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今日は神田会長が風邪を引きまして欠席です。私

に経験から言うと２月というのは一番風邪を引き

やすい時期です。忘年会、新年会と続きましてちょ

うど疲れが出るころなのです。我々中小企業にとっ

て大事なことは経営者の健康です。経営者が病気の

ところに行くと何か雰囲気が沈んでいます。人間で

何が一番不幸かと言えば病気です。次に貧困。病気、

貧困、孤独が同時に押し寄せてくる感じがあります。

皆さんもそれに負けず元気に乗り切ってゆきまし

ょう。 

 

吉田 宏一 幹事 

 

皆さんこんばんは！ 

それでは、幹事報告をさせていただきます。 

本日は３点ございます。 

◆ ロータリー手帳のご案内を回覧いたします。ご

購入を希望される方は、ご記入のほうをお願い

致します。 

◆ 次週例会は、インターシティ・ミーティングと

なります。２月１５日午後３時点鐘。ホテル・

ザ・マンハッタンです。宜しくお願い致します。 

◆ その翌週の例会は、２月２１日朱 建華さんの

卓話となります。宜しくお願い致します。 



 

クラブ研修委員会   野嶋 浩一 委員長 

 
２月２８日の千葉駅前清掃の後の炉辺会議につ

いてご案内いたします。場所は『ちゃ太郎』さんで、

時間は清掃終了後１８：００位からです。会費につ

いては５０００円ですが、例会費を差し引き一人当

たり１４００円になります。詳細については改めて

事務局からご案内があると思いますので、ご出席宜

しくお願い致します。 

 

お誕生祝 

高山 正孝 会員 

 

吉田 宏一 会員 

 
原田 健一 会員 
 

 

 

被保護者就業促進事業について 

千葉市経済農政局経済部産業支援課 課長 

菊谷 雅樹 様 

 

本日の題目ですが、私の次にご説明いたします石

原が事業の所管課ですので、私は市が何故このよう

なところでお話をお願いしているかということを

ご説明させていただきます。 

皆さんもご存知のように経済事情が悪い中千葉

市も生活保護の方が、非常に増えてきました。毎年

予算を組んでも補正予算を何億も組みなおしをし

なければならない状態です。昨年熊谷市長が中心と

なりまして生活保護者の自立プロジェクトチーム

を作ることになりまして、経済部の産業支援課が雇

用の関係もやっていましたのでそのチームに参画

しているところですが、たまたま千葉西 RC の内貴

さんに相談したところロータリーで話してみては

どうかということになり、このような機会を頂いた

わけです。その様な訳でプロジェクトチームの主た

る保護課の課長さんと今日はお邪魔し、制度の話と、

千葉市の現状と、皆様にご協力を願えるものであり

ましたらお願いしたいという趣旨の話をさせて頂

くと言う事でありますので、貴重なお時間を頂き非

常にありがたいところでありますが、しばしの間ご

拝聴していただければと思います。どうぞ宜しくお

願い致します。 

委 員 会 報 告 

今 月 の お 祝 い



千葉市保健福祉局保護課 課長 

石原 信夫 様 

 

説明の前に保護課のご説明から。保護課は１０年

ほ

的な生活

の

ら

現在、被保護世帯数 12，014 世帯、

事業 

給者については、長引く景気低迷によ

り

ノウハウを有する企業と委託契約を

締

 

就職及び就労支援

（3） 等に対し、求職活動や就

事業計

 

