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生活クラブ風の村は、「赤ちゃんから看取りまで」、人生のすべてのステージで必要とされる支援、応援をすることを 

めざしています。設立は１９９８年、まだ若い法人ですが、千葉県内屈指の規模に成長しました。高齢者介護から出

発しましたが、どろんこで遊べる保育園が欲しい、重度の障がいがある子が安心して過ごせる通所施設が欲しい、親と

一緒に暮らせない子どもたちが元気に暮らせる家が欲しい、こんな願いを一つひとつ実現してきたら、赤ちゃんから

障がい者、お年寄りまで、幅広い事業をおこなう法人になりました。

また、「生活クラブ安心支援システム」と名づけて、地域で孤立している人たちを社会の一員として迎え入れるための

活動をおこない、さらに、さまざまな理由で、働きたいのに職を得られない人を職場に迎え入れる「ユニバーサル就労」

にも取り組んでいます。障がいがある方はもちろんですが、そうでなくても、人は大なり小なり、働きづらい事情をか

かえています。そうした事情をカバーし合って、誰もが働きやすく、働きがいを感じられる職場づくりをめざしてい

るのです。

この国は、貧困・格差が年々拡大しており、今や、６人に１人が相対的貧困状態にあります。特に、ひとり親家庭が深

刻で、半数以上が貧困状態なのです。こんな状況を放置していいはずがありません。私たちは、目の前の一人の人を

しっかりと支えるとともに、誰一人として孤立せず、排除されない「地域共生社会」づくりに取り組んでいきます。

誰もが地域社会で
その人らしく暮らしていけるように

生活クラブ風の村
理事長 池田 徹
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ちば市民活動・
市民事業

サポートクラブ
（NPO）

VAIC
コミュニティ
ケア研究所
（NPO）

生活クラブ風の村とは？
生活クラブ風の村は、生活クラブ虹の街（生活クラブ生活協同組合千葉）を

母体とする社会福祉法人です。

また同じように生活クラブ虹の街の活動から生まれた、生活クラブ虹の街を含む

9団体により構成される「生活クラブ千葉グループ」の理念を共有し、また志を同じくする

地域の活動団体とともに、地域の中でさまざまな活動を展開しています。

生活クラブ安心システム、
ユニバーサル就労、
新規事業などに
一緒に取り組んでいます。

生活クラブ
虹の街

「安全・健康・環境」の理念に基づき

生鮮食品・一般食品・家庭用品を供給

（配達、店舗）する生活協同組合

ワーカーズ
コレクティブ
千葉県連合会

（NPO）

地球市民
交流基金
EARTHIAN
（NPO）

はぐくみの杜を
支える会
（NPO）

ユニバーサル
就労

ネットワーク
ちば

（NPO）

（NPO）
せっけんの街

高齢者支援事業

障がい児者支援事業
子育て支援事業

医療事業
相談事業

生活クラブ
風の村

高齢者支援事業を中心に、障がい児者、子ども、

生活困窮者などを対象とした幅広い地域課題に

取組み、誰もが地域社会でその人らしく暮らし

ていけるよう支援していきます。

W h a t  i s  " K A Z E  N O  M U R A " ?

沿革

●生活クラブ生活協同組合千葉
  （生活クラブ虹の街）誕生

1976

●生活クラブ生活協同組合千葉で
   「たすけあいネットワーク事業」を開始
  （全国の地域生協として初の
　ホームヘルプサービス事業を実施）

1994

●高齢者福祉施設設立準備会発足1995

●特別養護老人ホームを運営するため、
　「社会福祉法人たすけあい倶楽部」設立

1998

●特別養護老人ホーム「風の村」
　（現 生活クラブ風の村特養ホーム八街）
　開設

2000

●福祉総合相談窓口「中核地域生活支援センター
　あいネット」（現 柏市地域生活支援センター
　あいネット）開設

2003

●法人最初の保育園「わらしこ保育園」
　（現 生活クラブ風の村わらしこ保育園流山）　
　事業開始

●「社会福祉法人生活クラブ」として
　新たなスタート
　（社会福祉法人たすけあい倶楽部と
　生活クラブ生活協同組合千葉のたすけあい
　ネットワーク事業を統合し、法人名称を変更）

2004

●福祉と医療で支える在宅総合支援センター
　さくら風の村（現 生活クラブ風の村さくら）
　開設

2007

●障がい者の通所事業所「生活クラブ風の村
　とんぼ舎さくら」、障がい児の放課後活動
　支援事業所「生活クラブ風の村あかとんぼ
　土浮」事業開始

2011 ●呼称を「生活クラブ風の村」とする（生活クラブ
　生活協同組合千葉の呼称を「生活クラブ虹の街」
　とする）
●地域包括ケアの拠点「生活クラブいなげ
　ビレッジ虹と風」開設
　（「生活クラブ風の村園生診療所」を併設）

2013 ●重症心身障がい児者の通所施設
　「生活クラブ風の村重心通所さくら」開設

●児童養護施設
　「生活クラブ風の村はぐくみの杜君津」開設

2015 ●「生活クラブ風の村福祉用具事業部」
　事業開始

●生活困窮者自立支援事業
　（自立相談支援、就労準備支援、家計相談支援等）受託

2017 ●乳児院「生活クラブ風の村はぐくみの杜君津
   赤ちゃんの家」開設

2018 ●障がい者グループホーム、就労継続Ｂ型、
　就労定着支援、相談事業
　「生活クラブ風の村スペースぴあ茂原」事業開始

2019 ●特別養子縁組あっせん事業開始

●障がい児者対象の「生活クラブ風の村
 相談支援事業所こもれびさくら」開設

●退所児童等アフターケア事業「ちばアフター
　ケアネットワークステーション」開設

●認知症対応グループホーム「生活クラブ風の村
　グループホーム作草部」開設

2
私たちは、地域のみなさんと共に、

誰もがありのままにその人らしく地域で暮らすことが
できるようなコミュニティづくりに貢献します。

3
私たちは、情報公開、説明責任を大切にするとともに、

希望と働きがいがもてる職場を、自らが参加してつくります。

1
私たちは、一人ひとりの個性と尊厳を尊重し、
基本を大切にした質の高い支援を目指します。

理念
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高齢者支援 S u p p o r t  f o r  t h e  e l d e r l y

