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※ 各事業には、令和３年度予算額と主な財源および内訳を記載しています。 

  また、《 》内に、「ささえあいプラン」松戸市地域福祉活動計画（第５次） 

  に掲げられた「私たちの取り組み」を記載し、各事業と活動計画との関連を 

  表しています。 

 

※ 各事業の表では、令和元年度の実績とともに令和２年度の現時点での実績見込 

  および令和３年度の計画上の見込の数値を記載しています。 

 

※ 各数値には、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う、事業中止や休止に 

  よる人数の減少、特例措置の実施による対応数の増加等が反映されています。 
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Ⅰ 事業方針 

 

今日、私たちの地域社会では、少子・高齢化の進行や雇用形態の変容、家族の在

り方の多様化や地域のつながりの希薄化などを背景として、老々介護や貧困、孤立、

ひきこもり、虐待など、深刻かつ複合的な福祉課題および地域生活課題が発生し続

けています。それに対し、国および松戸市においては、世代の違いや障がいの有無

を超えて、誰もが役割をもって共に地域でつながる地域共生社会の実現を目指して、

住民が主体となり、地域全体でお互いに支え合うことのできる仕組みづくりが進め

られています。 

また、昨年より、全世界を襲った新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、住民

同士のふれあいや顔の見える関係づくり等に大きな停滞をもたらすともに、新しい

生活様式に即したこれからの地域福祉についても大きな課題を投げかけています。 

そのような中、社会福祉法人松戸市社会福祉協議会（ 以下、「本会」という 。）

は、社会福祉法に定められた「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」とし

て、「みんなで築く福祉のまち」を基本理念に掲げる５か年計画「ささえあいプラ

ン」松戸市地域福祉活動計画（第５次）の方向性と目標に基づき、行政機関はもと

より、 町会・自治会、民生委員・児童委員、福祉施設や関係団体、ボランティア・

ＮＰＯ団体等と連携して、市内 15 か所の地区社会福祉協議会（以下、「地区社協」

という。）とともに、令和３年度も引き続き住民参加による福祉のまちづくりを推

進します。 

そこで、本年度より、新規事業として、地域共生社会の実現を目的とした松戸市

の重層的支援体制整備事業の一環として、多世代まるごと居場所づくり事業を実施

します。 

また、市内 15 地区社協の支援事業、親族等の支援が得られない独居高齢者の見

守りを行うあんしん生活支援事業、ボランティアセンターの運営およびボランティ

アの育成を行うボランティア活動事業、会員相互の助け合いにより介護や子育ての

困りごとを解決するふれあいサービス事業、まつどファミリー・サポート・センタ

ー事業、コロナ禍における特例貸付を含め相談者の経済的な自立と安定を図る貸付

事業、判断能力が十分でない方の福祉サービスの利用援助や金銭管理を行う日常生

活自立支援事業、成年後見制度の利用促進における地域連携ネットワークの中核機

関の運営を行う松戸市成年後見制度利用促進に係る中核機関事業、生活困窮者対策

事業として松戸市自立相談支援センターの運営、大規模災害に備え体制整備を行う

災害ボランティアセンター事業、障がいのある方と地域住民が交流する「ハートフ

ル交流会」の開催等については、本年度も引き続き展開していきます。 
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Ⅱ 新規事業 

 

  「ささえあいプラン」松戸市地域福祉活動計画（第５次）に基づき、次世代を

担う児童・青少年をはじめ、高齢者や障がい者等を含めた地域の誰もが支え合い

助け合いながら、いきいきと安心して暮らせるまちづくりを目指して、本年度よ

り新たに次の項目に取り組みます。 

 

 

１ 多世代まるごと居場所づくり事業（24ページ） 予算額：18,216,000円 

〔財源：市受託金 18,216,000円〕 

 

○ 世代や属性を超えた関わりを通じて、地域の中での孤立を防止し、社会との 

つながりを作ることを目的として、多世代まるごと居場所づくり事業を実施 

します。 

 

○ 本事業は、地域共生社会の実現に向けて改正社会福祉法に位置付けられた 

重層的支援体制整備事業の一部として、松戸市から受託する事業となります。 

 

 〔事業内容〕 

  （１）居場所づくり全体会議の運営 

   ・居場所づくりの方針や実施地区の検討・合意、および各地区ステーション

の進捗を管理する「居場所づくり全体会議」を開催します。 

   ・本会は、松戸市町会・自治会連合会、松戸市民生委員児童委員協議会、ま

つど NPO協議会、および松戸市と協働して会議を運営するとともに、会議

の事務局を担います。 

 

  （２）各地区「まつど DEつながるステーション」の進捗管理 

   ・各地区で創出される「まつど DEつながるステーション」の進捗について、

全体会議において管理します。 

 

  （３）居場所サミットの開催 

   ・市内にある居場所相互のネットワーク化、情報共有及び「まつど DE つな

がるステーション」の周知のため、居場所サミットを開催します。 
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Ⅲ 課別事業計画 
 

 

 

 

１ 地区社協支援事業   予算額：92,038,000円 

〔財源：市補助金 62,482,000円（67.9％）、一般会費 24,640,000円（26.8％）、 

共同募金配分金 3,646,000円（4.0％）、収益事業利益 603,000円（0.6％）、 

繰越金取崩等 667,000円（0.7％）〕 

  《地区社協を中心に地域の支え合いの力を結集しよう》 

 

○ 地区社協運営や事業に対し、助成金の交付、会議等への担当職員の参画、機材の貸出、 

事務局員の配置と事務局整備等により支援します。 

 

