
4 つのコースを用意しました。参加費：1コース 1,500 円（テキスト代・当日）＊マッチング会は無料　募集人数は、各研修会 20 名、マッチング会 50 名です。

コミュニティサロン等 生活支援等 移送等
自治会等の地縁組織による地域の
高齢者見守りネット構築ノウハウ

元気シニアの地域就労を支援します！

第１回　平成 28年 11 月８日（火）　10:00～16:30　
けやきプラザ 1F 会議室
■ 講義テーマ（講師） 
・オリエンテーション 
・座学：介護保険法改正に伴い重要性を増した
                                          サロン・その役割の変化（柏市） 
・座学：柏市の「支えあい会議」における
                     サロン活性化の取り組み（柏市社会福祉協議会）
・座学：サロン・居場所の設立・運営方法の要点
                                                                                             （NPO法人 ACOBA） 
・座学：全国・千葉県の先進事例＊情報提供
　     （認定 NPO法人市民福祉団体全国協議会 専務理事  田中尚輝）

第２回　平成 28年 11 月 22 日（火）10:00～17:15
けやきプラザ 1F 会議室
・実地研修：事業所の実地研修＊多世代型コミュニティ
　　　　   カフェ見学　（ 地縁のたまご）
・実地研修：事業所の実地研修＊食事体験（民家ギャラリー結）
・W・S ：ケアラーズカフェ等の事業説明＊介護者の立場
　　　に立ったサロンの目的・運営法等をシミュレーション
　　　　　　　　　　　　　　　　 （NPO法人ケアラーズみちくさ）
・ W・S ：事業者との意見交換会
                                                               　  （NPO法人ケアラーズみちくさ）
・閉会式・受講書授与   

認定 NPO 法人市民福祉団体全国協議会
（市民協）専務理事として、高齢者や子ど
も、NPOに関わる諸問題解決のため、社
会的環境整備に精力的に取り組んでいる。
『団塊シニアが社会を変える  NPO ビジネ
ス』（学陽書房）、「生活支援コーディネー
ターサブテキスト」（市民協）等、著書多数。
市民協は、会員数 1400 団体の介護系NPOで、中間支援団
体としては、日本最大の組織。

田中尚輝（たなか　なおき）

　　　　　　　　　　  柏の Kさん（女性・62 歳）
　買い物支援をはじめサロン発のお困りごとに関するサービ
スをやっています。サロンは民家を改良したもので、趣味の
サークルが講師を呼んだり、イベントを企画したりいつも賑
やかです。居場所を求めて喫茶や食事をしに来る方もいらっ
しゃり、これらの方のお世話はやりがいのある仕事です。報
酬は 1日 2,500 円です。

第１回　平成 28年 12 月 4日（日）　10:00～16:30　
けやきプラザ 7F 介護実習室
■ 講義テーマ（講師）
・オリエンテーション 
・座学：自治会などを中心とした課題と実態（我孫子市）
・座学： 地域ニーズの把握の仕方（ NPO法人 ACOBA）
・座学：現状の認識と取り組み
　　　　　　　　　        （ みんなの広場「風」　理事長　樋口孝之）
・座学：全国・千葉県の先進事例＊情報提供
        （認定 NPO法人市民福祉団体全国協議会 専務理事  田中尚輝）

第２回　平成 28年 12 月 20 日（火）10:00～16:30　
けやきプラザ 7F 介護実習室
・実地研修：事業所の実地研修（よりみちサロン「風」）
・座学：地域包括ケアで元気高齢者ができること
                                                                                             （NPO法人 ACOBA）

・座学とW・S：地域元気づくりの進め方 
                                               （聖徳大学生涯学習研究所所長  長江曜子）
・閉会式・受講書授与

聖徳大学生涯学習研究所所長、聖徳大学
・大学院教授。世界 95 カ国を回り、お
墓の比較研究を行う。日本初のお墓プラ
ンナーで、デス•ケアサービスの葬送アド
バイザーでもある。大学では、生涯学習
（SOA）の人気シリーズ「食の松戸物語」
のコーディネーターを務める一方、八柱
霊園石材同業組合組合長も務める。著書は「臨終デザイン」
( 明治書院 ) など。実家は八柱霊園にある石屋。現在、三代
目石匠あづま家代表取締役社長でもある。

長江曜子（ながえ　 ようこ）

　　　　　　　　　　柏の Hさん（女性・68 歳）
暮らしの小さなお手伝い、お困りごとの生活支援サービスを
やっています。（掃除、洗濯、食事の支援、買い物、お話し相
手、病院の付添、衣替え、ごみ出し、草取り、窓ふき、植木
の刈込、消毒など）年会費1,000円、利用料金1,000円 /時間、
以後30分毎 500円で、女性らしい細かい気遣いを大切にして
います。　

