
しあわせ南流 
 

安心して子育てでき、 

子どもの笑顔あふれる街に 
― 児童委員、主任児童委員について － 

 

南流山地域は 1973 年の JR

武蔵野線、2005 年のつくばエ

クスプレスの開通を契機に開発

の進んでいる若い街です。この

ため、「新たに住み始められたご

家族が地域とのつながりを持て

ず、孤立されてしまうことが・・」

と心配されます。 

『しあわせ南流』（第 48 号）の民生委員特集で、

民生委員が子どもや子育て家庭への支援活動を行う

児童福祉法の児童委員を兼ね、児童に関することを専

門的に担当するのが主任児童委員であることを紹介

しました。妊娠中の心配ごとや子育ての不安、しつけ

の悩み、親子関係、仲間づくり、子どものいじめや非

行、不登校、児童虐待など、子どもや子育てに関する

悩みについて、児童委員・主任児童委員が相談相手と

なります。そして内容に応じて利用できる福祉制度や

子育て支援サービスの紹介やサービスを利用できる

ように関係機関との橋渡し役となります（下図）。 

南流山小学校区の人口は平成 24 年 4 月現在、1 万  

3 千人を超えます。相談をためらわれている方もいら

っしゃると思いますが、現在の 7 人の児童委員・主

任児童委員では目の行き届かないことも事実です。そ

こで地域の皆さんからの支援の必要な方々に関する

情報が必要となります。民生委員（＝児童委員）は民

生委員法で守秘義務があり、皆さんから民生委員へ支

援の必要な方々の情報を伝えることは「個人情報の保

護に関する法律」の規制対象とはなりません。 

民生委員・児童委員と連絡をとられたい場合は、流

山市役所健康福祉部社会福祉課（☎ 7150-6079）、

または、流山市社会福祉協議会（☎ 7159-4735）

へお問合せください。ご自身の出産や子育ての悩み、

虐待を懸念されるお子さんを見つけた時など、『児童

相談所全国共通ダイヤル』（☎ 0570-064-000）

を通して地域の児童相談所に相談や連絡もできます。 

 流山市の子ども家庭課（☎ 7150-6082）で『子

ども総合相談』として子育てに関わる様々な相談に対

応しています。また、就学前児童の育児の不安や悩み

等、生活全般の相談に「子育て支援センター さくら

んぼルーム」（南流山聖華保育園、☎ 7159-3401）、

「子育て支援センターらぶりー」（なかよし保育園、

☎ 7158-5500）もあります。 

【流山市子ども家庭課】 

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/kosodate

/index.htm 

 

■ 子育てMAP プロジェクト実行委員会の「ながれやま子

育てMAP～南流山編～」が流山市から公開されています。 

 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/kikakus

eisaku/dan/kosodatemap/index.htm 
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地域の安全活動について 

 子ども達の登下校時、PTA の皆さんによる交通安

全活動が行われています。また、「流山市交通安全母

の会」による活動なども行われています。 

 流山市の自主防犯パトロール隊として各自治会が

登録され、活動されています。そして南流山小学校区

の愛犬家で防犯活動に関心ある方が『わんわんパトロ

ール隊』のバッチを付けて、愛犬の散歩とともに、不

審者・不審車両・危険な違法駐車等がないかなど、活

動されています。『わんわんパトロール隊』にご協力

いただける方は南流山小学校（☎7159-2521）の

教頭先生までご連絡くださ

い。また、皆さんの散歩の時

間を子ども達の登下校時間

にあわせるなどを通して見

守り活動にご協力ください。 

 

平成 24 年度総会の報告 
 南流山地区社会福祉協議会は南流山小学校区の自

治会、婦人会、老人会、民生委員、ボランティアのメ

ンバーで構成されます。5 月 6 日、南流山自治会館

で平成 24 年度総会が開催され、今年度の事業計画や

予算案などが承認され、昨年度と同様、下記の活動を

行うことになりました。開催日未定のものは「長寿会」、

「寿楽会」、「婦人会」、自治会等を通して案内します。 

 