［事業名表記］
訪問介護（介護保険法・障害者総合支援法に基づく訪問介護）／ケアプラン（ケアプラン（居宅介護支援））／デイ（デイサービス）／ショート（ショートステイ）／特養（特別養護老人ホーム）／サ高住（サービス付き高齢者
向け住宅）／定巡（定期巡回・随時対応型訪問介護看護）／小多機（小規模多機能型居宅介護）／有料（住宅）（住宅型有料老人ホーム）／グループ（認知症対応グループホーム）／福祉用具（福祉用具のレンタル、物品販売）
／訪問看護（訪問看護）／診療所（外来・訪問診療）訪問リハ（訪問リハビリテーション）

多機能複合拠点の紹介

介護が必要になっても
自分らしく暮らせるようお手伝いします
病気や障がいがあっても、ご自宅や住み慣れた地域で暮らし続けら

れるように、さまざまな事業で、ご利用者の生活をサポートしてい

ます。ご自宅で生活をしながらご利用いただける、ケアプラン作成、

デイサービスやショートステイ、訪問介護などはもちろん、地域密

着型サービスの小規模多機能型居宅介護や定期巡回・随時対応型訪

問介護看護などを行っています。

また、サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームなど、入居し

てお過ごしいただける施設も運営しています。

デイ 定巡ケアプラン ショート訪問介護特養

訪問介護 ケアプラン デイ 定巡サ高住

生活クラブ風の村八街 

もうひとつの我が家
自然に囲まれたのどかな環境の中、ゆったりのんびり過ごすことができる施
設です。施設内には、個室と併せて、リビング、ホール、地域交流スペースの
４つの空間があります。ご利用者の「もうひとつの我が家」になりたいと思っ
ています。

定巡サ高住 訪問介護 小多機

高根台つどいの家

多様なご要望にお応えする小規模多機能住宅
ＵＲ都市機構により建替えられた船橋市・高根台団地の中にあり、サー
ビス付き高齢者向け住宅、訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、
小規模多機能型居宅介護を併設しています。１階は地域交流のフロアと
して「介護予防体操」や「カルチャー講座」等、近隣の方々にも活用いた
だいています。

生活クラブ風の村さくら

福祉と医療で支える在宅総合支援センター
ご利用者の在宅生活を支える為に、デイサービス、ショートステイ、訪問
看護、定期巡回、訪問診療所、訪問介護、居宅介護支援との連携を密にし、
利用者が住み慣れた地域で、安心して暮らせるサポート体制を整えてい
ます。

生活クラブ風の村光ヶ丘

あなたがあなたらしく暮らす毎日を応援します
小規模多機能型居宅介護・定期巡回随時対応型訪問介護看護の地域密着
事業と、訪問介護・訪問看護が地域の医療と連携を取り合い、地域で暮ら
すみなさんの生活を多方面からサポートできる体制を整えています。ま
た、地域の方にご利用頂けるコミュニティスペースでは色々な催しも企
画しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。

生活クラブいなげビレッジ虹と風
（生活クラブ風の村いなげ）

さまざまな団体と連携して地域を支えます
福祉を支える「生活クラブ風の村いなげ」とくらしを支える「生活クラブ
虹の街いなげ」からなり、福祉とくらしの複合拠点として、地域のみなさ
んが、住み慣れた「稲毛」で、いつまでも楽しく豊かな日常生活を送るた
めのお手伝いをします。お困りごと等、なんでもご相談ください。

生活クラブ風の村作草部

自宅で、地域で、暮らし続けたい思いを支えます
「最期まで、自宅で暮らしたい」思いを支えるため、小規模多機能型居宅
介護、デイサービスを運営します。認知症対応型グループホームでは、
最期まで住み続けて頂けるよう支援していきます。また、重度の重複障
がいを持つ児童を支援する通所サービスも併設。地域交流スペースでは、
色々な企画をして、誰でも気軽に集まれる場所にしていきます。

生活クラブ風の村流山

「住まう」「通う」「集う」すべての人の居場所に
サービス付き高齢者向け住宅、訪問介護、訪問看護、デイサービス、居宅
介護支援等、様々なサービスを提供しています。併設のダイニングカフェ
「から風

ふ る

流」では、日替わりランチを提供し、ケアラーズカフェにもなって
います。子育て支援の「から風

ふ る

流キッズ」も併せ持ち、様々な方の生活の
場となっています。

わたしたち、 風の村を利用してます。
利用者の声

ここに来ると、私も元気になります。今は、自
分の時間を確保しつつ、母に会いにくること
が楽しみです。入居しても、ありのままの自
分で過ごしてほしいと思い、風の村に申込み
ました。スタッフは訪れる皆さんにも笑顔で
接していて、入居されている方も笑顔にしてい
ます。私も笑顔がふえました。
（特養ホーム入居者ご家族）

食欲が低下して入院し、中心静脈栄養の造
設を受け、寝たきりの状態だったお母さん。
入居時、職員の方に「口から食事をしても
らいたいんだ」と相談しました。3週間後、
様子を見に行くと、お茶を飲みながらリビ
ングで過ごすお母さんの姿が。入院前に戻
ってる！びっくりぽんや！
（サポートハウス入居者ご家族）

既に家族がおらず、姪っ子の家に身を寄せ
ている私。やっぱり気兼ねすることもあり、
風の村をちょくちょく利用しています。個
室なので誰にも気兼ねする必要がなく、ゆ
っくりできてずっと過ごしていたい場所で
す。職員のみなさんもとても優しくてよく
してくれています。
（ショートステイご利用者）

=施設 =サービス

定巡 小多機有料（住宅） 訪問介護 訪問看護ショート

訪問リハ診察所

訪問看護

訪問看護

定巡サ高住 訪問介護 ショートデイケアプラン

ケアプラン

訪問看護デイ ショート訪問介護 ケアプラン
※障がい児者支援の日中活動支援も行っております

※障がい児者支援の日中活動支援も行っております

小多機デイグループ ケアプラン
※障がい児者支援の日中活動支援も行っております
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流山市／柏市／我孫子市／市川市／船橋市／佐倉市／千葉市／市原市／成田市／八街市

