。

印西市の健康づくり、健康相談
名称、問い合わせ先

保健センターの

健康づくり相談

☎ 42-5595
中央保健センター
そうふけふれあいの里の

新ヘルスアップ教室
☎ 80-3900
健康づくりセンター

印西温水センターの

健康体験教室
☎ 47-1661

内

容

健康に関することは何でも気軽にご相談ください。
・健診結果の見方や数値の改善方法 ・食生活など生活習慣の見直し
・歯周病の予防 ・体年齢の測定 ・禁煙方法、禁煙外来の紹介 など
中央保健センター、高花保健センター、印旛保健センターのいずれか
で、平日 8:30 〜 17:00 の１回あたり 45 分間。相談希望日の２日前ま
でにご予約ください。
３か月１クールで、T-Well システム（筑波大学の研究
成果による）を活用し、自宅で行える有酸素トレーニン
グと筋力トレーニングを学びます。１回 80 分のトレー
ニングで、月８回コース、月４回コース、データ管理の
みのコースがあります。
１回単位の入館料のみで参加できる「無料デイリー教室」
があります。プールでの水中ウォーキング、姿勢改善、ス
タジオでの腰痛体操、ビギナーエアロなど多彩なメニュー。
市のつくったプログラムにもとづき、週に一回、近所の集会所等で、
自分の体力にあわせてできる筋力トレーニングです。
マーガレット

いんざい健康ちょきん運動
（貯筋）
☎ 37-3120
南部地域包括支援センター
市内全域で 79 クラブ、
約 1,700 人が活動しています。

中央駅前地域交流館 会議室１ 火曜日 15:00 〜

内野健康ちょきんクラブＡ
内野団地第 1 集会所
〃
Ｐ
藹々（あいあい）

原山中央集会所

火曜日 10:00 〜

すずらん会

原山３丁目集会所

火曜日 10:00 〜

コロネード健康クラブ コロネード原山集会所

木曜日 10:00 〜

高花一丁目

高花１丁目集会所

月曜日 14:00 〜

さくらちょきんクラブ 高花５丁目集会所

月曜日 10:00 〜

森の会

木曜日 10:00 〜

なかよし会
ひまわり会

高花６丁目東集会所
高花老人福祉センター
（高花保健センター）

高花ちょきんクラブ

こころの健康相談
☎ 33-4136 障がい福祉課支援係

木曜日 10:30 〜
〃 13:00 〜

高花小 地域交流センター

第１
・
３水曜 10:00 〜
第1・2・4・5 木曜13:00〜
金曜日 10:00 〜

精神科医が悩みの相談にのります。年５回実施（各回先着３名まで）
予定。日程はお問い合わせください。

ほかにも、松山下総合体育館のトレーニングルームや、

中央駅前地域交流館、サザンプラザでも健康づくりのサー
クルが多数活動しています。
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サークル情報

ごと順位
困り

３

家のなかの整理ができない

「終活」の必要性は感じていても、不用品の整理は重労働で、処分方法もわからない…。ちょうど回ってきた回
収業者を呼び止めたら…。それは無許可の回収業者で、高額な運搬料を請求されたり、回収した物を不法投棄して
いるかもしれません。安心できる許可業者の情報を集めました。

印西市の処理許可業者で戸別対応可能な業者
名称

所在地

☎

渡辺新生興業

大森 2476-11

42-4788

千葉クリーン

別所 61

42-3133

本埜共進

本埜小林 26

かたづけ・不用品処分
名称

所在地

97-1146

取り扱い内容

見積もり無料。料金は要相談だが、最低 2,000
円〜。剪定枝・刈り草のリサイクル処分、可燃、
不燃、粗大ごみ、家電リサイクル品の処分。
見積もり無料。料金は 1,000 円程度以上〜。
大掃除や引っ越しごみ、家電品、剪定枝・刈
り草のリサイクル処分

見積もり無料。料金は要相談、出張費あり。
テレビ、冷蔵庫、パソコン、エアコン（取り
外しも可）スプリングのベッドマットなど。

☎

取り扱い内容

ブライトアップ

大森 3534-7

エアコン・ハウスクリーニング、遺品整理、
0120-662-143 不用品のかたづけ・買取り
見積もり無料、料金は 5,500 円〜

かたづけ本舗

浦部 1555-1

0120-121-508

便利屋
千葉ニュータウン

小林浅間
1-18-10

お助け本舗
千葉印西店

船橋市

0120-797-365 不用品処分の手伝い、掃除代行
（佐々木）
見積もり無料、料金 5,500 円〜

グランドール

大森 3922-5

家具の移動、部屋の片づけ、不用品の処分
080-8166-3774 基本料金１時間 2,500 円〜
（山本）
9:00 〜 18:00 緊急対応も可能

生前整理・遺品整理、不用品のかたづけ
見積もり無料
生前整理・遺品整理、ごみ処分、掃除代行
見積もり無料、料金 3,300 円〜

97-3622

不用品の出張買取り（リサイクルショップ）
名称

oﬀ House オフハウス
千葉ニュータウン中央店
Wonder REX
ワンダーレックス
リサイクルショップ
ビックワン

愛品館 八千代店

所在地

白井市桜台
泉野 3-1186-5
船橋市三咲
5-32-3

八千代市村上
1610-1

☎

取り扱い内容

047-498-1022 出張買取り可
33-7031

出張買取り可、見積もり無料

047-401-2525 出張買取り可（廃棄処理可）
047-480-1680 出張買取り可（廃棄は不可）

アンケートからつくった 困りごと福祉べんり帖
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ごと順位
困り

