
 

 

私たちのめざすまち「安心して暮らせるまち」 

－ みんなの声 － 

○ 身近に相談できる人がいない。 

○ どこに相談して良いかわからない。 

〇 近所のトラブルを聞いてほしい。 

【ねらい】 
 地域における福祉課題は多様化・複雑化しています。さまざまな困りごと

に対して、分野を限定せず受けとめることができる窓口が必要です。また、

相談窓口で聞き取ったニーズ(※)や課題は、適切な福祉サービスの利用により

解決を図るだけでなく、行政や関係団体、身近な地域中のネットワーク等を

駆使して解決したり、新たな仕組みをつくったりすることも大切です。身近

な場所に気軽に安心して相談できる場所を見つけることから始めましょう。 

一人ひとりが 

できること 

○ どのような相談窓口があるか把握しておきましょう。 

〇 困りごとは一人で抱えず、周りの人に相談をしましょう。 

地域ができること 

○ 日ごろから声を掛け合いましょう。 

〇 気になる人・事があったら声を掛けましょう。 

〇 困っている人がいたら相談窓口を紹介しましょう。 

社協ができること 

○ 福祉なんでも相談事業を充実させ、周知を図ります。 

○ 関係機関と連携し、相談体制を強化します。 

〇 悩みごとを伺い、適切な窓口を紹介します。 

私たちの取り組み 

 誰もが安心して相談できる場を確保しよう 

私たちの役割 

私たちの目標 地域の誰もが安心して暮らせるまちをつくろう 
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例えば… 

・どこに相談してよいかわからない 

・利用できる窓口や制度を知りたい 

・今後のことが心配 

・近所で気になる人がいる 

・自分からは相談できない人がいる 

・今ある制度や仕組みでは解決することが難しい 
 

 ※ プライバシーは守りますので、安心してご相談ください。 

 