高齢者支援
S u p p o r t  f o r  t h e  e l d e r l y

ホームヘルパーがご自宅に伺い、介護保険法に基づく入浴・食事・トイレ等の介護
や調理・洗濯等の生活支援を行います。ご本人やご家族と相談しながら個別の支援
計画を作成し、ご本人らしく過ごせるよう生活を支えます。

流山市／柏市／市川市／船橋市／佐倉市／千葉市／市原市／成田市／八街市
事業所所在地

事業所所在地

事業所所在地

柏市／佐倉市／千葉市／八街市

ご自宅と同じ感覚で、外出・外泊や食事の時間は自由です。地域医療との緊密な連
携で健康もサポートし、介護が必要になっても、引き続き安心して暮らしていける
ようサポートします。

柏市／市川市

住宅型有料老人ホーム

高齢になっても安心して生活できるサービス付きの賃貸住宅です。建物は、バリア
フリー構造で、介護・医療と連携して、支援していきます。

流山市／船橋市／千葉市

サービス付き高齢者向け住宅

認知症ケアの基本姿勢（「見る」「話す」「触れる」「立つ」）を軸に、専門性の高い支援
を実施します。ご家族や地域の方々との触れ合いを大切にし、温かい雰囲気で、い
つまでも暮らし続けていけるように、まごころを込めて全力でサポートします。

千葉市
対応地域

県内各地
対応地域

認知症対応型共同生活介護

福祉用具のレンタル・販売・住宅改修サービスを提供します。ご利用者の方々の状況、
また介護されるご家族の状況、お住まいの状況、考え方・経済性等、様々な状況を踏
まえてご相談をお受けし、適切な用具をご紹介いたします。

福祉用具

ホームヘルプ（訪問介護） 【介護ステーション】

【サポートハウス、きなりの街】

【サポートハウス】

【グループホーム】

=施設 =サービス

事業所所在地

事業所所在地

事業所所在地

病気や障がいのある方が住み慣れた地域やご自宅で、その人らしく療養生活を送れ
るように看護を提供します。24時間365日体制で、医師、看護師、介護専門職等が連
携をとります。ご利用者、そして介護をするご家族の心と体をサポートします。

流山市／柏市／船橋市／佐倉市／千葉市

訪問看護

ご自宅で安心して暮らし続けられるよう、介護と看護が連携を図りながら、日中・夜
間を通してサービスを提供します。1日複数回行う定期訪問と、オペレータへの通
報による随時対応で、24時間365日、ご利用者の在宅生活を支えます。

流山市／柏市／船橋市／千葉市／八街市／成田市

定期巡回随時対応型訪問介護看護

在宅介護の相談窓口として、ケアマネジャー（介護支援専門員）によるケアプランの
作成や、介護サービスや施設の紹介を行います。ご相談に応じ、状況の変化に合わせて、
ご本人の持つ力を最大限に発揮しながら生活していただけるようにサポートします。

居宅介護支援

介護が必要で短期間入所された方に、食事や入浴等の日常生活支援や機能訓練等のサ
ービスを提供します。ご家族の介護負担を軽減し、ご本人が住み慣れた地域で暮らし
続けることができるよう、「また行きたい」と思っていただけるサービスを目指します。

短期入所生活介護

対応地域

【定期巡回ステーション】

【ケアプランセンター／介護ステーション】

【訪問看護ステーション】

【ショートステイ】

事業所所在地

個別浴槽での入浴、機能訓練としてリクリエーションやリハビリ、季節ごとのイベ
ント等を行います。一人ひとりの生活のリズムを大切にしたきめ細かいサービスと
豊かなコミュニケーションを心がけています。

流山市／松戸市／船橋市／佐倉市／千葉市／成田市／八街市

通所介護 【デイサービスセンター】

「通い」を中心に「泊り」と「訪問」の３つのサービスを必要に応じて組み合わせ、365
日24時間でサービスの提供をしていきます。なじみのスタッフが対応しますので安
心して在宅生活を送っていただけます。

柏市／船橋市／千葉市
対応地域

小規模多機能型居宅介護
【小規模多機能ハウス】

サービスの紹介

訪問介護の事業所では、障がいのある方に対しても、重度訪問介護、同行援護、
行動援護等のサービスを提供しています。詳しくは、お近くの「生活クラブ風
の村介護ステーション」にお問合せください。

障がい児者支援の日中活動も行っています
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子育て支援 S u p p o r t  f o r  c h i l d r e n  a n d  c h i l d r e a r i n g

本格的な小規模グループホーム型の家庭的な児童養護
施設です。敷地内に点在する6軒の「家」は、どの「家」
も木の温もりに包まれ、明るく居心地の良いこどもた
ちの安全基地です。地域の学校や幼稚園に元気に通い、
当たり前の生活を日々重ねる中で、愛情あふれる専門
スタッフとの愛着関係を築き、安心で安全なこども期
が護られています。学校や地域、ボランティアの方々
の支援の輪も、こどもたちを支える大きな原動力とな
っています。

はぐくみの杜君津（児童養護施設）

児童養護施設「はぐくみの杜君津」の敷地内に、1ホー
ム5名の小規模グループケアで、約15名の乳児が生活
をしています。家庭的なあたたかくぬくもりのある雰
囲気の中で、毎日の生活に安心感を持ち、適切に特定
の大人との愛着関係を築くことができるようなかかわ
りをしています。保育士・看護師が相互に連携し、こ
どもたち一人ひとりの成長を見守っています。児童養
護施設等の専門性も合わせ、子育て支援の拠点となる
ことを目指しています。