〔助成金等種別〕 

 ・地区社協助成金（行政補助金） 2,850,000円 

  ふれあい会食会やホームヘルプ事業、高齢者孤独死対策推進事業等の各事業に関 

する助成金 

・地区社協交付金（共同募金配分金・会費配分金・寄附金配分金） 25,463,800円 

  ふれあい会食会・いきいきサロン・子育てサロン・結婚 50年祝賀事業・ふれあい 

広場等の各事業、世帯数や会費納入に応じて交付する助成金 

・地区社協事務局事務機器等の助成 255,000円 

  事務局業務の遂行に係る事務機器の購入等の経費を助成 

・災害ボランティア体制整備事業交付金（１地区５万円） 50,000円 

  松戸市災害ボランティアセンターと地区社協の連携を図るための体制整備の助成 

・子どもの居場所づくり事業助成金（１地区 10万円） 100,000円 

  地域の青少年が気軽に立ち寄り、自由に過ごせる場所の提供を目的とする「子ど 

もの居場所づくり事業」支援の助成 

 

〔ふれあい会食会開催状況〕 

区　分

年　度 開催回数(回) 参加延人数(人) ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ人数(人)

令和元年度 146 6,595 2,951

令和2年度見込 11 460 179

令和3年度見込 178 8,464 3,557

ふれあい会食会

 
 

〔ふれあい・いきいきサロン開催状況〕 

区　分

年　度
会場数

開催回数
(回)

参加延人数
(人)

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ人数
(人)

令和元年度 45 748 17,937 3,712

令和2年度見込 45 0 0 0

令和3年度見込 45 845 21,761 4,333

ふれあい・いきいきサロン

 

第１章 地域福祉推進課 
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〔子育てサロン開催状況〕 

区　分

年　度
会場数

開催回数
(回)

参加延人数
(人)

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ人数
(人)

令和元年度 27 278 5,375 2,317

令和2年度見込 27 0 0 0

令和3年度見込 27 306 7,024 2,531

子育てサロン

 

 

○ 地区社協関係者の情報交換のため、会議等を開催します。 

〔開催予定〕 

   ・地区社協会長・事務局長会議（年２回） 

   ・地区社協ふれあい会食会関係者連絡会（年１回） 

   ・地区社協ふれあい・いきいきサロン関係者連絡会（年１回） 

   ・地区社協子育てサロン関係者連絡会（年１回） 

   ・地区社協広報関係者連絡会（年１回） 

   ・地区社協事務局員連絡会（年２回） 

 

○ 地区社協活動の広報、周知をします。 

  ・市社協ホームページに 15地区社協の広報紙を掲載し、地区社協の各事業について 

情報発信します。 

   ・まつど社協だよりに、地区社協の紹介記事を掲載します。 

 

○ 地域課題を把握し、地区社協を中心とした支え合い活動を推進するため、関係団体の 

会議に参画し、また地域ボランティア活動を推進します。 

   〔参画状況〕 

    ・地域ケア推進会議・個別会議への出席 

    ・松戸市高齢者を支え合う地域づくり勉強会への参加 

 

２ 結婚 50年祝賀事業   予算額：1,854,000円  

〔財源：共同募金配分金 1,854,000円〕 

《地区社協を中心に地域の支え合いの力を結集しよう》 

 

○ 結婚 50年を迎えた夫婦を祝福し、記念品としてフォトフレーム電波時計を贈呈 

します。（令和３年度は昭和 47年８月 31日までに結婚した夫婦が対象です。） 

   〔贈呈状況〕 

区　分

年　度

令和元年度 671

令和2年度見込 756

令和3年度見込 750

贈呈数
（組）
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 〇 地区社協主催の祝賀会や役員訪問を通して贈呈します。 

   〔祝賀会開催〕７地区社協（常盤平団地、馬橋、小金原、小金、新松戸、矢切、 

明第２東） 

   〔役員訪問〕 ４地区社協（常盤平、馬橋西、明第１、明第２西） 

 

３ 福祉カー貸出事業   予算額：291,000円  

〔財源：共同募金配分金 291,000円〕 

《孤立しない地域社会をつくろう》 

 

○ 車いす利用者等の外出支援および社会参加の促進、ならびに介護者の負担軽減のため、 

電動スロープ・ウインチ付きで車いすを２台まで搭載できる福祉車両を無料（燃料代 

等は実費負担）で貸出します。 

   〔貸出状況〕 

区　分

年　度

令和元年度 62 150 10

令和2年度見込 60 170 10

令和3年度見込 70 190 15

稼働回数
（回）

稼働日数
（日）

利用者数
（人）

 

 

４ 福祉教育推進事業   予算額：705,000円  

〔財源：共同募金配分金 565,000円（80.1％）、市補助金 40,000円（5.7％）、 

地域ぐるみ助成金 100,000円（14.2％）〕 

《心のバリアフリーを広げよう》《次代の担い手を地域で育てよう》 

 

（１）福祉教育活動の支援 

〇 福祉教育学習を推進する学校や地域からの要請に対し、職員や福祉教育サポーターを 

派遣します。 

〔派遣状況〕 

区　分

年　度 小学校 中学校 高等学校 団体 企業 合計

令和元年度 11 0 1 7 19

令和2年度見込 2 1 1 1 5

令和3年度見込 10 1 2 2 15

福祉教育活動支援件数

 

 

 〇 学校関係者との連携を深めるため、福祉教育の理解を深めるための機会を設けます。 

 

〇 地域共生社会の実現に向けた多様な福祉教育メニューをつくるため、障がいのある人 

などの当事者や関係者と広く連携を図り、次世代に向けたプログラムづくりや福祉教 

育教材の作成調査研究に取り組みます。 

 

○ 福祉体験を通してバリアフリーの意識を高めてもらうため、学校等に高齢者疑似体験 

用具・車椅子・アイマスクと白杖等の福祉機器を貸し出します。また、病気やけがで 
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歩行困難な市民に対しては、車椅子を１か月を限度に貸し出します。 

 

（２）福祉教育活動助成金の交付 

○ 学校カリキュラムにおいて幅広い福祉教育活動を展開してもらうため、市内の小・中・ 

高等学校等に福祉教育活動助成金を交付します。 

   〔交付金額〕１校あたり 15,000円 

〔交付実績〕 

区　分

年　度 小学校 中学校 高等学校 合計

令和元年度 11 15 4 30

令和2年度見込 7 6 5 18

令和3年度見込 10 13 5 28

福祉教育活動助成金交付数（校）

 