市社協事業目標値                     

事業名 項目 
見込 目標値 

H29 H30 H31 H32 H33 H34 

福祉なんでも相談 
電話相談開催 

日数（日） 
62 65 70 75 80 85 

福祉なんでも相談 

 市内３か所で「福祉なんでも相談」を開催して

います。自分のことはもちろん、親兄弟のこと、

隣近所のトラブルなど、福祉に関する困りごとは

なんでもご相談ください。お話を聞いたり、適切

な専門機関をご紹介します。 

会 場 曜 日 時間 

松戸市社会福祉協議会 

相談室 

第１・４金曜日 

毎週水曜日 

午前10時～ 

午後3時 六実支所 第１火曜日 

小金原市民センター 第１木曜日 

 電話相談専用ダイヤル［第１・４金曜日・毎週水曜日］   ☎（３６８）１３３３ 

  相談に来れない人や、電話の方が相談しやすい人にも対応できるよう 

  専用の電話回線を設けております。 

＊福祉なんでも相談は、福祉相談員として委嘱された身近な地域の民生委員が 

相談に応じています。 
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－ みんなの声 － 

〇 ボランティアにはどんなことをやってもらえるの。 

○ ちょっとした困りごとをお願いできたらいいなぁ。 

○ 公的な制度では解決してもらえない困りごとを何とかして欲しい。 

 【ねらい】 
 制度サービス(※)では解決できない困りごとを、地域のボランティア・

関係団体が力を合わせて解決する互助・共助の仕組みに期待が寄せられて

います。 

 困りごとを解決するためにたくさんのボランティアが活躍しています。

ボランティアの協力による支え合い・助け合い活動を積極的に活用してい

きましょう。 

一人ひとりが 

できること 

○ 困っていることがあったら相談しましょう。 

○ 地域でさまざまな困りごとを抱えている人の声に耳を傾け

ましょう。 

○ 困りごとの解決にボランティアや地域の資源を活用しま

しょう。 

地域ができること 

○ 地域住民が集まる機会に、地域の支え合い・助け合いの仕

組みや団体を積極的に紹介しましょう。 

〇 困りごとを解決するための仕組みの創出について検討して

みましょう。 

社協ができること 

○ 困りごとを解決するために、ボランティアセンターに登録 

  しているボランティアや関係団体の力を結集して支援します。 

○ ボランティア活動者を増やして、きめ細やかな支援ができ

るようにします。 

○ 「ふれあいサービス事業」「訪問型生活支援・困りごとサ 

  ービス事業」「困りごと解決ワンコインボランティア事

業」など、住民の参加と協力により展開する事業を普及しま

す。 

私たちの取り組み 

 地域の困りごとにボランティアの力を活かそう 

私たちの役割 

私たちのめざすまち「安心して暮らせるまち」 

私たちの目標 地域の誰もが安心して暮らせるまちをつくろう 
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会話しながら一緒に洗濯干し 

ふれあいサービス事業 

市社協事業目標値 

事業名 項目 
見込 目標値  

H29 H30 H31 H32 H33 H34 

ふれあいサービス事業 活動回数（回） 4,700 4,750 4,800 4,850 4,900 4,950 

訪問型生活支援・ 

困りごとサービス事業 
活動回数（回） 820 970 1,120 1,270 1,420 1,570 

訪問型生活支援・困りごとサービス事業 

困りごと解決ワンコインボランティア事業 

 高齢者や心身に何らかの障がいのある方が、住み慣れた地域で安心して暮ら

せるように、地域の人たちの参加と協力で、有償で在宅福祉サービスを提供し

ています。 

■家事援助：調理・洗濯・掃除・買い物等 

■介護援助：外出・着替え・排せつ・食事の 

 介助・見守り等 

■24時間あんしん電話サービス 

ボランティアと一緒にゴミの分別 

 高齢者や障がいのある方などが生活するうえ

で抱えている困りごとや、日常生活のちょっと

した困りごとを、ボランティア１人につき1回

500円で、ボランティアが支援します。１日

最大２時間まで利用できます。 

■片付け・草取り・外出時の付き添い・見守

り・転居後の片づけ・自立に向けた話し相手等 

 訪問型生活支援・困りごとサービスは、要支援者等の自立した生活を応援す

るサービスです。専門のヘルパーではなく、市指定の研修と社協の実務者研修

を受けた方がサービスの実施者として訪問します。地域の情報交換やおしゃべ

りを楽しむことができ、自立支援にもつながっています。 

■生活支援サービス：掃除・洗濯・ゴミ出し・買い物等 

■困りごとサービス：草取り・付き添い支援・居室以外の 

 掃除等 
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ー みんなの声 － 

○ 親族が近くにいないので財産管理が心配。 

○ 失業して生活に困っている。 

○ お金の使い方が上手くいかない。 

○ 会社を解雇され家賃が払えない。 

【ねらい】 
 少子高齢化の進行や、単身世帯、ひとり親世帯の増加など世帯構造の変化、家族、

職場、地域社会におけるつながりの希薄化が進む中で、社会的孤立(※)のリスク(※)

が拡大するとともに、貧困の世代間連鎖(※)といった課題も深刻化しています。貧困

をはじめとする社会的孤立や生活課題は、身近な地域で対応する基盤づくりも重要で

す。 

 多様で複雑な課題を解きほぐして解決に導くためには、地域のさまざまな力を活用

した包括的な支援が必要となります。そのためには誰もが地域社会の一員として積極

的な役割を果たしていくと共に、地域においては、生活課題のある方に対して、個別

支援を行いながら見守りや支え合いのできる地域社会をつくることが求められています。 

一人ひとりが 

できること 

○ 自分のライフプラン(※)を考えてみましょう。 

○ 困っていることがあったら相談しましょう。 

○ 隣近所の方と挨拶し、地域とのつながりを持ちましょう。 

地域ができること 

○ 困っている人がいたら相談窓口を紹介しましょう。 

○ ひきこもりや孤立状態の人などが、地域とのつながりを

無くさないように見守りましょう。 

社協ができること 

○ 複雑な課題を抱える人を包括的に支援できるよう行政や

関係機関と連携を図ります。 

○ 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、日常生活自立支援事業の利用をす

すめます。 

○ 比較的所得の少ない世帯に対し、世帯の経済的な自立と

生活の安定を図ることを目的に生活福祉資金貸付制度の

利用をすすめます。 

○ 不測の事態により緊急に援護を必要とした場合に、世帯 

 の自立更生を図るため法外援護事業の利用をすすめます。 

 