はぐくみの杜君津赤ちゃんの家（乳児院）

思いがけない妊娠で悩む女性の葛藤に寄り添い、そして出産を決意した女性をサポートしていきます。赤ちゃんを育てるこ
とがどうしても困難と判断される時は、実の子として育てることを望む養親につなぐ特別養子縁組のお手伝いをします。あ
たたかな家庭でこどもが健やかに育つことができるよう、養親さんの審査・研修やマッチング、アフターフォローを行ってい
きます。特別養子縁組は、こどもたちが愛情のある家庭で成長することを目的とする、こどものための制度です。

特別養子縁組あっせん事業

わたしたち、 風の村を利用してます。
利用者の声

毎日楽しく通っているこどもの姿を見ていると、
職員の方が丁寧に関わってくれていることが良く
わかります。そんな姿を見て、親としてもとても
嬉しいです。若い職員が多いですが、こどもたち
と一生懸命関わってくれていて、一緒に悩み、考
えて、子育てに関わってくれています。
（保育園2歳児クラス保護者）

素材の味を生かした生活クラブの食材で安心な給
食には、こどもたちの大切な体を作ってもらって
います。6年間保育園の給食や手作りのおやつを
食べ、好き嫌いなく、食べることが好きになって
いるのも園のおかげ。園の環境も大好きで、のび
のび遊んでいる姿を見ると私も嬉しくなります。
（保育園5歳児クラス保護者）

無垢のヒノキの床や木のおもちゃが心地よく、ま
た来たくなる空間です。園庭解放では泥んこや水
遊びができて親もこどもも楽しんでいます。スタ
ッフの方もいつも声をかけてくれて、安心して相
談できます。親子ともに地域の仲間づくりができ
て、私にとってとても必要な場所になっています。
（子育て支援センター利用者）

児童養護施設を退所したこどもたちの帰る場所、また再
出発を応援する場所として自立援助ホーム「人力舎」を運
営しています。住宅街の中の一軒家で、社会に出たけれど、
うまくいかず頼るものもなくさまよう少年・少女たちの居場
所となっています。
また、「ちばアフターケアネットワーク事業」（通称CANS）
として、児童養護施設を退所したこどもたちの相談事業も
行い、社会で頑張る少年・少女たちを応援しています。

（自立援助ホーム、退所児童等アフターケア事業）

人力舎君津、
ちばアフターケアネットワークステーション

上：人力舎外観／下：「ちばアフタ
ーケアネットワークステーション」
（通称CANS）相談風景

=施設 =サービス

日々を大切に、夢中になれるイベントやワクワク楽しく過ごせる学童保育
をこどもたちと一緒に作り上げています。学童保育で過ごしている姿だ
けではなく、ご家庭や学校での様子を伝え合うなど、連携します。

学童保育

おおぞら学童の施設と子どもたちの様子

第１、２おおぞら学童クラブ
流山北小学校のこどもたちが、宿題
をしたり、おやつを食べたり、遊ん
だり、放課後の生活を一緒に過ごし
ています。

第１、２，３ちびっこクラブ
流山小学校の校庭にあります。大
自然で薪から火をおこしてカレーを
作るデイキャンプ、ドッジボール大
会等も行っています。

保育園（子育て支援センター併設）

風の村保育園佐倉東
佐倉市初の公立保育園を民営化した保育園です。
園舎は、木造で陽当たり、風通しも抜群。床材に
は、無垢材を使用し、塗料は、エゴマ油を塗って
おり、こどもが舐めても安心です。キッチンは、お
昼ごはんづくりの様子が園児たちに見えるように、
一部がガラス張りになっています。この最高の環
境でこどもたちの育ちを支えていきます。

風の村保育園八街
自然豊かな地域性を最大限に活かし、自然の
中であらゆるものに触れ、さまざまな経験を重
ねながら、心で感じ、身体で感じ、自ら考えるこ
とができる保育を行っています。
隣接の特養ホーム八街の入居者との交流も大
切にしています。

わらしこ保育園流山
園舎の床には檜の板が張られ、窓枠や壁はす
べて木製のものを使用してこどもたちが直接触
れるところはできる限り自然の素材を使ってい
ます。大人もこどもの「仲間」としての関係を作
りながら、共に育ち合っています。
病後児保育も行っています。

こどもたち一人ひとりに寄り添い、
健やかな成長を支えます

自然の素材をたっぷり使った環境で、こどもたちが仲間やおとな
との適切な関係を築き、安心して自分を出して生活することがで
きるような支援をしています。また、こどもたちの身体をつくる
食事は、安心安全な素材を使用して、健やかに成長できるよう大
切にしています。こどもたちが、地域社会の一員として過ごすこ
とができるように、地域の方々との連携を大切にしています。
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障がい児者支援 S u p p o r t   f o r  p e o p l e  w i t h  d i s a b i l i t i e s

そらいえ柏

ひとり暮らしや自立した生活を目標に、今後の生活を考えている方を対象
にした障がい者のグループホーム(共同生活援助事業所)です。
そらいえ柏は、マンションタイプなので、各個人がそれぞれに快適な生活
を送ることができます。キッチン・トイレ・バスルーム・洗面台・エアコン・
クローゼットが完備されています。ベランダも広く、とても陽当たりのよ
いお部屋です。一人ひとりの自立をめざし、自分らしいペースで、自分ら
しい生活ができるようにサポートします。

自分らしいペースで、自分らしい生活を

グループホーム（障害）

=施設 =サービス

左のQRコード、または

直売所「佐倉のごはん」
（Facebook）

検索佐倉のごはん　直売所

左のQRコード、または

お漬けもの「空と風」
オンラインショップ

検索空と風　佐倉

とんぼ舎さくら

社会の一員としての「働き」をサポートします

18歳以上の障害のある方を対象に、さまざまな働く場を提供しています。
A型事業では、農産加工品（漬物・煮卵・オイルサーディン等）の製造販売
をはじめ、カット野菜、精米、直売所「佐倉のごはん」の事業を行っています。
農園「虹と風のファーム」にも取り組み、生協への出荷や上記加工品の原料
として出荷をしています。
生活介護事業では、オリジナルスイーツ「凸凹（デコボコ）クッキー」「凸凹
プリン」も製造し、直売所にて販売しています。「障がいがあっても、当たり
前に働くことができ、社会的にも経済的にも自立できるように支援してい
く」ことを目的に、それぞれの特性や能力、ニーズ、生活リズム等に合わせ
ながら、一人ひとりの「働く」の意味やあり方を考えて支援を行っています。

