
第２章 実施計画 

 

私たちのめざすまち「支え合い助け合いのあるまち」 
～手を取り合ってお互いに支え合えるまちをつくろう～ 

１ 地区社協を中心に地域の支え合いの力を結集しよう 
２ 地域福祉財源を確保しよう 

３ 孤立しない社会をつくろう 
４ 安心して子どもを育てられる地域をつくろう 
５ 高齢者・障がい者・子どもなどへの虐待を防ごう 

 

私たちのめざすまち「いきいきと暮らせるまち」 
～役割や生きがいを見つけいきいきと暮らせるまちをつくろう～ 

１ 町会・自治会の活動に参加しよう 
２ ボランティア活動に参加しよう 
３ 就労を通して生きがいを高めよう 

 

私たちのめざすまち「安心して暮らせるまち」 
～地域の誰もが安心して暮らせるまちをつくろう～ 

１ 誰もが安心して相談できる場を確保しよう 

２ 地域の困りごとにボランティアの力を活かそう 

３ 生活基盤を整えて自立した生活を送ろう 

４ 健康づくりを心がけよう 

５ 安心・安全に暮らせる地域をつくろう 

６ 災害対策に取り組もう 

７ 資源を大切にしよう 

 

私たちのめざすまち「次世代に受け継がれるまち」 
～次の世代につないでいける心やさしい福祉のまちをつくろう～ 

１ 心のバリアフリーを広げよう 

２ 地域での交流を深めよう 

３ 次代の担い手を地域で育てよう 

 

 

15～24 ページ 

25～30 ページ 

31～44 ページ 

45～50 ページ 
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① 

② 

③ 

 

④ 

⑤ 

①  日ごろの関わりの中で聞いたり、イベント等で行ったアンケートで寄せられた、

地域のみなさまの質問や意見を掲載しています。 

 

②  ①の「みんなの声」を受けた取り組みを掲載しています。 

 

③  ②の「私たちの取り組み」を設定した理由・社会的背景などを掲載しています。 

 

④  「一人ひとりができること」は個人が行うこと、「地域ができること」は町会・

自治会や地区社協で行うこと、「社協ができること」は市社協が行うことを掲載

しています。 
 

⑤  ②の「私たちの取り組み」に関連する活動を紹介しています。 は千葉県や松戸

市から受託して行っている市社協事業、 は市社協が独自に行う事業、 は地区

社協が行っている事業、 は地域の団体等の取り組みとして掲載しています。 
 

⑥  ②の「私たちの取り組み」に関連する市社協事業のうち、平成３０年度から５年

間の目標値を設定しています。 

 

＜参考＞ 文章中の(※)がついている文言は、用語集に解説があります。 

 

⑥ 

実施計画の見方 
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私たちのめざすまち「支え合い助け合いのあるまち」 