2 10 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日 

（2）委託先 

フ転身サポート株式会社 

（3）

を設置        1 か所 

就労支援員・（就労支援・キャリアカウ リ

事

の

ど前に存在しておりましたが、自然消滅してしま

いました。昨年の４月に１０年ぶりに復活したわけ

です。私は２代目の課長でございます。その前は花

見川区で生活保護の関係を１年ほどさせていただ

きまして、ケースワーカーとして２０代から３０代

にかけて６年ほどの経験があります。 

生活保護とは、憲法２５条の健康で文化

保障により、生活に困窮している方に程度に応じ

て国が保障する制度です。もうひとつ大事なことは

その場での自立を助長するということです。その困

窮の状態を脱却するまで保障するということです。 

当然生活保護費には最低生活費というのが決め

れておりまして、年齢と家族構成によりまして金

額が決まっております。因みに一人暮らしで基本生

活費が３万４～５千円位、光熱費などの共通生活費

が４万円位、あと家賃が単身者ですと４万５千円位

(複数世帯が５万９千円位)を限度として支給され

ます。そこで最近よく言われるのが、国民年金が満

額で月６万円程度なのでこの逆転現象は問題視さ

れていますが、これは、生活保護制度は昭和２５年

に制定され今まで一度も改定されないのと、社会情

勢、経済情勢が大きく変化したのが原因になってお

り、我々のほうも国に対し抜本的な改革の要望を出

しております。 

千葉市の現状 

平成２２年１２月

被保護人員 16，430 人、保護率 17．1％(千人あた

りの保護者数)。政令市で一番高いのは大阪市、保

護率は 54％位です。国全体では昨年１０月現在

1,964,280 人、1,417,830 世帯。史上３番目の多さ。 

平成２２年度生活保護費 238 億 8 千万円。一般会計

予算 3，503 億円 

被保護者就業促進

事業目的 

生活保護受

、失業等を理由とした稼働年齢層の受給者が増加

している。今までも稼働能力がある被保護者につい

ては、ケースワーカーや就労支援相談員により、就

労支援を行っているものの、求職活動期間が長期と

なる者又は長期となる恐れの者をいかにして自立

につなげるかが喫緊の課題となっている。そこで、

稼働能力のある被保護者対する就労支援をより効

果的に推進し、自立の支援を図っていく。 

事業概要 

就労支援の

結し、次の事業を行う。 

（1）被保護者の就労先の開拓

（2）稼働能力のある被保護者の

のためのサポート 

就労意欲に欠ける者

労継続についての意欲喚起のためのセミナ

ー等の実施 

画 

（1）期 間

平成 2年

（平成 23 年度も拡充し継続予定） 

テンプスタッ

実施体制 

市内に事業所

雇用開拓員（被保護者に適した雇用先の開拓） 

２人 

ンセ

ング等）             ２人 

セミナー講師（就労セミナー）   １人 

実上１１月くらいから活動していますが、現在

ところ１２月末現在で市内・近郊６６３社ほど回

りまして、２２件の応諾を頂きました。その中で９



件ほど仕事が見つかりました。実際仕事が配置でき

たのは１名ですが、どうしてもパート、アルバイト

という形が多くなります。この事業の目的としまし

ては市長のほうからも生活保護費を少しでも削減

して欲しいと言われておりますので、できるだけ少

しでも働いてもらうことをお願いしております。３

月でこの事業は終了しますが、それ以降はさらに拡

充しまして各区に１名ずつ就労開拓員と支援員を

配置するよう考えています。 

もう一つ、就労意欲のない方に農業とか企業での

就

 

で

ークラブの皆さんには支援開拓員

を

が有りますので１日

Ｑ：被 ンセリングや能力調査等はど

Ａ：就 ンセリングは現在

Ｑ：

名で同時にひとつの

最 健康で何もしないでブ

ラ

どうぞ宜しくお願い

致

飯田 会員 

佐藤 会員 話があり「なぜ日にちを発

松澤 会員 た。これ

原田 会員 うございました。

 計 ２５､０００円 

労体験をしてもらうという事業を立ち上げます。

それと併せてボランティアをやって体を動かし、少

しでも働く意欲を増してもらう。或いは、人と係わ

ることで社会との隔離されたものを取り去り居場

所作りに貢献するというようなことを行い、終わっ

たら就労支援をする。その様な事を考えております。

あとは貧困の連鎖を防ぐことです。親が生活保護

子供が生活保護というケースも結構増えていま

す。それを防ぐために中学３年生の子供に対して高

校受験の学習支援をしましょうという事業も考え

ております。 

実はロータリ

お邪魔させていただきまして、少しでも働ける機

会をご協力していただければ、非常に助かると思っ

ています。働くということが困難であれば１日でも

就労体験や、ボランティア活動のお手伝いでも結構

ですので是非ご協力をお願いしたいと思います。そ

のような意味で今日お邪魔させていただきました。 

Ｑ：就労体験時の報酬は？ 

Ａ：長期になると労働法の関係

か２日の体験ですので、原則は無報酬でお願い

します。 

就労者へのカウ

のようにしているのか。 

業に関するセミナーやカウ

専門のスタッフで行っております。今の事業

でセミナーが８回約３００名、カウンセリン

グは９２回個人的な面談をしましてアドバイ

スをしております。 

医療費に関しては 

Ａ：無料です。原則ひとつの病

病院です。実は医療費が生活保護予算の４０％

を占めております。 

近よくお聞きする声で

ブラしている。税金を使って全く働かないと、非

常にお叱りの声を受けるわけですが、意欲を失った

人が多いので私たちは喚起を促すためにこのよう

な事業を行っております。 

開拓員が回ってきた節には

します。本日はありがとうございました。 

 

髙山 会員 誕生祝ありがとうございました。 

吉田(宏)会員 誕生日のお祝いありがとうござい

ました。１９日で５４歳になります。 

神田会長が風邪を引いたと言うこと

ですが、私は毎年予防注射をやってお

ります。 

市長から電

表したんだ。」と、文句を言われまし

た。Mail では「密葬」ならぬ「密婚」

なので近親者以外呼ばない。とのこと。

新聞に書いたら読者からおめでたい

ことなのに何事かと、怒られました。

なぜ、私が怒られるのか？ 

今日も遅刻をしてしまいまし

からもするかもしれませんが宜しく

お願い致します。 

お誕生日祝ありがと

見て分かるように？吉田幹事と丸一

年違います。 

      

累 計 ￥９６９,９８０円 
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