私たちの取り組み 

 生活基盤を整えて自立した生活を送ろう 

私たちの役割 

私たちのめざすまち「安心して暮らせるまち」 

私たちの目標 地域の誰もが安心して暮らせるまちをつくろう 
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自立した生活を送るために、困ったら相談しましょう！ 

日常生活自立支援事業 

 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、日常的な福祉サービス

の利用援助や金銭管理等を行います。 

事業名 項目 
見込 目標値 

H29 H30 H31 H32 H33 H34 

日常生活自立 

支援事業 

相談・訪問 

回数（回） 
1,170 1,180 1,190 1,200 1,210 1,220 

市社協事業目標値                       

 法外援護事業 

 低所得のため緊急に支援を必要とする世帯に対し、相談支援、金銭の交付を行

います。状況に応じ、寄付でいただいた食品もお渡しします。 
 

◎各事業において、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、寄り添いな

がら自立に向けた支援を行います。また、地域や関係機関から、問題を抱えてい

る方々の情報が入る体制づくりの構築を目指しています。 

  生活福祉資金貸付事業 

 比較的所得が少ない世帯、障がい者世帯、高齢者世

帯または失業者に対し、資金の貸付と相談支援を行い 

経済的自立や生活意欲の向上、社会参加の促進をはか

り、安心した生活が送れるよう支援しています。 

＜障がい者や学生・家族への貸付＞ 

○教育支援資金 

 高校・専門学校・大学に進学する入学金や授業料を 

準備することが難しい世帯に対して貸付します。 

○不動産担保型生活資金 

 一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望す

る高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として毎月の生活費を貸付します。 

◎他にも状況により貸付制度を利用できます。  

  生活困窮者対策事業 

 経済的に困窮するおそれのある方の総合相談窓口として、市役所３階に松戸市

自立相談支援センターを開設しています。経済的に苦しい、生活に困っている

等、自力で解決できない問題に対し支援を行っています。また、経済的な問題だ

けではなく、心身の問題、家庭の問題など、複合的な問題に対し、包括的に対応

し自立した生活を営めるように支援します。 
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－ みんなの声 － 

〇 認知症や生活習慣病について知りたい。 

○ 元気な体で健康的にボランティア活動をしたい。 

〇 認知症になっても安心して暮らしたい。 

【ねらい】 
 近年、認知症や生活習慣病などは、年齢にかかわらず重大な関心事になっ

ています。また、2025年には４人に1人が７５歳以上となると予想され、

今後、急速に高齢化が進み「1人の若者が1人の高齢者を支える」という肩

車型の社会がくるとされています。 

 健康寿命(※)を延ばすためには、一人ひとりが自らの健康維持・増進につ

いて日頃から気を付けていくことが大切です。 

一人ひとりが 

できること 

○ 定期的に健康診断を受けましょう。 

○ バランスの良い食事や適度な運動を心がけましょう。 

○ 地域の行事などに積極的に参加しましょう。 

地域ができること 
○ 地域住民が参加できる健康に関する研修やイベントを開催

しましょう。 

社協ができること 

○ 地域住民の交流事業にスポーツを取り入れます。 

○ 介護予防・健康増進として介護支援ボランティア制度の普

及に取り組みます。 

〇 認知症になっても安心して暮らせるまちを目指すことを目

的として、オレンジ協力員推進事業に取り組みます。 

〇 松戸市の「まつど健康マイレージ(※)」事業に積極的に参加し

ます。 

私たちの取り組み 

 健康づくりを心がけよう 

私たちの役割 

私たちのめざすまち「安心して暮らせるまち」 

私たちの目標 地域の誰もが安心して暮らせるまちをつくろう 
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認知症高齢者声かけ訓練 