私たちの目標 手を取り合ってお互いに支え合えるまちをつくろう 

－ みんなの声 － 

○ 住んでいる地域の活動にもっと関わりたい。 

○ 近所との関係が希薄になっている。 

○ 地区社協がどんなことをしているのかわからない。 

【ねらい】 
 地域共生社会とは、「制度・分野ごとの“縦割り”や、支え手・受け手

という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が“我が事”として参

画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて“丸ごと”つながること

で、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会」

です。 

 地区社協では、町会・自治会、民生委員児童委員、ボランティア(※)な

ど地域のさまざまな団体・施設・人々が集い、生活の困りごとを把握し

て、解決を図っていくことを目的とした活動を進めています。ひとり暮ら

しの高齢者を対象としたふれあい会食会・高齢者や子育て中の人を対象と

したサロン（集いの場）や住民アンケートなどを行い、地域の支え合いの

力を結集して生活の困りごとの発見や対応に努めます。 

一人ひとりが 

できること 

○ 自分ができることを見つけて、一緒に支え合い活動に参加

しましょう 

○ 困っている人を見つけたら声をかけ、専門機関へつなぎま 

  しょう。 

地域ができること 

○ 地域住民の困りごとを話し合う場を作りましょう。 

○ アンケートなどで、地域の困りごとや要望の把握に努めま

しょう。 

〇 地域福祉フォーラム（※）を開催し、地区社協、町会・自

治会、民生委員・児童委員、商店会など地域の各種団体が

連携した活動を実践しましょう。 

社協ができること 

○ 地区社協の様々な活動に参加し、地域の声を吸い上げ、それ

を活かした事業を展開します。 

○ 地域住民、各種関係団体、地域包括支援センター等の専門

職と協働し、地域課題の発見・解決に努めます。 

私たちの取り組み 

 地区社協を中心に地域の支え合いの力を結集しよう 

私たちの役割 
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地区社協の事業紹介 

東部地区社協の家事支援事業 常盤平団地地区社協のホームヘルプ事業 

地域福祉フォーラムの実施 

明第1地区社協(防災地図作成) 

高齢者支援連絡会の活動 

  

 高齢者の皆さんを地域全体で見

守り、支援していく取り組みを市

内9地区で行っています。 

 地域福祉フォーラムは、地域の

様々な団体の話し合いの場です。 

馬橋地区社協のボランティア部の活動 

仮 

※地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすための 

 地域包括ケアの中心的な役割を担っています。 

◎ 役割 

 ・地域住民のネットワークの強化 

 ・見守り活動 

 ・社会資源の把握・運営協力等 

◎ 開催地区 

  明第2西、東部、常盤平、常盤平 

 団地、新松戸、五香松飛台、六実 

 六高台、小金、小金原 

 馬橋地区社協では「馬橋ボランティア

アンケート」を実施し生活課題の調査を

行い、ボランティアも募りました。現在

ボランティア部として約300人の部員

が地域ごとにグループを作り、困りごと

に応えています。 

 常盤平団地地区社協と東部地区社協で

は、掃除・洗濯・話し相手・外出の付き

添いなどをお手伝いしています。東部地

区社協の家事支援事業では、町会を回り

包丁研ぎを行い、家事支援とちょっとし

た交流を図っています。 

16



 

 

私たちのめざすまち「支え合い助け合いのあるまち」 

私たちの目標 手を取り合ってお互いに支え合えるまちをつくろう 

－ みんなの声 － 

○ 地域活動には資金が必要。 

○ 社協会費・赤い羽根共同募金・寄付金の使いみちがわからない。 

○ 社協の活動に対する理解が得にくい。 

【ねらい】 
 社協活動の財源は、一般会員・特別会員・賛助会員からいただく会費

収入と行政からの補助金・受託金、赤い羽根共同募金配分金、寄付金な

どです。 

 社協会費等は、地区社協の地域福祉活動や「まつど社協だより」の配

布費用などに使われ、赤い羽根共同募金配分金や寄付金は、「歳末たす

けあい運動」をはじめ、地域福祉活動、低所得者、災害時、福祉施設・

団体支援などに使われます。 

 財源を確保することは、発展的な地域福祉活動を展開していく上で、

不可欠です。 

一人ひとりが 

できること 

○ 地域活動を応援するために社協会費・共同募金・寄付に

協力しましょう。 

○ 地域の活動を知るため「社協だより」を読みましょう。 

地域ができること 

○ 社協活動を積極的に住民に知らせましょう。 

○ 社協活動を知らせるために社協だよりの全戸配布に協力

しましょう。 

社協ができること 

○ 地域住民や施設・団体・企業に対して、社協活動や社協

会費・共同募金・寄付の使いみちや必要性などを分かり

やすく伝えていきます。 

○ 読みやすく親しみやすい社協だより・パンフレットの作

成や広報啓発方法を検討し、社協の推し進める支え合い

助け合い活動の必要性を伝えていきます。 

〇 自主財源の確保に努めます。 

私たちの取り組み 

 地域福祉財源を確保しよう 

私たちの役割 
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社協会費 

市社協事業目標値 

赤い羽根共同募金 

■広報活動助成金 

（まつど社協だより 

  配布手数料） 

  ３９円（１３％） 

■地区社協 

  運営事業費 

  ２１円（７％） 

■会費納入事務費 

  ６円（２％） 
■地区社協活動費 

    交付金 

    ２３４円（７８％） 

 ふれあい会食会 

 ふれあい・いきいきサロン 

 子育てサロン 

 結婚50年祝賀事業(※) 