（３）福祉教育サポーターの養成 

○ 学校や地域での福祉体験学習を支援する登録ボランティア「福祉教育サポーター」を 

養成するとともに、既登録者には福祉教育の動向を知り、その意義を改めて学ぶ機会 

とするため、スキルアップ研修の機会を設けます。 

〔派遣状況〕 

区　分

年　度

令和元年度 47 20 150

令和2年度見込 55 0 0

令和3年度見込 55 7 50

登録者数
（人）

派遣回数
（回）

派遣延人数
（人）

 

 

（４）千葉県福祉教育推進地区（パッケージ指定）への支援 

 〇 千葉県社協が３年間の期限で指定する福祉教育推進地区について、福祉教育推進連絡

会議の開催をはじめ、指定された地区社協および小・中・高等学校の福祉教育を支援

します。 

〔過去実績〕 

年　度 推進団体 推進校

平成20～22年度
六実六高台
地区社協

市立六実小学校、六実第二小学校、六実第三小学
校、六実中学校、県立松戸六実高等学校

平成24～26年度 馬橋西地区社協
市立旭町小学校、旭町中学校、県立松戸馬橋高等
学校

平成28～30年度 小金地区社協
市立小金小学校、八ヶ崎第二小学校、幸谷小学
校、小金南中学校、県立小金高等学校

令和2～4年度 東部地区社協
市立大橋小学校、和名ヶ谷小学校、和名ヶ谷中学
校、県立松戸馬橋高等学校
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５  松戸子育てフェスティバルへの参加   予算額：50,000円  

〔財源：雑収入 50,000円〕 

《安心して楽しく子どもを育てられる地域をつくろう》 

 

○ 子どもたちが地域の中で安心してのびのびと成長できるよう、子育て支援を行ってい 

るさまざまな団体と連携し、ファミリー・サポート・センターと共に子育てフェステ 

ィバルに参画します。 

 

６ おもちゃの病院事業   予算額：207,000円  

〔財源：共同募金配分金 207,000円〕 

 《次代の担い手を地域で育てよう》 

 

○ 壊れたおもちゃの修理を通して子どもたちに物の大切さを伝えるとともに、ボランテ 

ィア活動の場を提供するために、松戸ボランティアの会に「おもちゃの病院」の運営 

を委託し、ふれあい２２および青少年会館で開院します。 

   〔開催場所〕 

    ・ふれあい２２ 創作活動室 （毎週金曜日、第２土曜日） 

    ・青少年会館 美術室    （第１・３木曜日） 

   〔開催実績〕 

区　分

年　度 ふれあい22 青少年会館 ふれあい22 青少年会館

令和元年度 399 129 1,002 210

令和2年度見込 300 100 700 200

令和3年度見込 495 160 783 228

依頼件数（件） Dr.参加延人数（人）

 

７ 高齢者支援連絡会事業   予算額：4,837,000円  

〔財源：市受託金 4,837,000円〕 

《地区社協を中心に地域の支え合いの力を結集しよう》 

 

○ 高齢者支援連絡会事務局の設置（事務局員の配置）について松戸市から受託し、地区社 

協と連携した事務局運営を行います。 

   〔受託実績〕 

区　分

年　度

令和元年度 常盤平団地、東部、小金、常盤平 1,523,063

令和2年度 常盤平団地、小金、常盤平 1,575,662

令和3年度見込 常盤平団地、小金、常盤平 1,575,662

１地区あたり
受託金額(円)

地区
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８ あんしん生活支援事業   予算額：740,000円  

〔財源：利用料 740,000円〕 

  《孤立しない地域社会をつくろう》 

 

○ 市内在住の 70歳以上の高齢者で、親族等に日常生活の支援を依頼することが困難なひ 

とり暮らしの方を対象に、見守りや生活支援、将来起こりうる問題に対する相談を受 

け付け、援助を行うことにより高齢者が住み慣れた地域で、安心して生活することが 

できるように支援することを目的とします。 

 

 ○ 地区社協や町会・自治会連合会（15地区会）、各地区民生委員児童委員協議会、各地区 

地域包括支援センターの会議等で事業を周知します。 

 

   〔事業実績〕 

   

区　分

年　度

令和2年度見込 5 0

令和3年度見込 100 10

相談件数（件） 契約件数（件）
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１ ボランティア活動事業   予算額：15,336,000円  

〔財源：市補助金 13,420,000円（87.5％）、共同募金配分金 1,350,000円（8.8％）、 

地域ぐるみ助成金 153,000円（1.0％）、負担金収入等 413,000円（2.7％）〕 

《ボランティア活動に参加しよう》《地域の困りごとにボランティアの力を活かそう》 

《次代の担い手を地域で育てよう》 

 

（１）ボランティアセンター事業 

 

○ ボランティア活動の総合相談窓口であるボランティアセンターを運営します。 

ボランティア活動の拠点として、ボランティア活動をしたい人とボランティアの支援 

を求める人を結ぶボランティアコーディネート機能を拡充し、ボランティア活動の活 

性化を図ります。 

 

〔事業実績〕 

区　分

年　度

登録団体数
（団体）

会員数
（人）

加入者数
（人）

内、助成
対象者(人)

開催数
（講座）

参加者数
（人）

令和元年度 395 317 10,933 8,194 3,283 5 249

令和2年度見込 300 280 9,000 7,500 3,000 3 535

令和3年度見込 400 350 10,000 10,000 3,500 5 550

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ講座等個人ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
登録者数
（人）

 

○ 困りごとの解決に向けたボランティア活動を推進します。 

ボランティアニーズに柔軟に対処できるように、市社協各課や関係機関との連携を強 

化し、依頼者の自立に向けたボランティア活動に取り組みます。 

 

○ ボランティア活動に関する情報を発信します。 

「ボランティア情報紙」を年３回発行して、ボランティア募集情報や各種講座に係る 

情報を発信します。支所や市民センターの公共施設の他、市内ＪＲ駅５カ所の広報ボ 

ックスに掲出します。 

     また、ボランティアの基本やボランティア団体等の情報が満載のボランティアハンド 

ブックを改訂し、誰もが気軽に活用できるように無料配布します。 

 