４

どの病院がいいのかわからない

スマホに次いで多かった困りごとは、健康上の心配とそれを相談できる医療機関が見つからないこと。あな
たの不安を受け止めてくれる、相性のよい「かかりつけ医」を見つけましょう。

【かかりつけ医とは？

】

かかりつけ医とは、できれば歩いていける近所

て診てもらえ、健康状態をいちいち説明しなくて

で、健康の心配を相談でき、専門医が必要なとき

も分かっていてもらえる安心感があります。まず

は紹介してくれる身近な医療機関のこと。継続し

は、内科のかかりつけ医をもちましょう。

【かかりつけ医をどうやって決めた？

】

＊病気ごとにかかりつけを変えている

すでにかかりつけ医をお持ちの方に、決めた理

＊薬の内容をよく説明してくれ納得できたから

由を聞いてみました。
＊家から近かったから

＊予約制でなく行けるので面倒でなかったから

＊仲の良い友達も通っていたから

＊予約制で待たされないから

＊いつも空いていて待たされないから

＊市の特定検診がきっかけになった
何が「決め手」になるかは人それぞれです。

＊話しやすい先生だったから
＊看護師さんが親切だったから

体や健康のことは大切なプライバシーです。信

＊自分の持病に詳しそうだったから

頼できる人を見つけましょう。

【お医者さんに聞きづらいときは…
なんとなくお医者さんに聞きづらいこともあり
ます。そんなときは身近な薬局に相談してみま

相談もできる近所の薬局
名

称

所在地

しょう。お薬のことだけでなく健康全般の相談に
ものってくれます。
☎

元気薬局ニュータウン店

小倉台 4-12-2

40-6066

フラワー薬局
千葉ニュータウン店

中央北 2-1-3
サンクタス１階

36-5222

けやき薬局

草深 137-3

47-5589

イオン薬局
千葉ニュータウン店
中央ダルマ薬局

中央北 3-1-1
イオン１階

中央南 1390-1
中央駅構内

48-5801
46-2525

アサヒ薬局印西店

内野 1-5-7

40-7225

ひまわり薬局高花店

高花 5-5-9

48-4550

マキノ薬局印西店

高花 5-5-10

47-1222

イヅミ薬局

草深 1203-5-6

10 社会福祉協議会ＮＴ中央南支部

】

47-0604

薬の配達、処方箋のネット受付け、栄
養相談受付けあり。
介護保険の居宅療養管理指導も対応
薬の配達、処方箋のネット受付け
介護保険の居宅療養管理指導も対応

薬の配達、処方箋のネット受付け
介護保険の居宅療養管理指導も対応
処方箋のネット受付け
介護保険の居宅療養管理指導も対応

ごと順位
困り

５

庭の手入れや草取りがたいへん

庭の植木はどんどん大きくなるし、雑草もすぐに生えてくる。もう自分ではできないけれど、どこに頼めばいい
のかわからない…。庭木剪定や草取りを個別にお願いできる業者さんの情報を集めました。

【庭木の剪定の専門家

】

まずは公的機関で確認してみましょう
名称

所在地

印西市
草深 924
シルバー人材センター

☎

45-0468

印西市造園組合に確認してみましょう
名称

印西市造園組合代表

豊田造園

取り扱い内容、料金等

所在地

庭木の剪定、草刈り。相談・見積もり無料。
実施は申込みから３カ月〜半年後になります。

☎

取り扱い内容、料金等

庭木の剪定
☎で組合代表（豊田造園）にご相談を。
99-0617
組合員でご希望にそえる専門家を調整できる
可能性があります。

岩戸 1518-1

岩井植木

船尾 613

☎ 46-0848

岩城造園土木

押付 89

グリーン・ライフ

浦部 1142-1

☎ 42-7422

松月園

大森 333-2

☎ 42-4066

ヤマト造園土木

安食ト杭 994

岩崎造園
秋桜

宮嶋造園

鹿黒 418

☎ 42-3304

武西 895

☎ 46-0718

大森 500

ヨシダヤ

岩戸 1347-3

☎ 99-2020

☎ 97-3459

大須賀グリーンガーデン 松虫 391-2

☎ 98-0028

大幸園

☎ 42-2033

I.G.O

浦部 579

浦部 1028-2

☎ 42-3318

☎ 97-4114

☎ 42-3899

個別対応が確認できた造園業者さん
名称

所在地

☎

取り扱い内容、料金等

田口造園

小林 3946-3 080-1233-4652

小川造園（庭師）

小林 3931

剪定、伐採、伐根（草取りはしません）
お庭診断、見積もり無料。料金は要相談

庭木剪定
見積もり無料。料金は見積もり後に相談

97-3025

【草取り、簡単なお庭の手入れ
名称

所在地

】

☎

取り扱い内容、料金等

ブライトアップ

大森 3534-7

0120-662-143

かたづけ本舗

浦部 1555-1

0120-121-508

便利屋 千葉ニュータウン 小林浅間 1-18-10 97-3622
グランドール

大森 3922-5

草取り中心。見積もり無料
料金は見積もり後相談

草取り中心。見積もり無料
草取り、
剪定。見積もり無料

080-8166-3774 草刈り、庭木の手入れ。見積もり無料
（山本）
基本料金１時間 2,500 円〜
アンケートからつくった 困りごと福祉べんり帖
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ごと順位
困り