放課後等デイサービス 居宅訪問型児童発達支援児童発達支援生活介護

重心通所さくら

重い障がいがあっても、医療的ケアが必要でも、
中身の濃い時間を過ごしています

重症心身障害児者（重心）は、重い肢体不自由と重い知的障がいの両方ある方
たちです。このため、ご自分から体を動かしたり、言葉で気持ちを伝えたりす
ることが難しく、一人きりにされてしまうと、「何もできない」状態になってしま
います。そこで一対一の支援が行えるように職員を配置し、その人の気持ちを
読み取ったり、感じたりすることができるようにして、ご本人の気持ちが少し
でも実現できるようにしています。また、医療的なケアが必要な方でもご本人
の気持ちに沿った活動ができるように、看護師を配置したり職員が医療的ケア
の研修を受けたりして、対応できるようにしています。

あかとんぼ（佐倉・土浮・下根・飯野・稲毛・作草部）

ありのままの自分でのびのびと

（児童発達支援は稲毛のみ）児童発達支援放課後等デイサービス

主に小・中・高生を対象にこどもたちの放課後・休日の支援をしています。
家庭でも学校でもない第三の居場所としてリラックスして過ごしてもらえる
ようアットホームな雰囲気を大切にしています。様々な人とのかかわりやお
出かけ、調理などの活動を通して社会的なルールやマナーを身に付けてい
けるよう、また、一人ひとりの思いを第一に考え、「やりたい」ことが実現でき
るような支援を心がけています。

生活介護 就労継続支援A型 農場

訪問看護

住み慣れた地域でその人らしい療養生活を

病気や障がいのある方が住み慣れた地域やご家庭で、その人らしく療養生活を送
れるように看護を提供します。24時間365日体制で、医師、看護師、理学療法士
等のリハビリ職、介護専門職等が連携をとり、支援します。ご利用者、そして介護
をするご家族の心を体もサポートします。

【訪問看護ステーション】

園生診療所

病気があっても、なくても、地域での生活をサポート

「生活クラブいなげビレッジ虹と風」内に併設されている在宅療養支援診療所です。一般内
科で、外来診療と訪問診療をおこなっています。病気の治療だけでなく、健康管理など、予防
から終末期医療までお手伝いしています。

医療 M e d i c a l  s u p p o r t

家の間取りや段差などの環境面や介護する方の状況も考慮して、ご家庭の状況に即したリハ
ビリテーションを行います。ご利用者と一緒に 「自分でできること」「誰かと一緒にできること」
「誰かのためにできること」を考え、ご利用者のやる気を引き出していきます。

訪問リハビリテーション

障がいのある方やご家族の方から、日常生活全般に関するさまざまなご相談に応じて、各関係機関と連携して必要な情報を
提供しています。お気軽になんでもご相談ください。

相談支援事業こもれびさくら

精神疾患のある方々の日常生活自立支援（炊事・洗濯・清掃など）から社会生活自立
（コミュニケーション力の養成）、と個別支援計画に基づき段階を経て就労自立につなげ
る取り組みをしています。

グループホーム 就労定着支援就労継続支援Ｂ型相談

相談

スペースぴあ茂原
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左／柏東口地域包括支援センター　右／我孫子市高齢者なんでも相談室

地域包括支援センター

介護・保健・医療・福祉の専門職が連携し、
地域の高齢者の皆さんを総合的に支援します。
◎さまざまな心配事の相談にのります。（電話・窓口・家庭訪問）◎心身の状態
に合わせ介護予防の支援をします。◎権利と尊厳を守ります（成年後見制度、
消費者被害、高齢者虐待）。◎地域の方々が住み慣れた地域で暮らし続けられる
よう、地域や関係機関と連携し、体制づくりを進めます。

いんば中核地域生活支援センターすけっと

お気軽にご連絡ください！
子育て、障がい児者、高齢者、不登校・ひきこもり、家庭内暴力、経済的困窮、
外国籍の方など、生活上のお困りごとに関するどんなご相談もお受けいたします。
24時間365日体制の無料の福祉総合相談窓口です。一人で悩まずお気軽に
ご相談ください。私たちが一緒に考えます。

柏市地域生活支援センターあいネット

ご相談内容に制限はありません
◎どこに相談していいかわからない　◎経済的な心配（債務問題、生活困窮など）
◎いじめ、不登校、ひきこもり　◎公的・民間サービス利用　◎障がいについて
の心配　◎手帳・年金の手続き◎ＤＶ、児童、障がい者、高齢者への虐待など
お気軽にご相談ください

船橋市「保健と福祉の総合相談窓口」さーくる

その人らしく地域で暮らすことができる地域社会を実現
子ども、障害者、高齢者等だれでもが、ありのままにその人らしく地域で暮らす
ことができる地域社会を実現するために、福祉サービスのコーディネート・総
合相談・権利擁護を行います。また、生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮
者が、困窮状態から早期に脱却するため、本人の状態に応じた包括的かつ継続
的な相談支援・就労支援等を行います。どこに相談したら良いかお悩みの方は
まず「さーくる」にご相談ください。

生活困窮者自立支援事業

経済的な理由などによる暮らしと仕事に関するサポート
生活困窮者自立支援法に基づき、県内の7自治体から当該事業の（自立相談支援
事業、就労準備支援事業、家計相談支援事業等）委託を受けて、生活困窮者の支
援活動を行っています。今後、この取組みをさらに広げていく予定です。