市社協事業目標値 

事業名 項目 
見込 目標値  

H29 H30 H31 H32 H33 H34 

オレンジ協力員推進事業 
実活動者数

（人） 
120 150 180 200 220 240 

介護支援ボランティア事業 
登録者数

（人） 
384 410 440 470 500 530 

 65歳以上の高齢者が、自身の健康増

進・介護予防を目的にボランティア活動

に取り組んでいます。市社協では「介護

支援ボランティア登録説明会」を月に１

回開催し、安心してボランティア活動が

始められるように支援しています。 

認知症カフェ(※)で頭の体操実施中 

 認知症と思われる人を道などで実際に

見かけた時に戸惑ってしまわないよう、

認知症の方を理解して声をかける訓練を

行っています。「まきば声かけネット」

のみなさんが毎年開催しています。 

(事務局：特別養護老人ホームひまわりの丘内) 

介護支援ボランティア事業 

 医療、介護の専門職と一緒に話相手や

見守り、レクリエーション活動などを通

して認知症の方や家族の方を支えます。

認知症を予防し、認知症になっても住み

慣れた地域で安心して生活できるまちづ

くりを目指す活動です。 

レクリエーション活動をサポート中 

声かけ訓練練習風景 

オレンジ協力員推進事業 
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－ みんなの声 － 

○ 安心して暮らせるまちにしたい。 

〇 地域の人同士仲良く、あいさつがたくさんあるまちにしたい。 

○ 子どもの明るい声が聞こえるまちにしたい。 

【ねらい】 
 子どもや高齢者が犯罪に巻き込まれるケースが増え、「安心して暮らせる

社会」が、多くの地域住民の願いとなっています。 

 特に、子どもたちを犯罪から守るには、地域が一体となって取り組んでい

くことが大切です。松戸市でも、さまざまな団体や住民組織が連携し、誰も

が安心・安全に暮らせる地域づくりを進めています。 

一人ひとりが 

できること 

○ 近所の人と、挨拶など声を掛け合いましょう。 

〇 子どもたちや高齢者の様子に気を配りましょう。 

〇 防犯グッズや「安全安心メール」を活用しましょう。 

〇 「こども110番の家」を子どもたちに知らせましょう。 

〇 地域での防犯講話・防犯指導に参加しましょう。 

地域ができること 

○ 地域で登下校時の子どもの安全を見守りましょう。 

○ 防犯パトロールを実施しましょう。 

○ 地域での自主防犯の意識を持ちましょう。 

〇 安全対策等の情報を地域で共有しましょう。 

社協ができること 

○ 松戸市、警察署、防犯協会連合会(※)、保護司会(※)、更生

保護女性会(※)等、関係団体や組織との連携して、地域住民

に防犯を呼びかけます。 

○ ホームページや「まつど社協だより」などで、防犯に関す

る広報・周知活動に努めます。 

私たちの取り組み 

 安心・安全に暮らせる地域をつくろう 

私たちの役割 

私たちのめざすまち「安心して暮らせるまち」 

私たちの目標 地域の誰もが安心して暮らせるまちをつくろう 
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防犯対策の取り組み 

【こども110番の家】 

 こども110番の家事業は、子どもたちが事件や

事故に巻き込まれるのを地域が一体となって防ぐた

めに、すぐに助けを求められる家として、松戸市お

よび安全都市協議会(※)、防犯協会連合会が各小学

校と連携して実施しています。 

 地域では、のぼりを立てたり揃いの

ベストや腕章をつけて、町会内のパト

ロール活動を行っています。 

 犯罪の抑止効果や防犯意識の高揚が

期待でき、犯罪者を寄せ付けないまち

づくりに役立ちます。 

社会を明るくする運動 

 社会を明るくする運動は、すべての国民

が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たち

の更生について理解を深め、それぞれの立

場において力を合わせ、犯罪のない地域社

会を築こうとする法務省主唱の全国的な運

動です。 

 市社協は、社会を明るくする運動松戸地

区推進委員会の構成団体として、関係機関

と連携し、広報活動等の取り組みを行って

います。 
更生保護のマスコットキャラクター 

更生ペンギンのホゴちゃんとサラちゃん 

まつど安全・安心シルバーネットワーク 

 まつど安全・安心シルバーネットワークは、高齢者の犯罪や交通事故、災害

等に対する抵抗力を強化するための総合的な対策を講じるため、松戸市、松戸 

・松戸東警察署、高齢者関係団体、防犯・防災・交通安全等に係る団体により

構成され、合同防犯パトロールや防犯に対する広報啓発活動の実施、「安全・

安心シルバーフェスタinまつど」の開催などを行っています。 

【松戸市安全安心メール】 

 安全安心メールは、災害・不審者・犯罪などの情報を携帯電話やスマートフォ

ンのメールに自動的に配信する松戸市のサービスです。 

防犯パトロールの様子 

【防犯パトロール】 

40



 