（２）ボランティア活動育成事業 

 

○ ボランティア活動者のサポート体制を強化します。 

ボランティア活動者の相談に応じたり、同行訪問による活動のサポートを行ったりし

て実践活動の拡充に努めます。 

さらに、ボランティア受け入れ施設等との連絡・研修会を開催して、受け入れ態勢の

強化を図ります。 

 

○ ボランティア育成講座を開催します。 

第２章 ボランティア推進課 
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（３）ボランティア活動保険事業 

 

○ ボランティア活動者が安心して活動できるように各種ボランティア保険の加入手続 

きおよび事故対応を行います。 

 

○ 継続したボランティア活動の勧奨を目的に、ボランティア活動保険保険料の一部 

補助を行います。 

 

○ 学生および被災地支援ボランティアの保険料の一部補助を行い、学生の社会参加と、 

被災地支援ボランティア活動の推進を図ります。   

 

（４）助成事業 

 

○ ボランティア団体およびボランティア連絡協議会に対して活動費の助成を行い、各  

団体の活動が活性化するよう支援します。 

 

〔交付先金額〕 

区　分

年　度

団体数
（団体）

合計金額
（円）

団体数
（団体）

合計金額
（円）

令和元年度 13 131,000 3 24,000 238,000 393,000

令和2年度見込 11 121,000 2 16,000 238,000 375,000

令和3年度見込 12 132,000 3 24,000 208,000 364,000

ボランティア連絡
協議会加盟団体

住民参加型在宅
福祉サービス団体 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡

協議会助成金
（円）

合計
（円）

 開催月 内   容 

１ 6月～1月 ボランティアカレッジ 

 ボランティアに必要な知識の習得と実践活動を結び付けて幅広

く地域で活躍できる人材を育成する。 

２ 8月 夏休み子どもボランティア教室 

 児童生徒向けのボランティア体験講座。ボランティアを通して福

祉の視点を育む。 

３ 10月 ミニボランティア講座 

 ボランティア活動に役立つスキルを習得し、福祉施設等で活躍す

る催し物ボランティアの人材育成を図る。 

４ 10月 福祉施設ボランティア担当者連絡会 

 ボランティアを受け入れている施設担当者のコーディネート力

のスキルアップを図り、ボランティアの受入体制整備を図る。 

５ 11月 傾聴ボランティアフォローアップ講座 

 傾聴ボランティア活動者の研鑽及び情報交換を目的とする。 

６ 3月 ボランティア登録更新手続き会 

 ボランティア登録更新とボランティア活動保険の加入手続き。 
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２ ふれあいサービス事業   予算額：29,156,000円  

〔財源：市補助金 16,089,000円（55.2％）、利用料 9,612,000円（33.0％）、 

資産取崩 1,624,000円（5.6％）市受託金 10％事務費 1,506,000円（5.1％）、 

収益事業利益 275,000円（0.9％）、負担金等 50,000円（0.2％）〕 

《地域の困りごとにボランティアの力を活かそう》《孤立しない地域社会をつくろう》 

 

○ 高齢者やその家族、心身に何らかの障がいのある人の負担を軽減し、住み慣れたまち 

で安心して暮らし続けられるように、地域住民の参加と協力を得て、会員制の有償在 

宅福祉サービスを提供します。 

 

   〔援助実績〕 

区　分

年　度

派遣回数
（回）

派遣時間数
（時間）

派遣回数
（回）

派遣時間数
（時間）

派遣回数
（回）

派遣時間数
（時間）

令和元年度 3,568 5,251.5 947 2,007.5 4,515 7,259.0

令和2年度見込 2,864 4,213.0 720 1,563.5 3,584 5,776.5

令和3年度見込 3,320 4,980.0 860 1,720.0 4,180 6,700.0

家事援助 介護援助 合計

 

○ 地域の中で活躍できる人材を育成するために年３回基礎研修を開催します。 

 

３ 介護支援ボランティア事業   予算額：13,018,000円  

〔財源：市受託金 13,018,000円〕 

  《健康づくりを心がけよう》 

 

○ 松戸市民で 65歳以上の方の社会参加と地域貢献を支援し、活動者の健康増進と介護予

防を推進するとともに市民が協働して生き生きとした地域社会を作ることを目的に、

市内の高齢者施設、障がい者施設、放課後児童クラブでボランティア活動を行う介護

支援ボランティア事業を実施します。 

 

○ 介護支援ボランティアマッチング交流会を開催し、活動者の拡大を図ります。 

 

   〔登録・開催状況〕 

区　分

年　度

令和元年度 508 31 7,097 31 4

令和2年度見込 525 30 1,200 10 0

令和3年度見込 585 50 7,000 12 4

登録者数
（人）

延活動者数
（人）

登録説明会
開催回数(回)

交流会
開催回数(回)

入所者登録
者数（人）
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４ オレンジ協力員推進事業   予算額：12,048,000円  

〔財源：市受託金 12,048,000円〕 

《健康づくりを心がけよう》 

 

○ 認知症になっても安心して暮らせるまちづくりを目指して、認知症の人を支援するオ 

レンジ協力員推進事業運営業務を行います。 

 

○ 地域包括支援センターをはじめ認知症関連機関等との連携を強化して事業の拡充を図

ります。 

 

○ 認知症の人への具体的対応について、より実践的に学ぶために、オレンジ協力員ステ

ップアップ研修を年６回開催します。 

 

〔登録・開催状況〕 

区　分

年　度

令和元年度 819 2,892 311 6 187

令和2年度見込 969 1,030 180 3 130

令和3年度見込 1,119 3,396 250 7 250

研修会等
参加人数(人)

登録者数
（人）

延活動者数
（人）

研修会等
開催回数(回)

実活動者数
（人）

 