相談 C o n s u l t a t i o n  a n d  S u p p o r t
自治体の委託事業

生活クラブ風の村では、サービスの向上やご利用者の方への権利擁護の取り組みとして、
以下のような制度を設けています。

サービス向上及び
ご利用者への権利擁護の取り組み

特養ホーム八街が認証「悠」を取得

認証「悠」とは、第三者機関であるUビジョン研究所が、介護施設のサービスの質を
中立的な立場で評価し、認定するものです。1年に1回「抜き打ち調査」等が行われ、
サービスの質が保たれているかを確認し、その結果が公表されています。
生活クラブ風の村特養ホーム八街でも、サービスの質の向上をめざし、2012年から取
り組みをはじめ、2018年2月に第3回の認証が行われました。施設評価は、書類調査、家
族・職員アンケート調査、ヒアリング調査、夜間を含む観察調査など14種類の調査が行
われ以下の５つのカテゴリーで評価されます。2018年調査では、5つのうち4つが最優
秀、１つが優秀と評価されました。

認証「悠」とは
第三者機関である公益財団法人Uビジョン研究所（URL　http://u-vision.org/）が、中立的な立場で介護施設のサービスを評価
し、質の高さを認定し保証するものです。認証後は、継続的な研修や年1回の夜間抜き打ち調査等でサービスの質を担保して
いく仕組みとなっています。

柏市／我孫子市／千葉市／八街市センター所在地

成田市／佐倉市／四街道市／八街市／印西市／白井市／富里市／印旛郡（酒々井町、栄町）対応地域

柏市対応地域

佐倉市／八街市／白井市／印西市／四街道市／栄町・酒々井町受託自治体

船橋市対応地域

権利擁護について

1 わたしたちは、入居者と訪れる人に笑顔で接します。
2 わたしたちは、入居者が安心して安全に暮らせるように全力を尽くします。
3 わたしたちは、入居者の要望を大切にし、必要な支援が提供できるように努めます。
4 わたしたちは、清潔に配慮し、豊かな自然に満ちた環境を大切にします。
5 わたしたちは、地域との交流を大切にします。

自主監査制度　　　　　　　　　　職員自らが事業所を監査する仕組みです。職員が監査人として別の事業所を訪問し、サービ
スの実態を確認しています。自主監査の結果を、良い点も悪い点も、法人全体で共有し、改善策を検討し合うことで、
サービスの向上につなげています。

業務チェック　　　　　　　　　事業ごとに、法令や行政指導に基づいた業務運営が行われているか、定期的にチェックしていま
す。担当の職員が、適切な運営が行われているかなど、ご利用者の不利益にならないよう、お互いにチェックしてい
ます。

虐待防止委員会　　　　　　　　　　各事業所ごとに設置され、権利擁護や虐待防止の研修等を実施し、職員の意識を高める取り組
みを行っています。また、日々のケアを行う中で、人権を損なうような不適切なケアが行われていないかの問題意識
を持って、お互いに指摘しあい、話し合いを行っています。虐待防止規程や虐待防止に関する指針で、具体的な取組
みを定め、実行しています。

　　　　　　　　　　　　　　　苦情解決第三者委員は、事業所との関係が第三者の立場にある苦情受付担当者で
す。生活クラブ風の村では、苦情受付はサービス向上の機会ととらえ、全事業所で苦情解決第三者委員を配置し、ご
利用者のみなさまからの苦情を適切に解決することができるよう努めています。特養ホーム、ショートステイ、サ
ポートハウスなどの入居・滞在型の施設では、苦情解決第三者委員が定期的に、訪問相談員として事業所を訪問し、
ご利用者、ご家族、職員も含めて苦情や要望の聞き取りをしています。また、苦情の申し立てを行う利用者の権利と、
その方法についての説明もしています。

苦情解決第三者委員会
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生活クラブ
安心システムの取り組み

生活クラブ安心システムは、地域住民の皆さん、他団体の皆さんと連携して、支援が必要な方々を
可能な限り支えるためのシステムです。生活クラブ風の村の拠点施設が属する日常生活圏域（中学校区など）で、

ご家族、ご近所、友人等との関係が薄く孤立している方を支える「安心支援システム」と
利用契約を結んだ人を最期まで支えきる「安心ケアシステム」があります。

日本は、4人に一人が65歳以上という世界一の
超高齢社会ですが、今後さらに高齢者が増加
し、ピーク時には40％を超える高齢化率にな
ると予想されており、国は団塊の世代が75歳
以上になる2025年に向けて、社会保障制度の
抜本的な見直しを進めています。高齢化とと
もに、少子化、人口減少が進行し、さらに格差、
貧困が増大し続けています。
こうした状況に対して国は、「地域包括ケア」
をキーワードに、医療や介護が必要な高齢者
等に対する政策を「施設から地域へ」転換しよ
うとしています。できるだけ自宅や住み慣れ
た地域のケア付き住宅等に暮らし続け、最期
を迎えることができるように、住まいをはじ
め、介護、福祉、医療、生活支援等の資源を充実
させていこうとするものです。
また、地域包括ケアを推進するためには、地域
社会の「互助」を拡大することが必要だと強調
しています。
こうした状況を受けて、生活クラブ風の村で
は、生活クラブ千葉グループの仲間とともに、
「生活クラブ安心システム」の取り組みをはじ
めました。

基本ケア
の10

質の高い認知症ケアを行う6
認知症になっても、その人らしさと尊厳を尊重し続ける

8
自分でできる・夢中になれる状態をつくり出せば、
心が動き自然と体も動き出す

やりたいことを見つけ、
実現できる手助けをする

2
正しい座位（骨盤が立っている姿勢で足の裏に圧を
かける）を保つことで覚醒した生活を送る

床に足をつけて正しい座位をとる

9
自己決定が尊重されたケアプランで、充実した
生活づくりをする

本人・家族が参加して
ケアプラン作りをする

ターミナルケアをする10
本人・家族が望むかたちで、最期の時までを支えきる

1 換気を行う
外の自然の空気を取り入れて、部屋の空気を清浄に
保つことで、感染症等の病気を予防する

3 できるだけトイレで用を足す
人間の守るべき尊厳は「トイレで排泄する」ことから
始まる

7 お出かけを楽しむ
外出することで気分をリフレッシュする

4 あたたかい食事をする
温かくおいしい食事をすることで、ストレスを解消し、
免疫力を高める

5 できるだけ普通のお風呂に入る 
湯船に入り、のびのびすることでストレスの解消と
衛生を保つ

取組みは変更になる場合があります

生活クラブ安心システムは、高齢者
ケアにおいて質の高い支援をおこな
うために、「生活クラブ１０の基本ケ
ア」に取り組んでいます。

「施設から地域へ」
「互助」を拡大する必要性

安心支援システム
生活クラブ

活動内容（例）
次を例として、ほかにも創意を生かして、可能なことから始めます。
 • 買い物バス、風の村サロン（昼食会など）、認知症カフェ、
 　ケアラーズカフェ、こども食堂、ラジオ体操、遊びリテーション…
 • 生活支援サービス（家事代行、子どもの一時預かり、安否確認…）
 • 「街の縁側」づくり