 福祉教育推進事業 

 ふれあい広場ほか 

 市社協では、市民のみなさん

に社協会員になっていただき、

みなさまからの会費に支えられ

て、地域に密着したきめ細やか

な福祉とボランティア活動の充

実を推進しています。 

 平成28年度一般会費300円(１世帯あたり)の使いみち 

 「赤い羽根共同募金」は、地域住民が

募金活動を通して社会貢献する「じぶん

の地域を良くするしくみ」です。 

 集められた募金は、高齢者や障がい

者、子どもたちなどへの地域福祉活動

や、災害時の災害ボランティアセンター

設置・運営にも役立てられます。 

 共同募金の一環として行われる「歳末

たすけあい運動」は、地域住民やボラン

ティア、民生委員・児童委員、社会福祉

施設、地区社協、「子ども食堂(※)」な

どの関係機関・団体の協力のもと、新た

な年を迎える時期に、支援を必要とする

人たちが地域で安心して暮らすことがで

きるよう使われます。 

 
見込 目標値 

H29 H30 H31 H32 H33 H34 

一般会費納入額（千円） 27,330 27,430 27,530 27,630 27,730 27,830 

特別会費納入額（千円） 1,110 1,110 1,120 1,130 1,140 1,150 

賛助会費納入額（千円） 1,200 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 

寄付金納入額（千円） 3,600 3,600 3,700 3,800 3,900 4,000 

〔年会費〕 
 

● 一般会員：１世帯300円 
 
 （一般世帯のみなさん） 

● 特別会員：１世帯1,000円 

 （個人、法人および団体） 

● 賛助会員：１世帯10,000円 

 （事業所、法人および団体） 
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私たちのめざすまち「支え合い助け合いのあるまち」 

私たちの目標 手を取り合ってお互いに支え合えるまちをつくろう 

－ みんなの声 － 

○ 身近な地域でのつながりを持ちたい。 

○ 家に閉じこもりがちな高齢者が近所にいて心配している。 

○ 一人で外出できないので閉じこもってしまう。 

【ねらい】 
 社会的孤立や無縁社会という言葉に象徴される「地域社会のつながり」

の脆弱
ぜいじゃく

化は、私たちの生活の基盤そのものを揺るがしています。社会的孤

立をなくすためには「居場所と出番」が必要だと言われています。「居場

所に行きたい」という意欲や「出番が欲しい」という気持ちを持てるよう

な支援も必要です。 

 助けたり、助けられたり、「お互い様」の地域・社会、SOSが発信でき

る関係づくりには、顔と顔がみえるつながりが不可欠です。地域ぐるみ・

住民が主役の介護予防・健康づくりには仲間と一緒に取り組むことが大切

です。 

一人ひとりが 

できること 

○ 積極的に挨拶を交わし、多くの顔見知りをつくりましょ

う。 

○ 地域の様々なイベントに参加しましょう。 

○ 相談窓口や安否確認システムを調べておきましょう。 

地域ができること 

○ 地区社協や町会・自治会などで、気軽に集まれる居場所を

増やし、地域でのつながりをつくりましょう。 

○ 地域をあげて見守り活動に取り組みましょう。 

○ さまざまな相談窓口の情報を伝えていきましょう。 

社協ができること 

○ 支え合い助け合う仕組みづくりに必要な情報を発信してい

きます。 

〇 傾聴ボランティアを育成・派遣します。 

○ 福祉カー(※)、車いすの貸し出し事業を行います。 

○ 外出を支援する人材の育成・派遣を行います。 

〇 ふれあい・いきいきサロンの開設・運営について支援・情

報提供をします。 

〇 24時間あんしん電話サービス事業(※)を行います。 

私たちの取り組み 

 孤立しない地域社会をつくろう 

私たちの役割 
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顔の見える関係づくりで孤立を防ごう！ 

市社協事業目標値 

事業名 項目 
見込 目標値 

H29 H30 H31 H32 H33 H34 

福祉カー貸出事業 

実稼働日数（日） 70 90 100 110 120 130 

運転ボランティア 

マッチング率（％） 
100 100 100 100 100 100 

24時間あんしん 

電話サービス事業 
延べ利用世帯数(世帯) 92 96 96 108 108 120 

お茶の間サロン（矢切地区社協) いきいきサロン(常盤平地区社協) 