５ 訪問型生活支援・困りごとサービス事業   予算額：2,029,000円  

〔財源：介護報酬 1,344,000円（66.2％）、市補助金 600,000円（29.6％）、 

利用料 85,000円（4.2％）〕 

《地域の困りごとにボランティアの力を活かそう》 

 

○ 介護保険法、その他関係法令、松戸市の要綱等に基づき、利用者が可能な限り居宅に 

おいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、松戸市 

介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型生活支援サービスおよび訪問型困り 

ごとサービスを提供します。 

 

○ 介護人材不足を見据えた人的資源の裾野の拡大と、社会貢献に意欲が高い高齢者の 

活躍の場を確保することを目的とし、利用者とサービス実施者が互いの介護予防効果 

を高めます。 

 

〔援助実績〕 

区　分

年　度

延利用人数
（人）

派遣回数
（回）

派遣時間数
（時間）

延利用人数
（人）

派遣回数
（回）

派遣時間数
（時間）

令和元年度 74 227 841 818 47 143 143

令和2年度見込 79 158 696 574 28 116 116

令和3年度見込 85 290 660 660 47 170 170

生活支援サービス 困りごとサービス
サービス
実施者数
（人）
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６ まつどファミリー・サポート・センター事業   予算額：18,132,000円  

〔財源：市受託金 17,330,000円（95.6％）、利用料等 802,000円（4.4％）〕 

《安心して子どもを育てられる地域をつくろう》 

 

○ 育児の援助を行いたい人(提供会員)と、援助を受けたい人(利用会員)が会員となり、 

育児の助け合いを行う会員組織で、その会員相互による育児の援助活動の調整や担い 

手の育成等を行います。 

 

○ 保育施設への送迎や子どもの預り等の育児支援事業と、出生前後の母子の支援を行う 

出生直後支援事業を行います。 

 

〔会員・支援状況〕 

区　分

年　度 利用会員 両方会員 提供会員 育児支援 出生直後支援

令和元年度 775 6 493 6,465 261

令和2年度見込 650 6 470 2,000 130

令和3年度見込 800 10 500 4,000 200

派遣回数（回）会員数（人）

 

 

７ 養育支援訪問事業   予算額：8,667,000円  

〔財源：市受託金 8,667,000円〕 

《安心して子どもを育てられる地域をつくろう》 

 

○ 養育支援が特に必要であると松戸市が判断した家庭に対し、保健師・助産師・保育士 

等がその居宅を訪問し、養育に関する指導や助言等を行うことにより、当該家庭の適 

切な養育の実施を確保することを目的とします。 

 

  〔支援状況〕 

区　分

年　度 平日 時間外 平日 時間外

令和元年度 40 949 1,552 24 258 0 14 32

令和2年度見込 30 400 586 10 106 4 10 28

令和3年度見込 35 1,000 1,500 20 150 5 5 35

不在回数
（回）

支援員数
（人）

対象世帯数
（世帯）

訪問回数
（回）

育児援助時間
（時間）

家事援助時間
（時間）

 

○ サービス実施者の研修を行い支援に必要な知識と技術の習得を図ります。 
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１ 福祉相談事業   予算額：549,000円  

〔財源：共同募金配分金 299,000円（54.5％）、市補助金 250,000円（45.5%）〕 

《誰もが安心して相談できる場を確保しよう》 

 

○ 市民の日常生活上で起こる心配ごと、悩みごとの相談に応じ、その解決に努め、安心 

して生活ができるように、福祉相談を実施します。 

 

   〔開催会場〕 

    ・市社協 相談室  （毎週水曜日、第１・４金曜日） 

    ・六実支所     （第１火曜日） 

    ・小金原市民センター（第１木曜日） 

   〔相談件数〕 

区　分

年　度 人数（人） 件数（件）

令和元年度 64 93

令和2年度見込 0 0

令和3年度見込 75 190

相談件数

 

 

○ 相談・支援体制の充実を図るために、福祉相談員対象の勉強会を開催します。 

 

２ 貸付事業   予算額：16,347,000円  

〔財源：県社協受託金 16,347,000円〕 

《生活基盤を整えて自立した生活を送ろう》 

 

○ 生活福祉資金貸付事業等、所得が比較的少ない方、高齢者、障がい者世帯に対して資 

金の貸付を行い、必要な相談を行うことで、その世帯の経済的な自立や生活の安定を 

図ることを目的とする制度の窓口を開設します。 

 

○ 償還滞納者等自立支援が必要な方を巡回訪問し、相談支援を行います。 

   

 〔相談・貸付状況〕 

区　分

年　度

令和元年度 6,402 188 854

令和2年度見込 17,000 5,000 200

令和3年度見込 6,500 190 900

巡回訪問件数
（件）

貸付相談件数
（件）

貸付件数
（件）

 

 

 

 

第３章 生活相談課 
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３ 日常生活自立支援事業   予算額：24,449,000円  

〔財源：市補助金 11,431,000円（46.8％）、県社協受託金 10,473,000円（42.8％）、 

利用料 1,840,000円（7.5％）、収益事業利益 705,000円（2.9％）〕 

《生活基盤を整えて自立した生活を送ろう》 

 

○ 判断能力が十分でないために、適切なサービスの提供を受けられない方に対して、福 

祉サービスの利用援助や預貯金の払い戻しや預け入れ、各種支払いの支援をします。 

 

   〔相談・契約状況〕 

区　分

年　度

令和元年度 215 1,155 97 21 24

令和2年度見込 170 1,250 100 10 15

令和3年度見込 180 1,100 115 25 15

相談件数
（件）

相談・訪問
調査延件数
（件）

利用者数
（人）

新規契約
件数(件)

解約件数
（件）

 

 

○ 利用中の方、利用を希望している方の相談・支援体制を充実させ、判断能力が低下し 

た方には成年後見制度を利用できるよう、関係機関との連携を図ります。 

 

○ 担い手となる生活支援員のスキルアップを図るために、生活支援員対象の勉強会を開 

催します。 

 

 

４ 法外援護事業   予算額：10,040,000円  

〔財源：市受託金 10,000,000円（99.6％）、雑収入 40,000円（0.4％）〕 

  《生活基盤を整えて自立した生活を送ろう》 

 