 

－ みんなの声 － 

○ 災害発生時に助け合える地域づくりをすすめてほしい。 

○ 市社協が行う災害ボランティアセンターの取り組みをもっとＰＲしてほしい。 

○ 地域の中ではいろんな団体が防災活動に取り組んでいるけど連携はできて 

  いるのだろうか。 

【ねらい】 
 東日本大震災以降、地域住民の防災意識が高まっています。また、豪雨災

害などの激甚災害も年々増えています。災害が発生したときには、自分の身

を守る「自助」、隣近所で助け合う「近助」、地域ぐるみで助け合う「共

助」、行政機関による「公助」が必要となります。災害発生時は、日頃の近

所、地域でのつながりが助け合う力を発揮します。 

一人ひとりが 

できること 

○ 非常時に家族との連絡方法や避難集合・経路を確認して 

おきましょう。 

○ 災害用品を備蓄しておきましょう。 

○ 家具の転倒や食器等の落下防止に取り組みましょう。 

〇 日ごろから隣近所と顔なじみの関係を築きましょう。 

地域ができること 

○ 地域での自主防災訓練や避難訓練を行いましょう。 

○ 災害時に地域で支援が必要な人を把握しましょう。 

○ 災害対策の情報を広報紙や掲示板で共有しましょう。 

〇 災害支援を受ける力（受援力）を高めましょう。 

社協ができること 

○ 災害時に災害ボランティアセンターを立ち上げます。 

○ 災害ボランティアセンターの運営訓練を行います。 

○ 災害ボランティアリーダーの人材育成を行います。 

〇 市役所関係部署や災害支援団体と日頃から連携をとり、必

要な情報を発信します。 

〇 災害時のボランティア活動に必要な研修を行います。 

私たちの取り組み 

 災害対策に取り組もう 

私たちの役割 

私たちのめざすまち「安心して暮らせるまち」 

私たちの目標 地域の誰もが安心して暮らせるまちをつくろう 
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市社協事業目標値 

松戸市災害ボランティアセンター 

 市内で大規模災害（地震や風水害等）が発生した場合に、市社協は松戸市役所

からの要請を受け、関係機関と連携し、災害発生時から３日～７日以内に松戸市

災害ボランティアセンターを立ち上げることになります。 

 災害ボランティアセンターは、被災された方の生活復旧支援を行うため、全国

から駆けつけてくるボランティアを派遣します。 

 

〔災害ボランティアセンターは誰が運営するの？〕 

 松戸市社会福祉協議会職員および災害ボランティア

リーダーと関係協力団体（他市町村社協職員、災害支

援団体等）が協働して、災害ボランティアセンターを

運営します。 

 

〔災害ボランティアセンターは何をするの？〕 

 〇 全国から集まるボランティアの受け入れ 

 〇 被災者の困りごとの把握 

 〇 ボランティアの人数調整と資機材の貸出 

 〇 ボランティアに関する情報の発信 

 〇 被災状況の把握と災害対策本部との連絡調整 

 

〔ボランティアがお手伝いできる活動例〕 

 〇 家財が散乱しているので一緒に片付けてほしい 

 〇 高齢で給水の水が運べないので手伝ってほしい 

 〇 庭先に土砂があり、道路に出ることができません。 

   敷地内に通り道を作ってほしい 

災害ボランティア 

まっころん 

避難行動要支援者の避難支援体制 

づくり 

 松戸市では、災害時に自力で避難でき

ない方を地域で支援する避難支援体制の

整備のため、避難行動要支援者名簿の作

成に取り組んでいます。 

事業名 項目 
見込 目標値 

H29 H30 H31 H32 H33 H34 

災害ボランティア 

センター運営研修会 

参加者数

（人） 
65 68 71 74 77 80 
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－ みんなの声 － 