事業モデル

第１回　平成 28年 11 月 15 日（火）　10:00～16:30　
けやきプラザ 1F 会議室
■ 講義テーマ（講師） 座学と演習は全国移動サービスネットワーク
・オリエンテーション 
・ 座学： 移動サービス概論
・座学： 移動サービス利用者を理解する
・座学： セダンの利用者理解
・座学：接遇・介助
・座学：セダンの接遇・介助
・座学：移動サービスの運転に必要な知識と心構え
・座学：リスクへの備えと対応

第２回　平成 28年 11 月 29 日（火）10:00～17:20　
けやきプラザ 1F 会議室
・座学と演習：福祉車両
・演習：接遇・介助
・演習：セダン介助実技
・演習：運転実技
・W・S：事業者との意見交換会（NPO法人ビークルサービス）
・ 講評・修了書授与：国土交通省認定福祉有償運転者資格授与

全国移動ネット
国土交通省認定福祉有償運転者講習
実施機関。「全国移動サービスネット
ワーク（全国移動ネット）」は、いつ
でも、誰でも、どこでも出かけられる
ように、移動に関する提言や情報提供、
相談対応、講習開催等を行っています。

　　　　　　　　　　我孫子の Fさん（男性・65 歳）　　
ケアタクシー事業を 5月に開業。高齢化による今後の需要を
見込み、地域に密着した仕事としてやりがいを感じたための
起業でした。単なる移動サービスではなく、お客様の心のケ
アも充実させることが重要と考えています。更に事業の周知
活動に力を入れていきます。初乗り（2kmまで）750 円。時
間割運賃 30 分毎に 3,070 円・基本介助料 1,000 円です。

事業モデル

第１回　平成 28年 11 月 11 日（金）　10:00～17:00　
けやきプラザ 1F 会議室
■ 講義テーマ（講師）
・オリエンテーション 
・座学：高齢社会を取り巻く環境と課題
       （認定 NPO法人市民福祉団体全国協議会 専務理事  田中尚輝）
・座学：ホームサービスへのニーズと担い手の役割
        （認定 NPO法人市民福祉団体全国協議会 専務理事  田中尚輝）
・座学：介護保険制度及び認知症の理解（千葉県社会福祉士会）
・座学： 我孫子市においての制度改正の詳細と
                                                            　  取り組み（我孫子市）
・座学： 近隣地域の先進事業事例
                                                        　　　     （有限会社北柏交通  松丸尚）

第２回　平成 28年 11 月 25 日（金）10:00～17:15　
けやきプラザ 1F 会議室
・座学： 全国・千葉県の先進事例（介護労働安定センター）
・実地研修：ホームセンターでの道具選びなどの学び
                                                （有限会社ワン・ツー・ワン  柏崎房男）
・座学とW・S：ホームサービスのビジネスプランづくり及び
　　　　　　　事業の運営プログラムづくり
                                                （有限会社ワン・ツー・ワン  柏崎房男）
・W・S：事業者との意見交換会
                  （柏市支え合い・助け合いの会（柏市非営利団体連絡会））
・閉会式・受講書授与

（有）ワン・ツー・ワン代表　便利屋業経
営　営業拠点は東葛地域「地縁なしコネ
なし友人なし。資格なし技術なし道具な
し。金なし貸し手なし援者なしで起業し
て 20年。現在は営業活動一切なしで、
仕事のご依頼をいただく。

柏崎房男（かしわざき　ふさお）

　　　　　　　　　　我孫子の Iさん（女性・62 歳）
地域生活支援サービスを 9月に開業。元気で生活できるよう
手助け経験を活かして生涯現役で仲間づくりをしたい。日々
生活で困っている方にちょっとの手助けを始めました。
（通院介助、買い物支援、旅行，家具の移動、草取り、水回り
の修理等）料金 1,100 円 / 時間でやっています。

事業モデル事業モデル

今回は講師として座学・実地研修・ワークショップなどを
行っていただいた生活支援の事業者やＮＰＯの方をはじめ、
その他の事業者の方々を招いてマッチング会を行います。

主な講師主な講師
主な講師主な講師 主な講師主な講師

主な講師主な講師

●我孫子版（我孫子・けやきプラザ）　平成 29年 1月 20 日（金）10：00 ～ 12：00
●柏版（アミュゼ柏）　平成 29年 1月 23 日（月）14：00 ～ 16：00　マッチング会 ＊参加費無料

募集人数 50 名（　　　　　　　　　　　）
介護事業者・生活支援サービス事業者・高齢者支援に

係るNPO法人等とのマッチング！
研修生の雇用の促進に力を入れます。

居場所づくりコース居場所づくりコース ホームサービス（便利屋業）
コース
ホームサービス（便利屋業）
コース

移動サービスコース移動サービスコース 地域元気づくりコース地域元気づくりコース
地域の高齢社会を支える仕組みづくり地域の高齢社会を支える仕組みづくり