○ 松戸市に居住する低所得者が不測の事態により緊急に援護を必要とした場合に、その 

世帯の自立更生に向けた資金を給付します。 

 

 

５ 松戸市成年後見制度利用促進に係る中核機関事業   予算額：15,524,000円 

〔財源：市受託金 15,524,000円〕 

《生活基盤を整えて自立した生活を送ろう》 

 

○ 認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより日常生活に支障がある方を 

地域全体で支援するため、成年後見制度利用促進基本計画に基づく中核機関を設置し、 

専門職団体や関係機関等との連携により成年後見制度の利用促進を図ります。 

 

 ○ 松戸市指定の専門職団体や関係機関等で構成される松戸市成年後見制度利用促進協議 

会（以下、「協議会」という。）の事務局を設置運営します。 
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○ 令和３年度より、協議会内に「定例会」を設置し、協議会の円滑な運営を促進すること

に加え、地域連携ネットワークの体制整備における地域の権利擁護体制を構築するにあ

たり自主的に運営・相談できる体制づくりを目指します。また、権利擁護に関わる専門

職間で情報共有できる場として、専門職のスキルアップや支援体制の強化を目指します。 

〔協議会委員構成団体〕 

千葉県弁護士会

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 千葉県支部

一般社団法人千葉県社会福祉士会

地域包括支援センター

基幹相談支援センターCoCo

NPO法人成年後見センターしぐなるあいず  
〔協議会オブザーバー〕 

千葉家庭裁判所

千葉家庭裁判所　松戸支部  
    

○ 成年後見制度普及啓発講演会および勉強会を開催する他、成年後見制度利用促進のた 

めの調査、成年後見制度や中核機関についての広報、周知を行います。 

   〔開催状況〕 

区　分

年　度 日程 会場 参加者数（人）

令和2年度 令和2年12月12日 市民会館 53（内ｵﾝﾗｲﾝ40）

令和3年度見込 100

成年後見制度普及啓発講演会開催状況

未定  

 

○ 各種専門職団体や関係機関の開催する会議等へ出席し、連携体制を構築します。 

 

 

６ 無料職業紹介所事業   予算額：3,103,000円  

〔財源：市補助金 3,003,000円（96.8％）、収益事業利益 100,000円（3.2％）〕 

《就労を通して生きがいを高めよう》 

 

○ 就職斡旋および雇用主に対する求人開拓を行います。職業斡旋にとどまらず、必要な 

方には生活相談を行います。 

    

〔開設場所〕 松戸市役所本館１階（65歳以上）・本館３階（65歳未満） 

   〔利用状況〕 

区　分

年　度

令和元年度 778 131 41

令和2年度見込 690 96 40

令和3年度見込 800 160 55

就職数
（件）

全利用者数
（人）

紹介数
（件）
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７ 生活困窮者対策事業   予算額：48,456,000円  

〔財源：市受託金 48,456,000円〕 

《生活基盤を整えて自立した生活を送ろう》 

 

○ 生活困窮者に対し、希望に応じて生活相談等を行い、不安や心配を抱えている方の 

さまざまな問題を包括的に対応し、自立した生活が営めるよう支援します。（松戸市 

自立相談支援センター） 

 

○ 相談者の自立を促すため、さまざまな機関と連携していきます。 

 

〔相談件数〕 

区　分

年　度

令和元年度 753 26,256

令和2年度見込 500 10,000

令和3年度見込 1,200 30,000

新規対象者
（人）

延相談件数
（件）

 

 

８ フードバンク事業 

  《資源を大切にしよう》 

 

○ 食品を必要とする方や施設等から相談を受け、食品を提供するフードバンク活動につ 

いて、寄付の受付から提供までを直接的に行うことで迅速な事業の運営を行います。 

 

〇 フードバンクちばやとうかつ草の根フードバンク等と連携し、事業の拡充を図ります。 

 

９ 交通遺児に対する助成事業 

 

○ 千葉県社会福祉協議会で行っている交通遺児に対する見舞金、勉学奨励金・激励金、 

受験費用助成金の申請窓口を開設します。 
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１ 法人運営 

（１）理事会・評議員会等の運営   予算額：659,000円  

〔財源：賛助会費 545,000円（82.7％）、雑収入等 114,000円（17.3％）〕 

 

○ 福祉を取り巻く社会情勢の変化や多様化・複雑化する地域のニーズに即応するため、 

理事会・評議員会等を開催し、本会の地域福祉事業を推進します。 

   ・ 理事会               年７回開催 

   ・ 評議員会              年２回開催 

   ・ 評議員選任・解任委員会       年２回開催 

   ・ 監事監査              年１回開催 

 

（２）役員・職員研修事業   予算額：343,000円 

〔財源：市受託金 10％事務費等 343,000円〕 

 

○ 職員のスキルの向上や知識の習得などを図るため、各種研修会に参加します。 

〔新人職員研修〕接遇マナー研修、福祉入門講座 

〔管理職員研修〕キャリアパス研修（チームリーダー編）、キャリアパス研修（管理職

員編）、市町村社協事務局長会研修会、リクルート管理職研修 

〔専門研修〕千葉県コミュニティソーシャルワーカー育成研修（専門研修）、成年後見

制度研修、権利擁護・虐待防止研修、日常生活自立支援事業新任専門員研修、日常生

活自立支援事業生活支援員・担当者研修、生活福祉資金貸付事業新任貸付担当者研修、

市町村社協貸付担当者・相談員研修会、多重債務問題対策研修、生活困窮者支援事業

研修、ボランティア・コーディネーター研修、広報担当者研修、人事労務管理研修、

経理実務者研修、会計簿記（中級）研修、決算準備研修 

〔その他の研修〕関東ブロック郡市区町村社協職員合同研究協議会、トップセミナー、  

社会福祉協議会活動全国会議、県民福祉セミナー、千葉社協職員連絡協議会研修、住

民参加型在宅福祉サービス全国研究セミナー、災害ボランティアセンター立上げ訓練、

社会福祉士実習指導者講習会、市社協合同研修 

 

