
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

   

 

 

「生活クラブ千葉グループ」は  

1976 年誕生した生活クラブ生協千葉の 

食･環境･子育て･地域福祉などの活動･事業を母体にし 

当事者であるひとりひとりが担い手として関わることで 

地域に多様な資源とネットワークを生み出してきました 

近年は社会的養護･貧困対策･就労支援･再生可能エネルギーの推進など 

地域社会に必要とされる事業に力を入れて取り組んでいます 

わたしたちは これからもその総合力で 

だれもが排除されることなくその人らしく地域で暮らしていけるよう 

社会問題の解決とコミュニティーの再生に取り組みます 

2019.1 作成 

◆ 生活クラブ千葉グループ各団体のあゆみ 

1976年 「生活クラブ生協」設立 
1984年 千葉で最初のワーカーズコレクティブ「かい」設立 
1992年 「ワーカーズコレクティブ千葉県連合会」設立 
1993年 「地球市民交流基金ＥＡＲＴＨＩＡＮ」設立 
1999年 「せっけんの街」設立 

（1984年結成「手賀沼せっけん共有者の会」が改組） 
2000年 「ちば市民活動・市民事業サポートクラブ」設立 
2004年 「社会福祉法人生活クラブ」設立 

（1998年設立「社会福祉法人たすけあい倶楽部」が改組） 
2008年 「ＶＡＩＣコミュニティケア研究所」設立  

（1998年設立「たすけあい倶楽部を支える会」が 2004年
「生活クラブボランティア活動情報センター」に改組し、
2002年設立「コミュニティケア研究所」と合併） 
2020年 4月「コミュニティケア街ねっと」に名称変更 

2012年 「ユニバーサル就労ネットワークちば」設立 
2013年 「はぐくみの杜を支える会」設立 

◆ つながる経済（社会的連帯経済）をひろげよう 

人口減少・高齢化が急速に進む我が国において、
「人を大切にする、人のための経済、社会」への転
換が不可欠です。それは、金のための経済活動から、
社会をよくするための、人間的な経済の発展、貧
困・格差を縮小し、人と人、人と自然のつながりを
促す方向に大きく舵を切るという事です。 
 私たちは「つながる経済（社会的連帯経済）」を、
非営利団体のみならず営利企業も含めて「営利のみ
を目的とせず、人と人、人と自然を大切にする事業
活動」と位置付け、その活動を広げていきたいと思
います。そして、こうした事業に取り組む団体の交
流の場、「つながる経済（社会的連帯経済）フォー
ラムちば」の開催を呼びかけています。 



 ● 孤立・困窮から社会参加へ ～生活困窮者自立支援～ 

グループでの取組経過 

2008 年 生活再生支援センター（千葉県多重債務者相談事業受託） 

2010 年 アリエッティ基金（寄付を原資とした小口貸付制度） 

2013 年 生活困窮者自立支援モデル事業（千葉市稲毛区） 

2015 年 生活クラブ虹の街くらしと家計の相談室（生活相談・家計再生支援貸付事業） 

 生活困窮者自立支援事業 各地で受託（自立・就労・家計） 

困窮家庭の子どもの生活支援「すまいるじょい」 

2016 年 千葉市ひきこもり地域支援センター、浦安市ひきこもり相談事業 

  
生活困窮者自立支援事業との連携（2017年度） 

グループ団体が事業を受託して 

いる自治体（共同体での受託含む） 

◆ 船橋市(自立･就労) 

◆ 柏市(自立･就労･家計) 

◆ 佐倉市(自立･就労･家計･学習) 

◆ 四街道市(自立･就労･家計) 

◆ 印西市(自立･就労･家計) 

◆ 白井市(自立) 

◆ 八街市(自立･就労) 

◆ 栄・酒々井町(自立) 

◆ 千葉市(自立･就労･家計) 

◆ 松戸市(就労) 

◆ 浦安市(その他[ひきこもり相談]) 

● こどもの健やかな育ちを社会で見守る ～こども安心システムの推進～ 

社会的養護施設支援 

生活クラブ風の村が運営する、はぐくみの杜君津（児童養護施設）、 

同赤ちゃんの家（乳児院）、人力舎君津（自立援助ホーム）の 

子どもたちの育ちと自立を支援する「はぐくみの杜を支える会」 

 お米の寄付活動 6565 ㎏（2015~18 年度） 

 はばたき基金（自立支援）寄付 10,177,742 円（2013～17 年
度）         助成 1,015,541 円（2016～17 年度） 

こども・若者未来基金 

県内生協、中核センター、児童養護施設にグループ団体も参加し社会的
養護下、貧困・要支援家庭の子どもの支援を行う「NPO 法人ちばこど
もおうえんだん」設立。 

子どもたちの自立を伴走者と共に支援する基金の寄付募集に協力     
こども・若者未来基金 2017 年度寄付 9,493,000 円[全体] 

 
こども若者のキャリアチャレンジの支援 

川崎市の認定 NPO 法人と連携し､こどもの自己肯定感とやる気を引き出
すためのプログラムを､千葉展開するための検討・組織化を進 。 

 