「星の数ほど縁側を！」を合言葉に、生活クラブ安心システムと生活クラブ千葉
グループで「地域の居場所」を作っていきます。
＜街の縁側って？＞
　・だれでも気軽に訪れることができる場
　・対象者を限定せず気軽に相談できる場
　・個々が抱える課題に対し必要な支援（につなげる）の機能を併せ持った場
　・役割を通じ誰もが支え、支えられる 緩やかな社会参加をつくる場
　・分野横断の知識と人材の育成の場

活動内容
 • 各施設、エリアで定期巡回ステーション、小規模多機能ハウス、看護  
   　小規模多機能ハウス、訪問看護ステーション事業を展開して、24時  
           間365日切れ目のない支援をおこないます。
 • 訪問介護事業において、①10の基本ケア、②ケアミニマム、③介護  
     ラ針盤（②、③は、岐阜県方式を採用）をもとに、施設並みの支援水準  
　 　をめざします。
 • 地域密着サービスを利用していない利用者についても、独自サービ  
  　　　ス、関連団体その他の生活支援サービス、ボランティア資源、他の  
 　サービス提供事業者との連携等によって、隙間を埋める努力をおこ  
    ないます。
 • そのために、安価な生活支援を提供するNPO等の事業者を育成し    
　　　　ます。場合によっては、利用者の自己負担分を地域福祉支援積立金
    から支出することも検討します。
 • 入居系施設では、10の基本ケアにもとづき、看取りまで支えきりま  
   　　　す。その際、信頼できる医療機関、医師との連携が不可欠です。
 • 本人の最終的な意思が優先されることを前提に、自宅や入居施設で  
　 　最期まで過ごしたいという利用者の希望を最大限かなえ、最期まで  
     過ごしたいという気持ちを持っていただけるようなケアをめざします。
 
  
 （注）「在宅死」とは、在宅（自宅、施設）で、
       または病院に入院して24時間以内に亡くなった場合をいうことにします。

利用契約を結んだ要介護高齢者（本来、支援対象は高齢者に限るべきではありま
せんが、私たちの力量を踏まえてまず高齢者を対象とします）を、制度の隙間を
含めて、できる限り支えます。

日常生活圏域でご家族、ご近所、友人等との
関係が薄く孤立している方　

対象

安心ケアシステム
生活クラブ

利用契約を結んだ要介護高齢者
対象

生活クラブ　
風の村
安心システム
活動拠点

生活クラブ
風の村流山

高根台つどいの家生活クラブ
風の村光ヶ丘

生活クラブ
風の村いなげ

生活クラブ
風の村八街

生活クラブ
風の村さくら

生活クラブ
風の村なりた

生活クラブ
風の村市川

生活クラブ
風の村作草部

流山市東深井20-29
04-7153-6333
主な取組み
・こども食堂（毎月第2木曜日）
・ケアラーズカフェ（日曜除く毎日）
・介護者の集い（偶数月の第1土曜日）
・オレンジカフェ（認知症カフェ）
  毎月22日

船橋市高根台2-2-17
047-496-7263
主な取組み
・まつぼっくりサロン（毎月15日）
・こども食堂
 （不定期開催　ハロウィン等）
・まつぼっくりセミナー
 年1～3回
  認知症セミナー等

柏市東中新宿4-5-12
04-7199-2218
主な取組み
・光ヶ丘サロン（毎月第2・4水曜日）
・よってって・ケアラーズカフェ
 くれよん（毎週火曜日）
 昼食とおしゃべり

千葉市稲毛区園生町1107-7
043-309-0930
主な取組み
・サロン（毎月第2、第4火曜日）
・ラジオ体操（毎週木曜日）
・暮らしの健康相談室
 （偶数月の第3水曜日）
・地域食堂　（毎月最終金曜日）
 

八街市東吉田912-8
043-440-0301
主な取組み
・ふうちゃんサロン（毎月25日）
・風の村ロッジだれでも食堂
 （毎月第2金曜日）
・ふうちゃん号
 （買い物バス　毎月8のつく日　8,18,28）
・学習支援
 （小学生対象。夏休み、冬休みに開催予定）

佐倉市山崎529-1
043-484-2106
主な取組み
・買い物バス
（毎月７のつく日　7、17、27） 

成田市大竹字内沼370
0476-28-2080
主な取組み
・サロン（毎月第２金曜日）
 俳句作り、講座（詐欺電話の
 予防、介護予防）
・簡単体操
・唄　など

市川市須和田１-２３-４
047-375-3300
主な取組み
・てこなカフェ（年４回）：
笑いヨガ、認知症サポーター講座など
・きなりこども食堂
 （毎月第３木曜日）
・オレンジカフェすわだ
 （認知症カフェ）毎月第３日曜日

千葉市稲毛区作草部1-15-17
043-445-8920
主な取組み
・買い物バス（毎月第2、第4火曜日）
・認知症サポーター養成研修 
（年2回）
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有料老人ホームを探してます。
風の村にも、〇〇ホームや〇〇ハウス
などがたくさんありますが、
どう違うのでしょうか。

生活クラブ風の村では、

を運営しています。どの事業所もご入居いただけ
る施設ですが、入居にかかる費用や月々の利用
料・家賃等の設定が、事業によって異なります。
特別養護老人ホーム・認知症対応型共同生活介
護は、介護サービスも含めた料金設定（独自サー
ビス等は別途費用がかかります）ですが、住宅型
有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅
は、24時間見守りサービス以外の介護サービス
は利用料金等が別途かかります。
詳しくは各事業所にお問合せください。