（３）他機関・他団体との連携事業   予算額：1,324,000円  

〔財源：市受託金 10％事務費等 1,324,000円〕 

 

○ 他機関・団体との連携を図るため、各種共催事業の実施や組織への参画を行います。 

 

（４）法人運営費   予算額：40,779,000円  

〔財源：市補助金 38,268,000円（93.8％）、収益事業利益 1,345,000円（3.3％）、 

賛助会費 933,000円（2.3％）、市受託金 10％事務費等 233,000円（0.6％）〕 

 

 

第４章 総務企画課 
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○ 法人全体を運営するため、備品の管理、行政や千葉県社会福祉協議会、関係団体等と 

の連絡調整、その他法人運営に必要な財務業務を行います。 

 

２ 会費関連事業   予算額：725,000円 

〔財源：収益事業利益 725,000円〕 

《地域福祉財源を確保しよう》 

 

○ 町会・自治会等の協力のもと、各世帯に社協一般会費の納入を依頼します。 

 

○ 個人、団体、法人等に、特別会費や賛助会費の納入への協力を呼びかけます。 

  

   〔会費納入実績〕 

区　分

年　度

令和元年度 27,832,309 1,109,000 1,499,890 30,441,199

令和2年度見込 28,000,000 1,120,000 1,325,000 30,445,000

令和3年度見込 27,900,000 1,130,000 1,500,000 30,530,000

一般会費
（円）

特別会費
（円）

賛助会費
（円）

合計
（円）

 

 

３ 松戸市福祉大会の開催   予算額：1,040,000円  

〔財源：共同募金配分金 550,000円（52.9％）、市受託金 10％事務費 490，000円（47.1％）〕 

 

○ 地域福祉の増進に貢献し功労のあった方々を表彰し、感謝の意を表するとともに、  

  松戸市の地域福祉の推進を図ることを目的に、松戸市福祉大会を開催します。 

 

   〔開催実績〕 

区　分

年　度 日程 会場 参加者数(人) 市長感謝状 会長表彰 会長感謝状

令和元年度 令和2年1月12日 市民会館 825 2名1団体 291名36団体 2名5団体

令和2年度 3名2団体 288名14団体 3名9団体

令和3年度見込 令和4年2月20日 市民会館 500 3名/団体 400名/団体 30名/団体

松戸市福祉大会 受彰者数

開催中止

 

４ 地域福祉フォーラムの開催   予算額：448,000円  

〔財源：市補助金 370,000円（82.6％）、収益事業利益 78,000円（17.4％）〕 

 

○ 松戸市地域福祉活動計画を推進するため、地域福祉の課題と地域の役割についての 

フォーラムを実施し、本会関係者相互の連携と協働意識の醸成をすすめます。 
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５ 社会福祉法人交流会の開催   予算額：350,000円  

〔財源：負担金収入 200,000円（57.1％）、収益事業利益 150,000円（42.9％）〕 

 

〇 地域における公益的な取り組みを推進するため、市内の社会福祉法人・施設との連携 

体制の強化について検討します。 

 

○ 本会関係者、地区社協関係者および社会福祉法人代表者等を対象とした交流会を開催 

します。 

 

６ まっころんを活用した広報周知活動 

 

○ 本会のマスコットキャラクター「まっころん」を活用した広報周知活動を行い、親し 

みやすい名称とキャラクターで、本会事業を子どもからお年寄りまで広く市民に浸透 

させます。 

 

７ その他広報啓発事業   予算額：203,000円 

〔財源：共同募金配分金 193,000円（95.1％）、雑収入 10,000円（4.9％）〕 

 

（１）松戸まつりへの出店 

 

○ 多くの人が集まる松戸まつり会場で、本会および地区社協が実施している地域住民の 

ための福祉活動をＰＲするほか、千葉県共同募金会松戸市支会と連携して、赤い羽根 

共同募金の募金活動を行います。 

 

（２）社会を明るくする運動の実施 

《安心・安全に暮らせる地域をつくろう》 

 

○ 犯罪や非行の防止、犯罪者の更生について理解を深め、関係機関と連携して社会を明 

るくする運動を展開します。 

 

８ 福祉団体等への助成事業   予算額：5,799,000円   

〔財源：共同募金配分金 4,710,000円（81.2％）、市受託金 1,089,000円（18.8％）〕 

 

○ 松戸市の委託を受け市内の福祉団体に対し、総額 990,000円の助成金を交付します。 

〔交付団体〕松戸市遺族会 675,000円、松戸地区更生保護女性会 315,000円 

 

○ 赤い羽根共同募金運動によって集められた募金のうち、市内の福祉団体に対し、総額 

4,670,000円の助成金を交付します。 

〔交付団体〕松戸市民生委員児童委員協議会 2,700,000円、特定非営利活動法人土曜会 

(こころの相談事業) 110,000円、公益社団法人認知症の人と家族の会千葉県支部  

60,000円、松戸交通安全母の会 80,000円、特定非営利活動法人女性と子どものスペ 

ース・ニコ 100,000円、松戸市はつらつクラブ連合会 270,000円、松戸地区保護司会  

50,000円、松戸地区更生保護女性会 50,000円、NPO法人松戸に夜間中学をつくる市民 

の会 50,000円、民間保育園 1,200,000円 
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９ 歳末たすけあい募金配分事業   予算額：12,500,000円  

〔財源：歳末たすけあい募金 12,500,000円〕 

《地域福祉財源を確保しよう》 

 

○ 新たな年を迎える時期に、支援を必要としている人たちが安心して暮らすことができ 

るよう、歳末たすけあい運動によって集められた募金を、低所得者世帯や福祉施設・ 

団体等に総額 12,500,000円を配分します。 

 