６

電球の取り換えや小修繕ができない

踏み台にのってもとどかないところの電球が切れてしまった、扉の蝶番がずれてガタガタする、網戸がはずれ
てなかなか元に戻らない…。自分ではできそうもないけれど、わざわざ業者を呼ぶのもどうか…という「ちょっ
とした修繕」は、まずは社協にご連絡ください。日常生活のちょっとした「困った」に「空いた時間でだれかの
役に立ちたい」ボランティアを紹介しています（ボランティアで解決できない場合もあります）
。

しばらく利用したいなら

１回ですむ困りごとなら

ゆうゆうサービス

ワンコインサービス

利用の前に

利用の前に

独居の高齢者や高齢者のみの世帯、障がい者、

独居の高齢者や高齢者のみの世帯、障がい者、

ひとり親世帯などでサービスを希望するご家庭

ひとり親世帯、乳児・妊産婦のいるご家庭に登録

に、登録した協力会員さんが訪問し、食事の支度、

ボランティアが訪問し、ゴミ出し、電球交換、植

洗濯、掃除などの家事援助、外出の付き添い、子

木の水やりなど 15 分〜 30 分で終わる軽易な作

守りなどを１時間単位で利用できます。

業を行います。15 分くらいで 100 円、30 分く

１時間 800 円（以降は 30 分ごとに 400 円）
のほか、協力会員さんの交通費をご負担いただく
場合があります。事前にチケットを購入していた

らいで 500 円。電球の買い物などが伴う場合は
交通費 500 円が別途かかります。
利用の当日に現金でお支払いいただきます。

だき、当日チケットで精算します。
ゆうゆうサービスもワンコインサービスも介
護保険のサービスではありません。 登録協
力会員やボランティアは有償ですが、「 困っ
たときはお互いさま」 の精神に基づく支え
あいの活動です。
利用者

☎ 42-0294

サービス提供

望
希
用
利

協力会員
ボランティア
頼
依
力
協

募集中

協力会員さん、ボランティアさんが多ければ、
サービスの調整もしやすく、より利用しやすくな

社 協

ります。資格は問いませんので、助け合いにご協
力いただける方をお待ちしています。利用料の９
割ほどが報酬として支払われます。

12 社会福祉協議会ＮＴ中央南支部

ごと順位
困り

６

いざという時に頼れる人がいない

身近に親族がいなかったり、ご近所付き合いもあいさつする程度だと、急に病気になったり、災害が起きたり、

いざという時に誰に頼ればいいのか心細いものです。地域の相談相手として「民生委員」がおかれていますし、
「心
配ごと相談」も定期的に開かれていますので、気軽に心細い思いをご相談ください。

心配ごと相談
生計や家族の問題、トラブルからちょっとした

南部地域包括支援センター
介護サービスをはじめ、福祉・医療・権利擁

困りごとまで、相談できる人が誰もいない、誰

護などさまざまな面から高齢者の生活を支える

かに話を聞いてほしい、そんな方のための無料

総合相談窓口です。
「もしかしたら認知症…？」

の相談窓口です。相談員は専門員、民生委員が

「ご近所の方でちょっと様子が心配で…」
「そろ

あたり、時間をかけてていねいにお話を聞きま

そろ施設に入りたい」などお気軽にご相談くだ

す。その場での解決が難しい問題は、各種専門

さい。

機関をご紹介するなどしています。

住 所：中央北 1-469 アルカサール内

会 場：印西市総合福祉センター
竹袋 614-9 ☎ 42-0294

☎ 37-3120

相談日：毎週水曜、金曜日（第一金曜日のみ土曜日）

開所日：月〜金曜日
9:00 〜 17:00

祝日、年末年始はお休みです

10:00 〜 12:00 13:00 〜15:00

身近な相談相手 民生委員
身近な福祉の相談相手として各地区に配置されています。民生委員は厚生労働大臣の委嘱を受け、
相談の秘密は守られます。生活上で困ったことがあるとき、お気軽にご相談ください。民生委員と
連絡をとりたいときは市役所社会福祉課厚生係にご連絡ください。

内野

内野 1-8、内野 1-4

欠

内野 1-11、内野 1-13

欠

内野 2-1、内野 2-5

原山

コロネード原山
原山１丁目、原山 2-4

欠

原山 3-9、原山 3-5、原山 2-1
主任児童委員

森住 嚴

高花２丁目、３丁目

欠
亀田葉子

高花４丁目

欠

高花５-1 〜 10、高花 6-200 村上八重子
高花 5-11 〜 22

前田嘉栄

平野義明

高花６丁目西

山下順三

欠

高花６丁目東

菅谷義子

ローレルスクエア

三輪志保

矢野忠行
欠
美馬光美

戸神台
中央南

原山 3-8

高花１丁目

増田葉子

内野 2-6-28 〜 41、内野３丁目 志賀泰次郎
原山 1-3、原山 2-2

（令和４年４月１日現在）

高花

内野 2-6-1 〜 26

☎ 33-4513（直通）

戸神台 1-3 〜 16
中央南 1 丁目

久保田久恵
川原春夫

アンケートからつくった 困りごと福祉べんり帖
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ごと順位
困り