○ 住みよい美しいまちに住みたい。 

○ リサイクル活動に協力したい。 

○ 家で余っているものを必要な人たちに活用してほしい。 

【ねらい】 
 住みよい美しいまちにするために、私たち一人ひとりが積極的にエコ活

動やリサイクル活動などに関心を持ち、地球にやさしい生活をしていくこ

とが重要です。その一方で、食品の廃棄がマスコミにも報道されることが

最近多くなっています。食べるものもなく困っている世帯が市内にはたく

さんあります。家庭に眠っている食品を有効活用し、困っている人を助け

ることができます。 

 資源には限りがあり、未来に引き継ぐためには私たちが地球のことを考

える必要があります。 

一人ひとりが 

できること 

○ 家庭で眠っている食品を寄付しましょう。 

〇 エコバックを活用しましょう。 

〇 ごみの減量に努力し、リサイクルを心掛けましょう。 

地域ができること 

〇 松戸市社協で行っている家庭で眠っている食品の募集のＰ

Ｒに協力しましょう。 

〇 フードバンクのＰＲに協力しましょう。 

○ 町会・自治会や子ども会などに協力し、軒下回収に取り組

みましょう 

〇 リサイクル活動に協力しましょう。 

社協ができること 

○ 家庭で眠っている食品を寄付したい支援者と食品を必要と

している人をつなぐ役割を果たします。 

〇 フードバンクちばに協力します。 

〇 再生紙の利用などエコ活動に協力しています。 

〇 入れ歯やインクカートリッジ、使用済み切手のリサイクル

活動に取り組みます。 

私たちの取り組み 

資源を大切にしよう  

私たちの役割 

私たちのめざすまち「安心して暮らせるまち」 

私たちの目標 地域の誰もが安心して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 

フードバンク 
食品受入（kg） 1,978 2,000 2,030 2,060 2,090 2,120 

食品提供（kg） 1,978 2,000 2,030 2,060 2,090 2,120 

やさしい支援をありがとう 

 市民の皆さんや企業から寄付された食品を必

要とされている施設や個人に届ける活動です。 

毎週ボランティアさんが集まって 

切手整理をしています。 

 集められた使用済み切手は、ボラン

ティアが整理した後、障がい者支援

団体等に送ります。障がい者が手作

業で切手シートやキーホルダーにリ

メイクして販売されます。その収益

が障がい者の工賃となります。 

 また、業者に買い取ってもらい、

その売り上げは福祉活動推進のため

に役立てられます。 

フードバンクとは 

上記のような食品を集めています。消費期限が 

2か月以上あるもののご提供をお願いします。 

使用済み切手収集 

44



 

 