⚫ 海外の貧困の子どもたちを支援 

パキスタンのスラム街に暮らす子どもたちの通学・自立を、 

フェアトレード品の販売や古着の回収を通じ資金作りに協力。 

子育ち・子育て支援施設   

認可保育園(３)、小規模保育園(１)、親子ひろば(２)、放課後等児童デイ
サービス(７)うち児童発達支援(２)、放課後の居場所(１)、学習支援
(１)、こども食堂（含多世代食堂）(１４)、 

こども食堂支援 

生活クラブ虹の街による寄付募集と運営助成 

2017～18 年度総額 寄付 2,889,004 円⇒助成 55 団体へ 2,785,300 円 

● 働く人の協同組合 ～ワーカーズコレクティブ～ 

 
生活者の目線で地域の必要を拾い「モノ」や「サ
ービス」を事業化し、住みやすい暮らしやすい街
づくりに繋げる非営利市民事業。 

メンバー全員で出資し、全員で働き、全員で運営
に参加します。仕事の目的や働き方、報酬なども
みんなの話し合いで決めて責任もみんなで引き
うけます。 
 
現在 17 団体が連合会に加入し、 弁当・惣菜、レストラン、リ
サイクルショップ、子育て、生活支援サービス、居場所事業、
葬祭サポート、編集、住まい、生協業務受託（配送、デポーフ
ロア業務他）、 高齢者・障がい者施設厨房受託などの事業を行
っています。 

 

市民主体の地域づくりを支援する 

 市民活動団体のマネジメント・相談対応 
(資金調達、広報、会計、 

法人設立、運営相談など） 
 ｢NPO 応援講座｣を企画開催 
 地域づくりをコーディネート 

 四街道市地域 業務委託事業 

 富里市 育成業務 

 しろい市民 運営支援事業 

 多世代交流拠点「おおなみこなみ」運営事業 

 福島県県外避難者支援・相談事業 
 行政、他組織との連携・協力 

● 市民活動を多方面から支援する 

⚫ みんなの寄付で地域をよくするしくみをつくる 

地域社会の実情、活動支援をめぐる諸問題を少しでも克服し、市民が
つくる公共的な活動の発展に寄与するため、ＮＰＯクラブの「市民活
動支援基金」を基に、171 名 25 団体から基本財産を集め設立された市
民立の法人「公益財団法人ちばのＷＡ地域づくり基金」。 

 意志ある寄付を受け入れ、地域社会の課題
の解決に役立てる「助成事業」、寄付をより
身近に感じる取り組みや提案を行う「寄付
文化創造事業」、みんなで支えあい担う仕組
みづくりの普及促進のための「情報発信・ネ
ットワーク事業」など。 

 

● 水環境を守るせっけんの開発と利用 

生活クラブ千葉グループの始まりは、生活クラブ虹の街による「せっけ
んの街構想」に端を発します。 
当時社会問題となっていた手賀沼汚染から、合成洗剤追放運動が起き、
対案として、廃食油を回収してリサイクルせっけん作りを始めました。 
 
障がい者就労の場所ともなっている手賀
沼と印旛沼のせっけん工場では、洗濯や
食器洗いのさまざまなせっけんを開発。
生活クラブ虹の街の共同購入品として利
用するほか、市販され保育所や学校でも
使われています。 
 
NPO 法人せっけんの街は、第 18 回日本水大賞市民活動賞受賞。(2016) 
 

｢自立｣｢就労｣｢家計｣について…生活困窮者自立支援制度での支援策。必須事業である「自立相

談支援事業」の窓口が各行政区に置かれ、任意事業である「就労準備支援事業」「家計相談支

援事業」ほか複数の支援事業と連携して対象者の生活困窮からの自立につなげる。 

 

住み慣れた地域で自分らしく
暮らし続けていくことができ
るよう、地域の中で支えきる
ための活動と担い手作りに取
り組んでいます。  

(地域包括ケアの実現) 

安心支援システム  安心ケアシステム 

拠点周辺に住む 
孤立しがちな方 対象 

利用契約を結んだ 
要介護高齢者 

買い物バス 
サロン・カフェ 

健康体操 
相談 

地域(子ども)食堂 

 

活動 

(例) 

定期巡回ｽﾃｰｼｮﾝ 
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 
小規模多機能ﾊｳｽ 
医療や制度外連携 

 安心システムの実践が進む県内 7 拠点 

● 「街の縁側」づくり 

誰でも訪れることがで
きる居場所であり、
各々が緩やかに役割を
持ち、相談・支援の機
能を持つ「街の縁側○
○」を地域に作って行
くことをめざします。  

(地域共生社会の実現) 

● 生活クラブ安心システムの実践 

ＵＷシステムの形態 

 無償コミューター 
 有償コミューター 
 最低賃金保障職員 
 一般賃金職員 

ユニバーサル就労（ＵＷ）とは 

障がいや生活困窮など、さまざまな
理由で働きたいのに働きづらいすべ
ての人が働ける仕組みをつくると同
時に、誰にとっても働きやすく、働
きがいのある職場環境を。 
より多くの人がその人なりのはたら
き方で社会参加できるユニバーサル
な地域社会作りをめざしています。 