７

行きたいイベントがない、つまらない

毎日やることがない、行きたいところもない…。コロナ禍の影響で、長期間にわたって様々な催しが自粛されて

きましたが、近くの公共施設での活動やイベントの情報を集めてみました。

近くのイベント情報を
掲載しているサイト
■印西市生涯学習ガイド
事業・講座案内

グループ、サークル紹介

■印西市市民活動支援センター
イベント・講座情報

■サザンプラザ
展示・催し物情報

■いんざいネット.com

■いんざいパルケ

14 社会福祉協議会ＮＴ中央南支部

近隣の文化イベント情報
■白井市文化会館
催し物情報

■八千代市地域振興財団
イベント情報

■佐倉市民音楽ホール
講演情報

■松戸市森のホール 21

■成田市
文化芸術センター

■成田国際文化会館
イベント情報

ごと順位
困り

８

話し相手、相談相手がいない

「今日は一日誰とも話をしていない」という暮らし方をされている方は意外と多いかもしれません。社協で
は「傾聴ボランティア」を養成して、地域サロンなどに派遣しています。ご要望に応じて個人のお宅に伺う制度
もあります。また、逆に「傾聴ボランティア」として活動したい方も大歓迎です。

訪問傾聴ワーカーの派遣

傾聴ボランティア

65 歳以上で、日常の話し相手を求めている方

社会福祉協議会では、傾聴ボランティア講座を

のお宅に訪問傾聴ワーカーを派遣します。ワー

開催し、傾聴ボランティアを育成しています。

カーは市の協働事業で研修を受け登録されたボ

ボランティアセンターでご要望にあわせて派遣

ランティアです。派遣は無料です。

調整します。
申し込み：ボランティアセンター

電話傾聴サービス☎ 080-3300-6296

☎ 42-0294

毎週水曜日 18:00 〜 20:00 にお電話ください。

月〜金曜日 9:00 〜 17:00

通話料金は自己負担です。

問合せ：NPO 法人ソーシャルサポートこむねっと
問い合わせ ☎ 070-1377-1505（安斎）

高齢者クラブに参加してみましょう
クラブ名

ひまわり会

主な活動場所

中央駅前地域交流館
内野南第２団地どんぐりハウス

原山ＯＢ会

サザンプラザ

高花むつみ会

高花第２団地集会所

高花あずま会
幸友クラブ

さくら会

高花６丁目西集会所

参加できそうな地域サロン
名称

☎ 42-0294

備考

どの地区からでも参加歓迎

高花６丁目東集会所

高花５丁目集会所

だんだんカフェ内野

問合せ：社会福祉協議会

会場

市高齢者クラブ連合会には参加して
いません

問合せ：南部地域包括支援センター☎ 37-3120

内野団地第１集会所

備考

だんだんカフェ原山

サザンプラザ集会室

参加自由

和の会茶話会

コロネード原山集会所

高齢者クラブコロネード原山会員のみ

だんだんカフェ高花
原山藹々（あいあい）茶話会

さくら会サロン

陽だまりサロン

東自治会女子会

幸友クラブ茶話会
ローレルスクエア茶話会

高花小地域交流センター
原山３丁目集会所

高花５丁目集会所

高花第２団地集会所

高花６丁目東集会所

高花６丁目西集会所

ローレルスクエア
コモンズハウス

原山３丁目自治会地区範囲の方のみ

高花５丁目以外の方も参加可

高花第２団地（４丁目）居住者のみ

高花６丁目東自治会の女性のみ

高花６丁目西自治会員のみ

ローレルスクエア居住者のみ

アンケートからつくった 困りごと福祉べんり帖
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ごと順位
困り

９

災害が心配、 何を備えておけばい

千葉ニュータウンは地震に強いと言われていますが、異常気象による豪雨や台風で停電や断水などの被害も起き
ています。大規模災害に備え、何を備えておけばよいのか、この地域にあわせた情報をまとめてみました。

