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C 小さなことから
S 相談受けます
W 私たちへ

特集

CSW（コミュニティ・ソーシャルワーカー）

新型コロナウイルスワクチンの
追加接種
（3回目）
を
前倒しして実施します
問新型コロナワクチン接種コールセンター
（ 0120−102−654、フ5722−7048）

65歳以上のかたの新型コロナワクチン接種の間隔を、8カ月から7カ月へ短縮し、前

倒しして進めます。
3年6／10までに2回目接種を終えたかたには、1／13に接種券を発送しました。また、

3年6／30までに2回目接種を終えたかたには、1月中に接種券が届くように発送します。
接種券が届いたら、LINEまたは電話でご予約ください。
LINE予約は、家族など本人以外のスマートフォンからも予約できます。
詳細は区ホームページ（コード❶）をご覧ください。
❶

1／22に、臨時特別給付金などをお知らせするコロナ臨時号を発行予定です（区内の全戸に配布）。1／24を過ぎて

も届かない場合は、シルバー人材センター（☎3793−0181、フ3793−0588）へご連絡ください。
発行／目黒区

編集／広報課

毎月2回（1・15日）発行

〒153−8573 目黒区上目黒2−19−15

区ホームページ

☎3715−1111
（代）

https://www.city.meguro.tokyo.jp/

フ5722−8674
（広報課）
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C SW

令和4年（2022年）1月15日号

コミュニティ・ソーシャルワーカー（CSW）は、地域の皆さんの相談を聞き、さまざまな関係機関などに
つなぐ調整役として、3年4月に誕生しました。高齢者、子ども、障害、生活困窮等の日常生活の困りごと
の解決や地域活動への参加支援などを、地域のかたや関係機関と協力しながら取り組んでいます。気になる
ことや気付いたことを気軽にCSWへ相談してください。

（コミュニティ・ソーシャルワーカー）
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地域の皆さんに寄り添い、つなぐ

問健康福祉計画課地域福祉推進係（☎5722−7062、フ5722−9347）

このような活動をしています
CSWは、行政・専門機関、地域包括支援センター、民生委員・児童委員、町会・自治会、住区住民会議、ボランティア団体、NPO法人、
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CSWは皆さんの近くにいます。まずは話を聞かせてください

社会福祉協議会などと一緒に、住民が目指す地域共生社会づくりを支えていきます。

きめ細かく地域の声を
拾っていってください

高齢者センター長

CSW

CSWへの相談は目黒区社会福祉協議会へ

高齢者・介護・障
害者・子育て・教
育機関、国際交流、
福祉のコンシェル
ジュほか

ボランティア団体、
NPO法人ほか

がある
困りごと

地域
何か のため
した に
い

町会・自治会、
住区住民会議、
老人クラブほか

CSW
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私たちがCSWです

北部地区

堀田さん

「そこまで困っていない」
困りごとを見つけ出す

CSW

社会福祉協議会

在宅福祉サービスセンター、
ファミリー・
サポート・センター、ボランティア・区
民活動センター、権利擁護センター

フットワークが
軽いのでいろいろな
情報をもらえますね

民生委員・
児童委員

地域の皆さんの話を聞き、
解決できるよう
調整します

CSW

CSW

電話 5708−5792

FAX 3711−4954

来所 上目黒2−19−15

地域住民
CSW

地域の情報を

地域で何か

知りたい

してみたい！

近所に

知り合いがほしい

退職後に地域のために何
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かしたい
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が近くにいないので不安
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分からない

元のことが分からない

近所の人が

心配

ひとり暮らしで頼れる人

子育ての悩みを
相談したい

東部地区

鈴木さん

皆さんの声や活動報告が
励みになっています
CSWとして最初に受けた相談は、「リタイ

隣の人がひきこもっているようで気

ひとり親家庭なので、

どこに行ったらいいか分からない

になる

子育てのサポートを
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日本語が話せない外国籍のかたがご

してほしい

みの出し方で困っている

が求められます。CSWは、課題の解決を制

中央地区

大熊さん

一つ一つ誠意をもって
対応していきます

南部地区

飯田さん

CSWにとって聞くことは
最も大切な仕事

西部地区

岡田さん

CSWの活動は、地域の理解と
協力があってこそ

特別養護老人ホームや地域包括支援センタ

認知症高齢者のデイケア、障害者の通所施

ア後、地域活動をしたいがどうすればいい

ーで、主に高齢者福祉の仕事をしてきました。
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Ｗを目指していきます。

ます。

ホホームページ

誰かに
相談したい

区内5地区にCSWがいます。気軽に声を掛けてください。

相談内容が多岐にわたるので、知識と経験

凡例問問い合わせ

総合庁舎別館3階

地縁組織

地域包括支援センター
断らない支援が
とても心強いです

地域との橋渡しを
期待します

子育ての悩みも
聞いてください

行政・
専門機関
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めぐろ区報

めぐろ区報は、
日本語に加え英語・中国語
（簡体・繁体）・ハングルで読めるデジタルブックを配信しています。

CSWは生活支援コーディネーター（※）を

※地域で高齢者の生活支援や介護予防をサポートする専門職

「ささえあいレポート」
を発行しています
地域を回りながら住民の皆さんから聞い
たり、発見したりしたつながりや支え合い
を紹介しています。目黒区社会福祉協議会
で配布しているほか、同会ホ（コード❶）で
ご覧になれます。

❶

地域で活躍す
る人の紹介や
イベント情報
など内容が盛
りだくさん

CSW