平成 24 年度の事業の概要 

事業 概要 

健康講座 

（毎月第４土曜日 

南流山福祉会館） 

ゲーム感覚の運動を交えて体

操を行ないます。事前の申込

み、会費は不要です。タオル、

着替え、飲料水、そして歩きや

すい靴をご用意ください。 

 

ふれあいのつどい グランドゴルフ大会を開催 

（6 月 12 日、11 月 10 日）

ふれあいサロン 

『水仙の会』 

（毎月第３月曜日、 

南流山自治会館） 

催し物や会食(300 円)をご高

齢の方に楽しんでいただきま

す。事前申込みは不要です。な

お、8 月はお休みです。 

「いきいき 

シニアの会」 

 (地区敬老行事) 

（10 月 14 日） 

南流山小学校区にお住まいの

70 歳以上の方を対象に、会食

や地域のボランティアの方の

演芸を楽しんでいただきます。

独居高齢者等の 

見守り活動 

(南流山ひまわり会) 

高齢の一人暮らしやご夫婦で

も病気等で不安をお持ちでご

希望の方を見守りします。 

在宅介護教室 在宅介護や健康等に関する勉

強会を開催します。(日程未定)

障がいの理解 障がいのある方と共生できる

地域となるように講演会など

の活動を行います。（日程未定）

平成 24 年度 南流山地区社協 役員 

会 長 市川誠  

副会長 山崎隆昭、塩谷節子 

書 記 育野悠紀、山本裕子 

会 計 岡田クラ子、大津澄子 

理 事 飯泉修司、吉田淳、永田末広、佐藤和夫、

中神愛子、弓削美佐子、中島美江、 

荒井公子、牧野欽治、杉本理恵 

監 事 片山靖起子、櫻田秀樹 

 

「いきいきシニアの会」の 

開催は 10 月 14 日(日) 
 南流山小学校区にお住まいの 70 歳以上の方をご

招待して南流山センターの大ホールで、南流山小学校、

南流山中学校の皆さんの演奏や、地域のボランティア

の皆さんによる演芸を楽しんでいただく、「いきいき

シニアの会」、10 月 14 日となりました。 

 9 月下旬に招待状のお届けを予定しています。 

 

■ 南流山地区社協の行事予定（平成 24 年度） 

月 日 実施内容 月 日 実施内容 

４月 16 日(月) 10 時～ ふれ合いサロン 10 月 15 日(月) 10 時～ ふれ合いサロン 

４月 28 日(土) 10 時～ 健康体操 10 月 27 日(土) 10 時～ 健康体操 

５月 21 日(月) 10 時～ ふれ合いサロン 11 月 10 日(土)８時 30 分～ グランドゴルフ大会 

５月 26 日(土) 10 時～ 健康体操 11 月 19 日(月) 10 時～ ふれ合いサロン 

6 月 12 日(火) ８時 30 分～ グランドゴルフ大会 11 月 24 日(土) 10 時～ 健康体操 

6 月 18 日(月) 10 時～ ふれ合いサロン 12 月 17 日(月) 10 時～ ふれ合いサロン 

６月 23 日(土) 10 時～ 健康体操 12 月 22 日(土) 10 時～ 健康体操 

７月 16 日(月) 10 時～ ふれ合いサロン 24 年/１月 21 日(月)10 時～ ふれ合いサロン 

７月 28 日(土) 10 時～ 健康体操 １月 26 日(土) 10 時～ 健康体操 

8 月 25 日(土) 10 時～ 健康体操 ２月 18 日(月) 10 時～ ふれ合いサロン 

９月 17 日(月) 10 時～ ふれ合いサロン ２月 23 日(土) 10 時～ 健康体操 

９月 22 日(土) 10 時～ 健康体操 ３月 18 日(月) 10 時～ ふれ合いサロン 

10 月 14 日(日) 10 時～ いきいきシニアの会 ３月 23 日(土) 10 時～ 健康体操 

注：「ふれあいサロン」は南流山自治会館、「健康講座」は南流山福祉会館で開催