【 この地域は「在宅避難」が多くなります

】

ニュータウン中央南地区は、大地震が起きても

ガスなどが停止している可能性があり、そんな状

建物が倒壊するような被害が出る住宅は少なく、

況でも生活できる準備が必要です。避難所で過ご

自宅で避難生活を送る「在宅避難」が多くなると

すための「非常用持出し袋」よりも、家の中の備

想定されます。大規模災害発生時には、
電気、
水道、

えを中心に考えましょう。

在宅避難時に必要なもの

■水は飲料用だけではありません。生活用水は、

食料・飲料

飲料水

品

物

チェック

米、乾麺

インスタント、レトルト食品
缶詰、びん詰
ドライフード
カセットコンロ、ボンベ

平均一日 80ℓは必要です。生活用水の節約の
ためにも、携帯用トイレや紙おむつの準備は必
須です。また、湯舟にはできるだけ水をはって
おきましょう。

■水をもらう時のために、持ち運びのできるタン
クも準備しましょう。

■災害は季節を選びません。暑さ、寒さの対策が

燃料

乾電池

常に必要です。灯油やガソリンの缶詰も販売さ

携帯カイロ

準備しておきましょう。

ランタン、懐中電灯、ろうそく

携帯トイレ、凝固剤、ペーパー
ティッシュ、ペーパータオル
ラップ、アルミ、ビニール袋
衛生用品

マスク、アルコール消毒液
紙おむつ、生理用品
防臭剤

れていますので、自宅の設備にあわせて燃料も

■下水道が損傷し、排水禁止になる場合がありま
す。集合住宅では、下階への水漏れの心配もあ
るので、排水しない想定で準備をしましょう。

■スマホは情報源にも灯りにもなりますが、頼り
すぎないようにしましょう。停電でも充電でき
る準備が必要です。

防虫剤

■眼鏡の予備やいつも服用している薬はストック

使い捨て手袋

■食料は「防災用」でなくても、普段食べている

常備薬、救急用品
ごみ袋

その他

スリッパ
軍手

ガムテープなど
段ボール
小銭

16 社会福祉協議会ＮＴ中央南支部

しておきましょう。

乾物、缶詰、インスタント食品などの保存期間

の長いものを少しずつ買い足して、古い物から
消費していくようにしましょう。

■災害時は電子マネーのシステムは使えないと想

定されます。現金でおつりの必要ない小銭を準
備しておきましょう。

いのかわからない
【自宅内の減災対策をしましょう
ニュータウン中央南地区は水害で命が危険にさ

】

ようです。これらの対策が難しいときは、12 ペー

らされる状況はほぼありませんので、大地震への

ジの「ワンコインサービス」を活用してください。

備えが中心になります。阪神淡路大震災、中越地

次に想定される被害は「通電火災」です。電気

震の被災者でもっとも多かった死因は、家具の転

が復旧するときに起きる火災です。地震に耐えた

倒による圧死です。タンス、食器棚、本棚だけで

ご自宅を火災で失ったり、延焼して周辺に迷惑を

なく冷蔵庫やテレビの固定も必要です。転倒のメ

かけないように、揺れを感知してブレーカーを落

カニズムは消防庁のホームページで詳しく解説さ

とす「感震装置」の設置も考えましょう。

れていますので参照してください。
大地震や台風被害では、窓ガラスが割れて飛散

家具の転倒を防ぐ

通電火災を防ぐ

し、ケガをすることが多くあります。飛散しない
対策としては、飛散防止のフィルムを貼るのが一
番安心ですが、厚手で長めのカーテンでも防げる

【家の周りの災害リスクを把握しておきましょう

】

市のハザードマップでお住まいの地区の災害リ

ます。周辺よりも低くなっているところは冠水す

スクを把握しておきましょう。高花地区の一部は

る危険がありますので、地域のリスクをよく把握

大雨などで内水氾濫が起きることが想定されてい

しておきましょう。

揺れやすさマップ

液状化マップ

内水マップ

洪水・土砂災害マップ

【安否確認や避難支援のための名簿に登録しましょう
印西市では、自力での避難が心配な人のための
名簿登録を進めています。登録しておくと、地元

避難行動要支援者計画

】

印西市防災
ポータルサイト

の自主防災会や町内会と情報が共有され、災害時
の安否確認や避難支援がしやすくなります。ご近
所のつながりがあまり強固でない場合でも、名簿
登録をしておくと安心です。
アンケートからつくった 困りごと福祉べんり帖
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ごと順位
困り

10

現在（将来）経済的な不安がある

社協では経済的に困っている人、不安な人のための相談窓口をもうけています。働けなくなったとき、病気になっ

たとき、家族に問題が起きたとき、経済的な心配ごとをいつでもご相談ください。また、認知症などでお金の管理
が心配になってきた場合に備えて、日常生活自立支援事業や成年後見制度もあります。