私たちのめざすまち「次世代に受け継がれるまち」 

私たちの目標 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 

－ みんなの声 － 

○ 車いすの人が困っているのを見かけたが、どうやって手伝っていいのか分か

らない。 

○ 障がいのある人が地域で暮らしていくには、地域住民の理解が必要だ。 

○ 障がい者というくくりではなく、一人の個人であることを理解して欲しい。 

【ねらい】 
 バリアフリー(※)という言葉が市民権を得て、日常的に聞かれるようにな

りました。しかし制度やインフラ(※)のみがバリアフリーの対象ではありま

せん。困っている人に、当たり前のように声をかけることができる社会を目

指すためには、相手のことや接し方を知ることが必要です。 

 市社協では、福祉器具の貸出や福祉体験学習を通して、心のバリアフリー

を進めています。心のバリアフリーには、地域の中に良き理解者がいること

が何よりも重要です。 

一人ひとりが 

できること 

○ 高齢者や障がいのある人、子ども達について関心を持ち                              

ましょう。 

○ 困っている人を見かけたら進んで声をかけましょう。 

○ 偏見や差別について考えましょう。 

地域ができること 

○ 地域に住む人たちが知り合い、交流できるイベントを開催

しましょう。 

○ 人と人が気軽に集まれる居場所を増やし、声をかけ合える

関係をつくりましょう。 

○ 移動や買物を一人でするのが難しい方の解決方法を考えま

しょう。 

社協ができること 

○ 福祉体験を通じて、高齢者や障がい者の理解や接し方の大

切さを伝えていきます。 

○ 障がいのある人に対する理解を深めてもらうための研修や

講座の開催、交流の場づくりを行います。 

○ 福祉機器の貸出と福祉体験学習支援を行います。 

○ 福祉教育サポーターを養成します。 

私たちの取り組み 

 心のバリアフリーを広げよう 

私たちの役割 
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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 

福祉体験学習 
学校・団体 

福祉教育依頼数（件） 
12 13 13 14 14 15 

福祉教育 

サポーター 
年間延べ活動者（人） 60 65 65 70 70 75 

福祉教育サポーター 

 福祉教育サポーターとは、松戸市内の学校や地域な

どで行う「福祉教育」の体験学習をサポートするボラ

ンティアです。 

 福祉体験学習の担い手を育成するために、「福祉教

育サポーター養成研修」を行っています。育成したサ

ポーターは、松戸市内の学校や地域などの様々な場所

で地域福祉の担い手づくり事業「福祉教育」を行って

います。誰もが安心して暮らせる「共に生きる力」を

育むために取り組んでいます。  

福祉機器の貸出 

 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に、学校や福祉

団体、企業の職員研修などに福祉機器

の貸出を行っています。 

福祉教育体験学習 

 市内の学校や団体から依頼を受け、福 

祉教育サポーター（地域のボランティア） 

の協力を得ながら、高齢者疑似体験や見 

えない体験（視覚障がい体験）等の福祉 

体験学習に取り組んでいます。 

 次代の地域福祉の担い手として、子ど 

もたちが福祉に理解と関心を持ち、助け 

合い活動への意識が高まり、共に支え合 

いながら生きていく事の大切さなどを学 

ぶ場を提供しています。 

高齢者疑似体験 

車いす体験 

見えない体験（白杖体験） 

【貸出機器】 

① 高齢者疑似体験用具 

② 視覚・聴覚障がい者疑似体験用具 

③ 車いす 
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－ みんなの声 － 

○ さまざまな世代が交流できる機会や場所を提供してほしい。 

○ 生まれ育ったまちを故郷と思える思い出のあるまちにしたい。 

○ 外国人と知り合ったり、親しく接する機会がほしい。 

【ねらい】 
 体の不自由な人やひとり暮らしの高齢者、外国籍で日本の習慣をよく知ら

ない人など、地域には、さまざまな人が住んでいます。そして、地域の絆が

重要だと思っていても、なかなかその輪の中に入れないと感じている人もい

ます。 

 また、日常的に高齢者等と接する機会をもたない子どもたちが増えている

中、物づくりや遊び、伝統行事等を通して子どもから高齢者まで多くの人た

ちが集まり楽しみながら、交流を深めることが大切です。 

 障がいの有無や国籍の違いにかかわらず、さまざまな世代が地域で交流し 

て、相手を思いやる気持ちが育まれた心やさしい福祉のまちをつくりましょう。 

一人ひとりが 

できること 

○ 地域のイベントに積極的に参加しましょう。 

○ 自分の得意なことを交流事業に活かしましょう。 

地域ができること 

○ 「ふれあい広場」など、幅広い世代の人々が参加できるイ

ベントを開催しましょう。 

○ 世代間で交流できる機会をつくりましょう。 

○ 外国人も参加しやすいイベントを実施しましょう。 

社協ができること 

○ 「ハートフル運動会」を開催します。 

○ 「ふれあい広場」などの地区社協の交流事業の開催を支援

します。 

○ 国際交流イベント等の広報、情報発信を行います。 

私たちの取り組み 

 地域での交流を深めよう   

私たちの役割 

私たちのめざすまち「次世代に受け継がれるまち」 

私たちの目標 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 
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ハートフル運動会 