一人ひとり 

挨拶   声掛け 

地区社協 

・ふれあい・いきいきサロン、子

育てサロンの開催 

・ふれあい会食会等の開催 

・孤独死予防対策事業 

松戸市社協 

・相談窓口 

・24時間あんしん電話サービス 

・福祉カーや車いすの貸し出し 

・外出支援ボランティアの育成

と派遣 

  ボランティア・ 

 ＮＰＯ(※)  団体等 

・声掛け 

・話し相手 

・見守り活動 

・サロンの開催 

・子ども食堂(※)や認

知症カフェ(※)の開催 

町会・自治会 

・声掛け、見守り活動 

・サロンの運営 

・会場提供 

・相談など 

民生委員・児童委員 

・声掛け 

・見守り活動 

・相談支援 

・行政等への橋渡し 

・情報提供など 

外出を支援する運転ボランティア 

高齢者支援連絡会 

・声掛け 

・見守り活動 

・相談支援など 

20



 

 

私たちのめざすまち「支え合い助け合いのあるまち」 

私たちの目標 手を取り合ってお互いに支え合えるまちをつくろう 

－ みんなの声 － 

○ 子育てに悩んだとき、相談に乗ってくれる人がほしい。 

○ 松戸市に引っ越してきたばかりなので、ママ友がほしい。 

○ 子育てを応援している団体をみんなに知ってほしい。 

【ねらい】 
 共働き世帯が増えたことや働き方が多様化したことによって夫婦だけで子

どもを育てるということが難しくなっています。また、一人親家庭の経済的

な負担も課題です。 

 地域で安心して子育てをするためには、子育てに関する既存の社会資源を

発展・拡充していくことや新しく創造することが必要です。またその社会資

源情報を必要とする人に提供をすることが求められます。 

 個人・地域・社協が一体となって「安心して子どもを育てられる地域づく

り」を目指します。 

一人ひとりが 

できること 

○ 子育てに悩んだら相談しましょう。 

○ 子育てサロン等に参加しましょう。 

○ 子育ての経験を地域に還元しましょう。 

○ 地域の子育て情報を把握し、必要としている人に伝えられ

るようにしましょう。 

地域ができること 
○ 子育てサロン等を通じて子育ての相談に乗りましょう。 

○ 子どもたちの居場所を作りましょう。 

社協ができること 

○ 地区社協が行う子育てサロン等の充実のために研修を開催し

ます。 

○ ファミリー・サポート・センターの充実を図ります。 

○ まつど子育てフェスティバルへの企画運営及び参加協力を

します。 

〇 教育支援資金の貸付や交通遺児見舞金を支給します。 

〇 養育支援訪問事業（※）を行います。 

私たちの取り組み 

 安心して子どもを育てられる地域をつくろう 

私たちの役割 
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参加してみよう！ 

まつどファミリー・サポート・センター 
 

 子育て中の保護者が育児と仕事の両

立のために、地域の中で住民同士で子

育てを助け合う会員組織です。 

 【主な支援の内容】 

・保育施設開始前後の預かり及び送迎 

・習い事等の場合の送迎 

・保護者の病気や救急時の預かり等 

・新生児及び乳幼児の育児支援 

をしており、おもちゃ作りが大変好評です！ 

 松戸子育てフェスティバル 
 

 「ひろげよう・つなげよう・

子育ての輪」をテーマに、就学

前の子どもたちや子育て中の保

護者のみなさんと、子育てを応

援する地域のさまざま団体や関

係機関が集まって、遊びや音楽

を通じてふれあい交流する「子

育てフェスティバル」を年１回

開催しています。 

 毎年地区社協とファミリー・

サポート・センターが出展協力 

安心して子どもを預けることができます。 

乳幼児を対象としたおもちゃ作り 

みんなでアンパンマン体操！ 

 子育てサロン 
 

 子育てサロンは市内13地区2４会

場で開催しており、身近な地域で参

加することが可能です。 

 サロンでは、子どもを遊ばせるこ

とができたり、ママ友ができたり、

育児を経験している地域のボラン

ティアさんに悩みを相談することが

できます。 

 また、七夕やクリスマスの時期に

はボランティアさんが趣向を凝らし

たイベントも行っています。 
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私たちのめざすまち「支え合い助け合いのあるまち」 