ワーク・ライフサポートセンター ☎ 85-8267 8:30 〜 17:15

仕事や病気、家族関係などの事情で経済的にお困りの方、将来に心配のある方の相談にのり

ます。例えば、
「生活が苦しいけどどこに相談したらいいのか分からい」
「仕事をしたいがなぜか長続きしない」
「自立したいが一人では不安」

ワーク・ライフ
サポートセンター

「借金の支払いで困っている」
「長年引きこもっていてどうしたらいいのかわからない」
「病気になったけど医療費が払えない」

などなど。

相談料は無料。ご連絡いただけば訪問もしています。
ひとりで抱え込まないで相談してください。状況に応じて専門機関とも連携しています。

日常生活自立支援事業 ☎ 42-0294

もの忘れが増えてお金の管理が心配になった

り、体が不自由で外出ができないなどの方に代

生活福祉資金貸付け ☎ 42-0294
■小口資金

印西市社会福祉協議会が独自に行っている貸

わって、専門研修を受けた支援員が、お宅を訪

付け制度です。所得の少ない世帯で、緊急的か

問し、預貯金の出し入れや公共料金などの支払

つ一時的に生活の維持が困難になった場合に利

い、福祉サービスの利用のお手伝いをします。

用できます。貸付け限度額は３万円（無利子）
。

相談や支援計画の作成は無料。

返済は貸付け１か月後からで、10 か月以内の

【利用する場合の負担】

返済になります。

会費：月 300 円、財産保管は月 250 円
料金：90 分未満で 1000 円（以降 30 分延長ご
とに 500 円）
。

成年後見制度の相談

■生活福祉資金

低所得の世帯、障がい者のいる世帯、高齢者

世帯、仕事を失った世帯などの自立のために、

☎ 42-0294

千葉県社会福祉協議会が行っている低利の資

生活費の管理だけではなく財産の処分など法

金貸付け制度です。市社会福祉協議会が窓口に

的な代理人が必要になったときには、成年後見

なっています。活用目的によって、貸付け限度

制度を利用します。相談会が市内各地で月に一

額、償還期限、据え置き期間、利子が異なりま

回開かれています。

すので、まずはご相談ください。
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６５歳以上で使える福祉サービス
介護保険
未認定でも可
介護保険が未認定の方

要支援、
要介護の方のみ
要支援、要介護認定の方

■緊急通報装置

■紙おむつ給付

以上ひとりで生活している方）

おむつを使用する必要のある方に給付されます。

ひとり暮らし（一日８時間

に、固定型＋ペンダント型か携
帯型の緊急通報装置を貸し出し

要介護２以上の在宅生活している方で、常時

■福祉タクシー

要介護１以上の自宅で生活している方に、タ

ます。受信センター（ALSOK あんしんケアサポー

クシーの乗車料金の一部が助成されます。年間

ト）が 24 時間体制で相談や通報に対応し、必要

30 枚のタクシー券が交付され、一回の乗車で料

に応じて、近所の協力員か消防に連絡します。月

金の２分の１（上限 1000 円）が助成されます。

額 930 円。

■配食サービス

身体的、家庭環境的に自力で

の調理が困難な場合に、14:00 〜
18:30 の間に夕食を届けるサービ
スです。安否確認のため原則手渡しで届けられま

■外出支援

要支援、要介護認定で、介助者がいないと公

共交通機関を利用するのが困難な方が、医療・
介護機関や市役所など市の施設に行くとき、片
道 20 キロ以内で利用できます。買い物には使え
ません。

す。週７日の利用も可。１食 500 円。

■福祉カー無料貸与

高齢者福祉のしおり

車いす、ストレッチャー対応リフト付ワゴン車

を２日以内無料で貸し出します。

■救急医療情報キット

持病や服用中の薬などの医療情報、緊急時の連

福祉タクシーと外出支援
どっちがお得？

絡先を筒状の容器に入れて冷蔵庫に保管し、救急
隊が迅速に情報収集できるようにします。無料で
配布されています。南部地域包括支援センター、
民生委員に相談を。

■ふれあいバス無料乗車カード

70 歳以上の方に、ふれあいバスの

無料パスカードが配布されています。

■補聴器購入費助成

医療器認定を受けている補聴器を

購入されたとき、最大２万円まで補
助されます。

例

ニュータウン中央駅近辺から印西総合病
院に行く場合 約 5 キロ

福祉タクシーだと… タクシー料金 2,000 円

とし、タクシー券を使うと 1,000 円助成され、
往復で自己負担は 2,000 円

外出支援だと… 病院での所要時間が１時間

程度の場合、基本料金 1,000 円（+ 迎車料金
500 円）と往復 10㎞× 30 円で、自己負担は
1,800 円

アンケートからつくった 困りごと福祉べんり帖
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知っておきたい福祉サービス
障がい者手帳を取得すると…
病気などで日常生活に困るような障がいが体や

１名まで全額免除

心に生じることがあります。その場合は「障がい

＊電車運賃→北総鉄道、JR ともに、身体障がい、

者手帳」を取得することで福祉支援を受けること

知的障がいの手帳で運賃・定期代が半額に。精

ができるようになります。例えば、

神障がいは対象になっていません。

〇仕事上のストレスから「うつ」になった。

→精神障がい者保健福祉手帳を取得できます

〇糖尿病の合併症で網膜症になった。

→身体障がい者手帳を取得できます

〇認知症と診断された。

→精神障がい者保健福祉手帳を取得できます

〇ペースメーカー、人工股関節の手術をした。
→身体障がい者手帳を取得できます

■医療費の支援

●自立支援医療費制度

障がい福祉のしおり

ペースメーカー、人工透析な
ど、体の障がいを軽減する治療
や手術を行ったり、精神疾患で
継続して通院が必要な場合の医
療費は公費負担があります。

●重度心身障がい者医療費助成制度
障がい程度が重度と判定されている方には、自
己負担が通院一回 200 円、入院一日 200 円に軽
減される助成制度があります。印西市は精神障が
い者保健福祉手帳（１級）も対象にしています。

■税金の控除、公共料金の減免

所得税の確定申告で、
障がいの程度に応じて「特

別障がい者控除」
「障がい者控除」が受けられます。
また、手帳保持者で一定の障がい程度の方が利用
する車は自動車税が減免され、以下の公共料金も
減免されます。

＊ NHK 受信料→所得状況と障がい程度で半額か
全額に減免。
＊水道料金、下水道使用料→障がい者手帳で重度
の認定を受けている方のいる世帯では消費税相
当額が減額。