〔配分実績〕 

区　分

年　度
低所得世帯 福祉施設

地域在宅福祉
活動

安心・安全な
まちづくり

事務費 合計

令和元年度 1,605,000 2,818,720 6,420,000 1,031,280 625,000 12,500,000

令和2年度見込 2,649,000 3,240,000 5,831,950 154,050 625,000 12,500,000

令和3年度見込 2,211,000 3,765,000 6,302,000 0 222,000 12,500,000

歳末たすけあい配分金額（円）

 

１０ 寄付助成事業   予算額：6,195,000円  

〔財源：寄付金等 6,195,000円〕 

《地域福祉財源を確保しよう》 

 

○ いただいた寄付金を、生活困窮者対策等に活用します。 

 

○ 子どもの居場所づくりを行う団体等を支援します。 
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１ 法人運営   予算額：39,463,000円  

〔財源：市補助金 17,140,000円（43.4％）、収益事業利益 3,307,000円（8.4％）、 

退職手当積立基金預け金関連収入 10,099,000円（25.6％）、市受託金 10％事務費等 

6,900,000円（17.5％）、資産取崩 2,017,000円（5.1％）〕 

 

〇 法人運営のために、会計業務、積立金の管理、労務管理等を行います。 

 

〇 社会保険労務士と顧問契約を結び、労務管理を強化するとともに、労働環境の整備に 

も取り組みます。 

 

２ 北山会館内斎場売店事業   予算額：13,101,000円  

〔財源：売店売上等 13,101,000円〕 

《地域福祉財源を確保しよう》 

 

○ 北山会館内斎場売店を運営します。 

 

３ 自動販売機設置事業   予算額：2,088,000円  

〔財源：自動販売機雑収入 2,088,000円〕 

《地域福祉財源を確保しよう》 

 

○ 市内 32か所に 60台の自動販売機を設置・運営し、今後も増設に向け取り組みます。 

 

〔設置状況〕 

区　分

年　度

令和元年度 32 61 10,852,224

令和2年度見込 32 60 6,200,000

令和3年度見込 33 62 8,200,000

設置場所
（か所）

設置台数
（台）

手数料収入
（円）

 

 

４ その他収益事業運営   予算額：8,612,000円  

〔財源：自動販売機手数料等 8,201,000円（95.2％）、北山会館内斎場売店売上 

411,000円（4.8％）〕 

《地域福祉財源を確保しよう》 

 

○ 収益事業の利益を本会の地域福祉事業を支える財源として役立てます。 

第５章 財務課 
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１ 企画広報事業   予算額：8,127,000円 

（１）理事担当委員会   予算額：46,000円  

〔財源：収益事業利益 46,000円〕 

 

○ 理事が担当する企画財政委員会および在宅福祉委員会を運営します。 

 

（２）まつど社協だよりの発行   予算額：8,015,000円  

〔財源：一般会費 3,360,000円（41.9％）・特別会費 1,140,000円（14.2％）、 

共同募金配分金 1,618,000円（20.2％）、広告収入 840,000円（10.5％）、 

市受託金 10％事務費 1,057,000円（13.2％）〕 

 

○ 本会事業を広く市民に周知するため、広報紙「まつど社協だより」を年４回発行し、 

地区社協を通じて各町会・自治会の協力のもと、全戸配布を行います。 

   

（３）ホームページの運営   予算額：66,000円  

〔財源：共同募金配分金 66,000円〕 

 

○ 本会事業を広く市民に周知するため、ソーシャル・ネットワーキング・サービスの 

フェイスブックやツイッターと連動させたホームページの運営を行います。 

 

２ 地域福祉活動計画推進委員会   予算額：95,000円  

〔財源：市受託金 10％事務費 95,000円〕 

○ 松戸市地域福祉活動計画（第５次）を推進するため、計画の進捗状況を評価する委員 

会を開催します。 

 

３ 災害ボランティアセンター事業   予算額：175,000円  

〔財源：市補助金 140,000円（80.0％）、共同募金配分金 35,000円（20.0％）〕 

《災害対策に取り組もう》 

 

○ 災害時に災害ボランティアセンターを設置運営するため、運営マニュアルの改善を図  

り、職員・関係団体・住民を対象とした訓練を行います。 

 

○ 災害ボランティアリーダーを育成し、災害ボランティアセンター設置に備えます。 

 

 ○ 地区社協を含めたサテライトの設置について検討します。 

 

４ ハートフル交流会事業   予算額：135,000円  

〔財源：共同募金配分金 135,000円〕 

《地域での交流を深めよう》 

 

○ 障がいのある人と地域住民がスポーツやレクリエーションを通して交流することで、 

障がいに対する理解を深めるため「ハートフル交流会事業」を行います。 

第６章 各課共通事業 
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○ 障がいのある人がより多くの地域住民と交流し、施設の存在・活動を認識していただ 

くと同時に、地域でのつながりがもてる場になるよう取り組みます。 

 

５ 多世代まるごと居場所づくり事業   予算額：18,216,000円 

〔財源：市受託金 18,216,000円〕 

 

○ 世代や属性を超えた関わりを通じて、地域の中での孤立を防止し、社会とのつながり 

を作ることを目的として、多世代まるごと居場所づくり事業を実施します。 

 

○ 本事業は、地域共生社会の実現に向けて改正社会福祉法に位置付けられた重層的支援 

体制整備事業の一部として、松戸市から受託する事業となります。 

 

 〔事業内容〕 

  （１）居場所づくり全体会議の運営 

   ・居場所づくりの方針や実施地区の検討・合意、および各地区ステーションの進捗を

管理する「居場所づくり全体会議」を開催します。 

   ・本会は、松戸市町会・自治会連合会、松戸市民生委員児童委員協議会、まつど NPO

協議会、および松戸市と協働して会議を運営するとともに、会議の事務局を担います。 

 

  （２）各地区「まつど DEつながるステーション」の進捗管理 

   ・各地区で創出される「まつど DEつながるステーション」の進捗について、全体会議

において管理します。 

 

  （３）居場所サミットの開催 

   ・市内にある居場所相互のネットワーク化、情報共有及び「まつど DEつながるステー

ション」の周知のため、居場所サミットを開催します。 

 

 

 