私たちの目標 手を取り合ってお互いに支え合えるまちをつくろう 

－ みんなの声 － 

○ 虐待を見たり聞いたりしたら、どのようにすればよいのか教えて欲しい。 

○ 虐待のニュースを聞くたびに胸がしめつけられる。 

〇 自分のしていることは虐待かもしれないと不安になる。 

【ねらい】 
 高齢者や障がい者、子どもなどへの虐待は増加の傾向にあります。 

 地域の中で暮らす人たちが、尊厳をもって安心して生活が送れるように、 

地域の人たちが見守り応援することは、虐待を予防する大きな力になります。 

 虐待に関する知識を深め、早期発見に努めましょう。 

一人ひとりが 

できること 

○ 虐待についての知識を深めましょう。 

○ 虐待を発見したら通報しましょう。 

○ 隣近所で見守りましょう。 

地域ができること 

○ 地域の中で、支援の必要な人たちやその家族を見守りま

しょう。 

〇 相談を受けた時には、相談窓口につなぎましょう。 

○ 地区社協の子育てサロンやふれあい・いきいきサロンをはじ 

  め、地域の交流サロンなどへの参加を呼びかけましょう。 

○ 見守り活動への参加を呼びかけましょう。 

社協ができること 

○ 虐待防止ネットワーク(※)との連携を図ります。 

○ 虐待防止の啓発活動を行います。 

○ 日常生活自立支援事業を通して生活に課題を抱える人の権

利を守ります。 

〇 各種事業の相談窓口を通して虐待の早期発見に努めます。 

私たちの取り組み 

高齢者・障がい者・子どもなどへの虐待を防ごう 

私たちの役割 
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◎ 児童虐待とは 
 １ 身体的虐待 
   殴る、蹴る、首を絞める、投げつける、 
   落とす、激しく揺さぶる、閉じ込める、 
   戸外に閉め出すなど 
 ２ 性的虐待 
   子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を見せる、裸にしてビデ 
   オや写真を撮るなど 
 ３ 心理的虐待 
   言葉による脅かし、子どもを無視する、心を傷つけることを繰り返し言 
   う、他の兄弟とは著しく差別するなど 
 ４ ネグレクト(保護の怠慢)  
   病気になっても病院に連れて行かない、学校に行かせない、食事を与え 
   ない、長期間風呂に入れない、衣類を取り替えないなど不潔なままにする 

マメ知識 知っておこう！ 

◎ 高齢者虐待とは 
 １ 身体的虐待 
   殴る、蹴る、つねる、拘束するなど 
 ２ 性的虐待 
   わいせつな行為をする、させる、見せる 
 ３ 心理的虐待 
   暴言、無視、侮辱的な態度によって精神的苦痛を与える 
 ４ ネグレクト(介護、世話の放棄・放任) 
   減食、放置、養育・介護・世話の放棄、病院に行かせない、擁護しない 
 ５ 経済的虐待 
   年金や賃金の不当な搾取、財産の不当な処分・不当な制限・勝手な運用 

高 齢 者 虐 待 

○ 高齢者いきいき安心センター 

○ 松戸市高齢者虐待防止ネットワーク 

  （高齢者支援課 TEL 047-366-7346） 

障 が い 者 虐 待 

○ 松戸市障害者虐待防止・障害者差別相談センター 

  TEL 047-366-8376 

○ 松戸市基幹相談支援センター 

  TEL 047-308-5028 

児 童 虐 待 

〇 松戸市児童虐待防止ネットワーク 

  （子ども家庭相談課児童相談 TEL 047-308-7210） 

○ 柏児童相談所 

  TEL 04-7131-7175 

ＤＶ(ドメスティック

バイオレンス) 