■手当の給付

扶養者の所得と障がい程度に応じて、
「特別障

がい者手当」
「在宅重度知的障がい者及びねたき
り身体障がい者福祉手当」があります。

■生活を助ける用具の支給
●補装具の交付と修理

視覚障がい用杖、義眼、補聴器、義手、義足、

歩行器、車いすなど。
●日常生活用具の給付と貸与

難病患者用の在宅療養支援用具、訓練支援用具、

意思疎通支援用具など。

●住宅改修費の給付

介護保険の対象とならない方で、在宅生活を送

るために必要な段差解消や手すりの取付けなどが
限度額 20 万円までできます。

■外出の支援

福祉タクシーや外出支援など、65 歳以上で使

えるサービスも、障がい者手帳を取得することで
利用できるようになります。
ほかに、余暇活動にヘルパーが付き添う「移動

＊市営駐輪場の使用料→手帳保持者は全額免除

支援」
、障がい者支援施設に通所するときの交通

＊ふれあいバスの乗車料金→手帳保持者と介護者

費助成制度もあります。
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子どもが産まれたら…

子どもが産まれたら…
■子どもの手当、助成

●児童手当

子育て玉手箱

中学生まで、所得に応じて月
額 15,000 円〜 5,000 円が支給
されます。申請が必要。

●子ども医療費助成、高校生等医療費助成
18 歳までの子どもが医療機関を受診したとき、
自己負担が一回 200 円（入院一日 200 円）
、調剤
は無料となります。申請が必要。

■子育て中の保健・福祉サービス
●子育てヘルプサービス

保護者の療養などで一時的に家事や育児の手助
けが必要な家庭にヘルパーを派遣します。一日４
時間まで、１時間 500 円。
●産後ケア

出産後の心と体のケアのために、助産院で母子
で宿泊できる制度です。また、育児疲れや病気な
どで子どもだけをあずける「子育てショートステ
イ」もあります。

●一時保育、ファミリーサポートセンター
育児疲れ、一時的な仕事や活動で保育が必要な
とき、月に 14 日まで公立・認可保育園で一時預
かり保育ができます。また、ファミリーサポート
センターでは、有償ボランティアが一時的な保育
支援を行っています。
●病児病後児保育

生後 57 日目〜小学校３年生までの病気療養中
の子どもを家でみられない事情があるときに、印
西総合病院内の保育室でお預かりします。
●ブックスタート

絵本を通じて親子のつながり
が深まるよう、育児相談中の保
護者に手渡しされます。
幼稚園・子ども園・保育園ガイド

■ひとり親支援
●児童扶養手当

所得状況や扶養する子どもの数に応じて月額
43,160 円〜 10,180 円が支給されます。
●ひとり親家庭等医療費助成

親子ともに医療費の一部が助成されます（所得
制限あり）
。

●ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金など
ひとり親の父母が職業技能や看護師などの資格
を取得するときに給付金が支給されます。
●水道料金の減免

児童扶養手当受給世帯は消費税及び地方消費税
相当額が減額になります。
●学習支援

小学校４年生〜高校生まで、中央駅前地域交流
館で、毎週日曜日に実施されています。
●就学援助制度

経済的に給食費や学校の集金にお困りの保護者
に助成されます。

■特別に支援が必要な子どもの支援

20 歳未満の障がい児本人には「障がい児福祉手

当」が、保護者には「特別児童扶養手当」が、障がい
程度に応じて支給されます。また、障がい程度に応
じて、
医療費の保険診療分への助成制度があります。
親子の相談窓口

☎

子育てコンシェルジュ

33-4640

家庭児童相談室

42-5180

母子父子自立支援相談

42-5180

（子育て地域包括支援センター）

こども相談室（教育相談）
発育・発達
の相談

47-7830

保健センター

子ども発達センター

子ども医療電話相談
女性の悩み相談

ＤＶ相談（女性専用相談）

42-5595
40-6551
＃ 8000 もしくは
043-242-9939
33-4640

043-206-8002

アンケートからつくった 困りごと福祉べんり帖
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配達してくれるお店

生活べんり情報

名称

所在地

☎

内容・情報

食料品・日用品

インターネット注文 700 円以上、配達料
１回税込み 330 円

イオンネットスーパー
中央北 3-1-1

イオン即日便

0120-586-610 お店で購入した商品をお届け。配達料１回
税込み 330 円（イオン会員は 2,000 円以上
の買上げで税込み 220 円）

鈴木乳業

大森 4367

42-2986

☎で注文、配達無料

酒乃なべだな

大森 4385

42-2351

☎で注文、配達料は 500 円（5,000 円以上
は無料）

37-7554

新鮮野菜の配達

毎週か隔週で（火曜日か金曜日）
、新鮮な旬
の野菜をセレクトした「やさいセット」を
生産者が直接お届けします。さっと洗って
すぐに食べられる「サラダセット」も追加
可。配達料１回税込み 330 円

灯油など

柴海農園

瀬戸 459-1

ひまわり
オーガニックファーム

050-8880-8831 週に 2 回（月曜と木曜 13:00 〜 16:00）
、栽
培期間農薬不使用のとれたて野菜 4 品種を
白井市神々廻
スタッフがお届けします ( 送料無料 )。
送料無料、月額税込み 11,000 円