いろいろな事情が重なり、
金銭的な余裕がありません。
複合的な問題について相談に乗っ
てくれるところはありませんか。

18歳のこどもに
知的障がいがあります。
風の村で働くには
どうすればよいのでしょうか？

生活クラブ風の村では、「とんぼ
舎」という18歳以上の障がいの

ある方を対象とした事業所が、佐倉市
にあります。詳しくは、事業所にお問
合せください。
また、生活クラブ風の村では「ユニバ
ーサル就労」に取り組んでいて、さま
ざまな働きづらさを抱えた方をそれぞ
れの職場で受け入れています。受け入
れにあたっては、きちんとアセスメン
トを行ったり、サポート体制を整えて
から開始していますので、ユニバーサ
ル就労の受け入れ窓口「NPO法人ユニ
バーサル就労ネットワークちば」へお
問合せください。
（詳しくはP.18へ）

生活クラブ風の村では、他団体
と共同で、生活困窮者自立支援

法に基づいた事業を行っています。「生
活困窮者自立支援事業」を行っている
お近くの事業所へお問合せください。
（詳しくはP.13へ）

・特別養護老人ホーム「特養ホーム八街」
・住宅型有料老人ホーム「サポートハウス光ヶ丘」
　「きなりの街すわだ」
・サービス付き高齢者向け住宅「サポートハウス高根台」
　「サポートハウス稲毛」「サポートハウス流山」
・認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
　「グループホーム作草部」

風の村とつながりたい時は
どうすれば良いのか？
目的別でご紹介します。

〝風の村への
入り口〞は
こちらです！

精神障がい／高次脳機能障がい／発達障が
い（自閉症、アスペルガー症候群、学習障が
い、ADHD等）／依存症（アルコール・薬物・
ギャンブル等）／認知症／障がいのライン
に届かないがなんらかの理由がある

［精神的な理由］

身体障がい／知的障がい／病弱／
難病／妊娠中／障がいのラインに
届かないが身体や知的に
なんらかの理由がある

［身体的・知的な理由］

リタイア後の高齢者／長時間労働が難しく、
短時間の勤務制限がある／子育て中／
介護中／父子家庭、母子家庭／外国国籍／
触法歴がある、執行猶予中／生活に困窮して
いる／DV被害／ニート、ひきこもり

［社会的な理由］

ユニバーサル就労の対象範囲

難病／妊娠中／障がいのラインに

ユニバーサル就労の取り組み
生活クラブ風の村では2008年から千葉県内の諸団体とともに、

より多くの企業や団体がユニバーサル就労に
積極的に取り組んでいくことのできるようなシステムをつくってきました。

会 社 で は た ら い て い ま す ！

NPO法人ユニバーサル就労ネットワークちばは、ユニ
バーサル就労をすすめる企業・団体を支援する活動を
している団体です。ユニバーサル就労の総合受付を担
い、ユニバーサル就労で働くことを希望する人とユニ
バーサル就労をすすめる企業・団体、生活クラブ風の
村とのコーディネートも行っております。
生活クラブ風の村はNPO法人ユニバーサル就労ネッ
トワークちばの会員団体として、他のユニバーサル就
労をすすめる企業・団体と相互に連帯しながら、ユニ
バーサル就労を推進しています。

NPO法人ユニバーサル就労
ネットワークちばとの連携

コーディネート／継続支援／職業紹介／
コーディネーター養成／事業開発・設立支援
ユニバーサル就労希望者の総合受付

生活クラブ
風の村

ユニバーサル就労
ネットワークちば

特定非営利活動法人

TEL
043-306-2564

総合受付

定義

「働きたいのに働きにくいすべての人（触法状態の人を除く）」

障がいがあったり、生活困窮状態にあるなど、さまざまな理由ではたらきたいのに
はたらきづらいすべての人がはたらけるような仕組みをつくると同時に、誰にとっても

はたらきやすく、はたらきがいのある職場環境を目指していく取り組みです。

ユニバーサル就労ってなあに？
ところで

 Un iversa l  work?
What  i s

ユニバーサル就労、詳しくは▶ 

ボランティアに興味があります。
風の村では募集していますか。
また、ある場合はどこで
申し込めばいいでしょうか？

生活クラブ風の村の事業所で
は、多くのボランティアの方

にご活躍いただいています。随時受
け付けておりますので、各事業所へ
直接お問合せください。
また、生活クラブ千葉グループのう
ち「NPO法人VAICコミュニティケア
研究所（TEL.043-290-8015）」ではボ
ランティアのコーディネート事業を
行っています。「はぐくみの杜を支え
る会（TEL.0439-32-2270）」でも児童
養護施設「はぐくみの杜君津」での
ボランティア活動を行っています。

車いすや介護ベッドなどの
レンタルを探しています。
どこで、またいくらくらいで
借りられるの？

ご利用を希望される方の状態や
状況によって異なります。ご利

用のケアプランセンター等でケアマネ
ジャーや福祉用具専門相談員にご相談
ください。福祉用具の中には、介護保
険を利用できるものもありますので、
詳しくは各ケアマネジャー等にお問合
せください。

家族の介護に疲れてしまいました。
話を聞いてもらえる場所は
ありますか。

生活クラブ風の村では、「安心システ
ム」という取り組みをしています。

各活動拠点では「ケアラーズカフェ」等を
行っており、ご自宅等での介護の相談に乗
ったり、同じような環境にある方同士でお
話しいただける機会を作っています。詳し
くは、お近くの「安心システム活動拠点」ま
でお問合せください（※該当ページ）。

素敵な施設がたくさん
ありそうです。
見学したい場合には
どうしたらいいですか。

ありがとうございます。
見学はいつでも受け付けてい

ます。当日にお越しいただいてもか
まいません（当日の場合には職員が
きちんとご案内できないこともあ
るかもしれませんが、ご了承くださ
い）。ご希望の事業所へ直接お問合
せください。事前予約をしていただ
けると確実です。
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