ユニバーサル就労の対象 

「はたらきたいのにはた
らきにくいすべての人 
(触法状態の人を除く)」
とし、過去に触法歴のあ
る人はユニバーサル就労
の対象とします。 

ユニバーサル就労の進め方 

1. 個別相談 
2. アセスメント 
3. 業務分解・マッチング 
4. 継続、キャリアのための支援 
これらを本人、職場の上司、内部支
援部署、「NPO 法人ユニバーサル就
労ネットワークちば」と連携し取
り組んでいます。 

グループのユニバーサル就労実績 

（2017 年度末現在・卒業のみ 2007 年度からの合算） 

 

● 働きづらいすべての人に ～ユニバーサル就労～ 

浦安市 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定ＮＰＯ法人 

コミュニティケア街ねっと 

 

 

 

 

 

ＮＰＯ法人地球市民交流基金ＥＡＲＴＨＩＡＮ 

 

 

 

 

 

社会福祉法人生活クラブ 

（生活クラブ風の村） 

 

 

 

 

 

認定ＮＰＯ法人              （NPO クラブ） 

ちば市民活動・市民事業サポートクラブ 

 

 

 

 

〒263-0051 千葉市稲毛区園生町1107-7 
TEL 043-290-8015  FAX 043-290-8016 
https://www.ccmachinet.com/ 
 

 

街ねっと   喫茶アルルカン  C’s cafe 

 

 

〒261-0011 千葉市美浜区真砂 5-21-12 
TEL/FAX 043-279-8665 
http://www.jca.apc.org/earthian/ 
 
「アーシアンショップ柏」 
〒277-0827 柏市松葉町 3-15-1ｳｴﾙｼﾃｨ 2階  
TEL/FAX 04-7133-3930 

生活クラブ生活協同組合 

（生活クラブ虹の街） 

 

 

 

 

ＮＰＯ法人せっけんの街 

 

 

 

 

 

NPO法人ワーカーズコレクティブ千葉県連合会 

 

 

 

 

 

ＮＰＯ法人 

はぐくみの杜を支える会 

 

 

 

 

 

ＮＰＯ法人ユニバーサル就労ネットワークちば 

 

 

 

 

 

発 行：生活クラブ千葉グループ協議会 
    連絡先：生活クラブ虹の街（生協）福祉･たすけあい事業部内 

〒261-0011 千葉市美浜区真砂 5-21-12 ℡.043-278-7768 

 

〒261-0011 千葉市美浜区真砂5-21-12 
TEL 043-278-7671  FAX 043-279-7490 
https://chiba.seikatsuclub.coop/ 
https://www.facebook.com/chiba.seikatsuclub 

〒285-0837 
佐倉市王子台 1-28-8 ちばぎん臼井ビル 4F 
TEL 043-309-5811 FAX 043-460-8844 
http://kazenomura.jp/ 
https://www.facebook.com/seikatukurabukazenomura/ 
https://www.instagram.com/kazenomura.recruit/ 
 

〒261-0011 千葉市美浜区真砂 5-21-12 
TEL 043-303-1688 FAX 043-303-1689  
http://npoclub.com/ 
http://blog.canpan.info/npo-club1 
https://www.facebook.com/NPOclub 
   
 

 

 

〒299-1104 君津市糠田 64 番地  
TEL/FAX：0439-32-2270  
http://hagukuminomoriwosasaerukai.jimdo.com/ 
https://ja-jp.facebook.com/hm.sasaerukai/ 
 

〒260-0013 
千葉市中央区中央3-9-9 エレル千葉中央ビル304   
TEL 043-306-2564  FAX 043-306-2574 
https://uwnchiba.net/ 
https://www.facebook.com/uwnchiba/ 
twitter アカウント @UWN_CHIBA 
 

 

 

〒277-0872 柏市十余二 380-97 センター柏 
TEL/ FAX 04-7134-0072  
E-mail wcochiba@s2.dion.ne.jp  
http://wcochiba.org/ 
 
 

〒277-0803 柏市小青田 29-2 
TEL 04-7134-0463 FAX 04-7134-7468 
http://www.sekkennomachi.org/ 
https://www.facebook.com/sekkennomachi/ 
http://blog.canpan.info/sekkennomachi/ 

https://www.ccmachinet.com/
http://www.jca.apc.org/earthian/
https://chiba.seikatsuclub.coop/
https://www.facebook.com/chiba.seikatsuclub
http://kazenomura.jp/
https://www.facebook.com/seikatukurabukazenomura/
https://www.instagram.com/kazenomura.recruit/
http://npoclub.com/
http://blog.canpan.info/npo-club1
https://www.facebook.com/NPOclub
http://hagukuminomoriwosasaerukai.jimdo.com/
https://ja-jp.facebook.com/hm.sasaerukai/
https://uwnchiba.net/
https://www.facebook.com/uwnchiba/
http://wcochiba.org/
http://www.sekkennomachi.org/
https://www.facebook.com/sekkennomachi/
http://blog.canpan.info/sekkennomachi/