粉名屋商店

大森 3531

42-2882

☎で注文、配達料は要相談

横尾産業

船尾 447

46-0007

金子商店

八千代市
島田台

灯油３缶（１缶 18ℓ）以上は配達無料。
☎で要相談

047-488-1052

かねたや商店

佐倉市
上志津

043-487-4018 18ℓから無料で配達。☎で注文を。

移動販売

名称

☎

18ℓから無料で配達。前日までに☎で
注文を。

内容・情報
地元産のお米や旬の野菜・果物など巡回して販売しています。

木曜日

農産物の移動販売

水曜日

48-2200

10:00 〜

内野西団地３号棟前

11:20 〜

内野南第二団地どんぐりハウス駐車場

10:40 〜
10:00 〜

10:40 〜

内野団地 2-5-6 棟前

高花１丁目高花団地集会所脇

高花４丁目高花第２団地管理事務所前

※１箇所あたりの販売時間は約 15 〜 30 分です。
※祝祭日・年末年始はお休みです。
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子どもが産まれたら…
自転車修理

名称

所在地

☎

043-257-1283
千葉市花見川区 070-2686-0105

動く自転車
シティサイクル
ふじサイクル

高花４丁目

買い物の代行

名称

所在地

備考

（石田義人）

団地内を巡回して修理に対応して
います。☎で直接連絡を。

46-5303（藤宮）☎予約。出張して修理します。
☎

内容・情報

グランドール

大森 3922-5

080-8166-3774
基本料金１時間 2,500 円〜
（山本）

昭平観光
代行サービス部

岩戸

99-2123

送迎のある理美容室、訪問理美容
名称

所在地

ヘアーサロンМ＆愛

高花 5-5-8

市内、近隣でのまとめ買いに。
☎でご相談ください。
１回 2,000 円（初回 1,000 円）

☎

備考

送迎付きカット、パーマ、毛染め。
新規の方には割引あり。

47-2040

送迎付きでカット、パーマ、毛染め、
顔 そ り。 ☎ で 予 約（ 予 約 料 300 円 ）、
送迎は無料。

カットステーション Wing 牧の木戸 1-1-3

090-1733-8697

訪問カット
かっとびより

090-7280-1234

☎で予約。カット 2,000 円、ベッドカッ

松虫 16

37-3962
090-5829-4865

☎で予約。出張でベッドカットも対
応。別途交通費が必要。

グッドライフ

我孫子市緑

0120-756-588

Heart House

佐倉市神門

090-2678-0244

出張理容まるやま

八千代市米本

090-8846-6059

訪問美容室ミエ

成田市江弁須

090-6488-6282

HAPPY ＋ハート

成田市ウイング土屋

U ーｇ〜

（理容福祉士

アグー

川瀬） トは＋ 500 円。出張費 1,000 円

080-7265-3929

出張でカット、パーマ、毛染め、顔
そり対応。出張費は 1000 円

出張費込みでカット 3,500 円。パーマ、
毛染め、顔そり対応

出張費無料。カットのみ。ベッドカッ
トも対応。

☎で予約。カット、パーマのほかエ
ステも。別途交通費が必要。

☎で予約。ネイル、着付けも。料金

（遠藤） はお問い合わせください。

ごみの収集日、分別、出し方
月曜日

火曜日

資源物

燃やすごみ

水曜日

（第２、第４）

木曜日

金曜日

燃やさないごみ
有害ごみ

粗大ごみ
（戸神台、中央南、 燃やすごみ
粗大ごみ（高花） 内野、原山）

※事前に申込みのない粗大ごみは収集されません。☎で申込みを。☎
※祝日も収集します。
（年末年始はお休み）

80-8686

資源物？可燃ごみ？
迷ったときに

ごみの分別大事典

アンケートからつくった 困りごと福祉べんり帖
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ご存じですか？ 生活支援コーディネーター
生活支援コーディネーターとは…

具体的にこんなことをしています

年をとっても、ハンディキャップがあっ

「こんなサービスがあったらいいな」
「こ
んな困りごとがある」
「こんな活動

ても、安心して暮らしていける地域
には何が必要でしょうか。生活支

に参加したい」
「困っている人の

援コーディネーターは、それを地

ためにこんなことしたい」
。あち

域の皆さんと一緒に考え、一緒に

こちで地域の皆さんの声を聞き、
「あったらいいな」を支えあいで実

動き、つくっていく役割を担って

現できる仕組みを模索しています。

います。印西南部包括支援センター

この「福祉べんり帖」も、私たちが地域

に１名配置されていて、社会福祉協議会
とも協力し、住民どうしが支えあえる地域づ

で収集した情報が一部掲載されています。あ

くりのために活動しています。

なたの声をたくさん聞かせてください。

☎ 37-3120

千葉ニュータウン中央南地区の皆さんの「困っている」からつくりました

困りごと福祉べんり帖
発行・編集

印西市社会福祉協議会
ニュータウン中央南支部

発行日
協力

令和４年３月

印西市社会福祉協議会

印西市生活支援コーディネーター連絡会
印西南部地域包括支援センター