〇 婦人相談 

  （子ども家庭相談課婦人相談 TEL 047-366-3941） 

※夫婦間や恋人間の暴力をＤＶと言います。 

◎ 松戸市の相談先 
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私たちのめざすまち「いきいきと暮らせるまち」 

私たちの目標 役割や生きがいをみつけいきいきと暮らせるまちをつくろう 

－ みんなの声 － 

○ 町会・自治会はどんなことをしているのかわからない。 

○ 町会・自治会活動に協力してほしい。 

○ 町会・自治会活動をもっと活性化させたい。 

【ねらい】 
 町会・自治会は住みやすい地域づくりのために、防犯や福祉など幅広い

活動を行っています。 

 地域の誰もが町会・自治会活動をはじめ、地域のさまざまな活動に参加

することで、一人ひとりが地域に貢献するという役割や生きがいを見つ

け、いきいきと暮らしていくことのできるまちづくりをめざしましょう。 

一人ひとりが 

できること 

○ 町会・自治会の活動に関心を持ちましょう。 

○ 地域のお祭りや行事に参加しよう。 

地域ができること 

○ 町会・自治会活動に若い世代や住民が参加できる仕組み  

や機会を作りましょう。 

○ 掲示板や回覧板を活用して町会・自治会活動情報を発信

しましょう。 

社協ができること 

○ 地区社協を通して町会・自治会活動が活性化するための

支援を行います。 

○ 町会・自治会等の取り組みに関する広報活動を支援します。 

〇 社協の理事や評議員に町会・自治会の代表者に入っても

らい、情報共有などの連携体制を推進します。 

私たちの取り組み 

 町会・自治会の活動に参加しよう 

私たちの役割 
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町会・自治会の取り組み 

地域が一体となった市民運動会（明第２東地区） 

コミュニティ五番街のカレーを食べる会（新松戸地区） 

地域ぐるみでクリーンデー（明第２西地区） 

地域で災害に備える防災訓練（小金原地区） 

町会の皆も応援。市民運動会（五香松飛台地区） 

地引きアミ、力を合わせて。自治会合同旅行（本庁地区） 
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－ みんなの声 － 

○ 特別な資格や特技は無いけれど、私にもボランティアってできるの？ 

○ ボランティア活動を通して仲間づくりをしたい！ 

○ 近くでならボランティア活動に参加できるのだけれど… 

【ねらい】 
 一人ひとりができることをするボランティア活動は、生きがいづくりや

仲間づくりにつながり、地域全体を活性化することができます。 

 子どもから高齢者まで、障がいのある人もない人も、誰もが身近に参加

できるボランティア活動を見つけ、いきいきと暮らしましょう。 

一人ひとりが 

できること 

○ ボランティア活動に関心を持ちましょう。 

○ 広報紙やホームページなどでボランティア活動の情報を集

めましょう。 

○ 自分ができるボランティア活動を探しましょう。 

地域ができること 

○ 身近にできる地域のボランティア活動について情報を発信

しましょう。 

○ 個人ボランティアやボランティアグループの活動の場をつ 

  くり、地域活動の中にボランティアの力を取り入れましょう。 

社協ができること 

○ ボランティア講座を開催します。 

○ ボランティア活動に取り組む人を支援します。 

○ 地区社協と連携して、身近な地域でのボランティア活動を

推進します。 

私たちの取り組み 

 ボランティア活動に参加しよう 

私たちの役割 

私たちのめざすまち「いきいきと暮らせるまち」 

私たちの目標 役割や生きがいをみつけいきいきと暮らせるまちをつくろう 
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市社協事業目標値 

事業名 項目 
見込 目標値 

H29 H30 H31 H32 H33 H34 

ボランティア 

センター事業 

ボランティア延べ 

活動者数（人） 
7,900 8,000 8,050 8,100 8,150 8,200 

 ボランティア活動や日常生活の中で

もコミュニケーション(※)はとても大

切です。心を寄せて、相手の方の話を

一生懸命耳を傾けて聴くことを学ぶ傾

聴講座では、人としての「優しさ」や

「思いやり」「強さ」を学びます。相

手の方に安心してもらい、元気を出し

てもらうための傾聴ボランティア活動

が今求められています。 

ボランティア交流会 ～ボランティアで仲間づくりをします～ 

 ボランティア活動者やこれから活動を 

始めたい方、施設のボランティア担当職 

員が集まって、ワイワイガヤガヤ。「ど 

んな活動をしてる？」「困ったらどうし 

てる？」、「利用者さんの笑顔が見れて 

とてもうれしい！」「できることをして 

るだけなんです。」など、みんなの気持 

ちが一つになります。 

初めの一歩は自己紹介から！ 

傾聴ボランティア講座 ～心を寄せて相手の話しを聴きます～ 

話しを聴いてもらうことの心地よさを体験中 

ボランティア講座に参加しよう！ 

 ボランティアの入門講座『初めてのボランティア講座』を開催しています。 

「ボランティアの心構え」や「活動先」「安心して活動をするためのボラ 

ンティア保険」等を知ることができます。参加者との情報交換もできます。 
 

＜ボランティア活動のいろいろ＞ 

 話し相手・環境美化・子どもの遊び相手や読み聞かせ・介護施設等の補 

助・演芸や演奏・外出介助・見守り活動・地域のサロンのお手伝いなどなど 

初めてのボランティア講座 ～活動のきっかけづくりをします～ 
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－ みんなの声 － 

○ 仕事をして、めりはりのある生活をしたい。 

○ 高齢になっても仕事を続けたい。 

○ 就労を通して社会と関わりたい。 

【ねらい】 
 障がいの有無や年齢を問わず、働く機会や就労の場を持つことによって

役割や生きがいのある生活をすることができます。 

 このような機会や場を、行政や企業、商店、民間団体等が連携・協働し

て生み出すことや、就労が継続できるようにサポートすることが求められ

ています。そのための支援体制づくりが必要です。 

一人ひとりが 

できること 

○ さまざまな働き方について学び、理解しましょう。 

○ 障がい者の就労施設の生産品の購入に協力しましょう。 

 

地域ができること 

○ 働きたくても働くことができない人を、行政や企業、商店、 

  民間団体等が連携・協働して支援しましょう。 

○ 地元企業で就労体験や職場実習などの機会をもうけましょう。 

○ 障がい者の就労について考えるため、企業と障害者団体、 

  福祉施設、特別支援学校などが交流する場をもうけましょう。 

〇 障がい者の就労を支援しましょう。 

社協ができること 

○ 無料職業紹介所で仕事のあっせんや就労までのサポートを

行います。 

〇 行政の就労事業との連携を行います。 

○ 障がい者就労施設へボランティアの紹介や、助成金の配分

をします。 

〇 障がい者就労施設の商品を社協事業で積極的に利用しま

す。 

私たちの取り組み 

 就労を通して生きがいを高めよう 

私たちの役割 

私たちのめざすまち「いきいきと暮らせるまち」 

私たちの目標 役割や生きがいをみつけいきいきと暮らせるまちをつくろう 
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障がい者の就労施設を応援 

事業名 項目 
見込 目標値 

H29 H30 H31 H32 H33 H34 

無料職業紹介所  
全利用者数（人） 900 930 960 990 1,020 1,050 

新規就職数（人） 50 55 60 65 70 75 

 障がい者の就労施設、健康福祉会館

（常設）や松戸市役所1階本館新館連絡通

路（定期的）では、福祉施設の商品の展

示即売が行われています。 

 この他、地域のイベントでも、商品を販

売していますので、ぜひご利用ください。 

無料職業紹介所 

 市役所本館内で無料職業紹介事業を

行っています。 

 相談者の希望する就労内容や、それ

に伴う生活状況などを聞き、ハローワ 

ーク等を通じて収集した求人情報を紹

介。一人ひとりにあった就職のあっせ

んに努めます。 

市社協事業目標値                       

ボランティア活動を通して応援 

 介護支援ボランティアやオレンジ協

力員実践活動でためたポイントを障が

い者就労施設の商品と交換することも

できます。 

施設で作るお菓子などが選べます 

相談員が個別の相談に応じます 

見かけたらぜひお立ち寄りください！ 
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