 軽スポーツを通して、障がいの

ある人と地域住民、ボランティア

活動者が交流を深めています。 

 平成29年度は「カローリング

(※)」に加え、パラリンピック正

式種目の「ボッチャ(※)」を行

い、障がいに対する理解を深める

交流を毎年開催しています。 

まつど国際文化大使 

 まつど国際文化大使は、松戸市から委嘱を受け、市内で開催される国際交

流講座やイベント等で出身国の文化・生活習慣・芸術を紹介している外国出

身のボランティアで、現在30名の人が任命され活動しています。 

 異文化に触れることで国際人としての感覚が養われ、地域に住む外国人と

の交流も深まります。 

ふれあい広場 

 地区社協が主催し、地域住民が

子どもから大人まで世代を超え

て、年齢や障がいの有無にかかわ

らず楽しみながら交流を深めてい

ます。各地区の特色が活かされ、

参加団体、来場者も年々増加して

います。 

カローリング（矢切特別支援学校にて開催） 

障害者週間記念「ふれあいフェスティバル」 

 障害者の福祉について市民の理解を深め、障害のある方の社会参加意欲を

高める目的で、障害者週間記念事業「ふれあいフェスティバル」を松戸市が

毎年開催しています。市内の障害者福祉施設が多数参加し、施設で作成した

作品の販売を行う福祉バザーや、音楽や演劇、抽選会などで楽しみながらふれ

あうことのできるイベントです。 

（障害者週間 12月3日～12月9日） 

 バルーンアートづくりに挑戦 
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― みんなの声 ― 

○ 学生や若い世代がボランティアに参加してほしい。 

○ 地域活動の担い手の高齢化や人手不足の問題があり、さまざまな世代の新た

な担い手の育成をしてほしい。 

【ねらい】 

 高齢化や核家族化が進み、住民同士のつながりが希薄になってきている

中、さまざまな世代がお互いを尊重しながら助け合える地域づくりに向けた

取り組みが必要となっています。 

 福祉のまちをみんなでつくり次の世代へつなぐためには、子どもたちの成

長の過程での経験や体験による思いやりの心を育むことが大切です。 

 子どもたちの地域福祉への参加をすすめるために、学校と地域が一体と

なって、福祉について考え、行動する地域活動に取り組みます。 

一人ひとりが 

できること 

○ 地域福祉に関心を持ちましょう。 

○ 地域のイベントや学校行事等に参加・協力し、地域の中で

コミュニケーション(※)をとりましょう。 

○ 自分の持つ知識や技術を、地域の中で活かしましょう。 

〇 地域の活動に積極的に参加しましょう。 

地域ができること 

○ 日ごろ地域と関わりのない若い世代へも、地域福祉への参

加を呼びかけましょう。 

○ 学生や若い世代のボランティアを受け入れましょう。 

〇 若い世代との世代間交流に取り組みましょう。 

社協ができること 

○ 学生や若い世代のボランティアを育成します。 

〇 福祉教育を実施する学校に活動費を助成します。 

〇 子どものボランティアを育成するため、「夏休み子どもボ

ランティア体験教室」を実施します。 

私たちの取り組み 

次代の担い手を地域で育てよう 

私たちの役割 

私たちのめざすまち「次世代に受け継がれるまち」 

私たちの目標 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 
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福祉教育の実践活動 

 次代の地域福祉の担い手として、子ど

もたちが福祉に理解と関心を持ち、助け

合い活動への意欲が高められるよう、学

校・地域住民がさまざまなイベントを企

画運営し、子どもたちとともに、福祉教

育の実践活動を行っています。 

市社協事業目標値 

事業名 項目 
見込 目標値 

H29 H30 H31 H32 H33 H34 

福祉教育活動助成金 

事業 

福祉教育活動助成

金申請校（校） 
32 33 34 35 36 37 

小学生と地域住民が交流する 

「ふれあい花壇」（小金地区社協） 

高校生と地域住民が一緒に食事を行う 

「ふれあい会食会」（六実六高台地区社協） 

小中学校・高等学校・地域住民が一堂に会する 

「ふれあいコンサート」（馬橋西地区社協） 

夏休み子どもボランティア体験教室 

教わった「ハンドマッサージ」 

心をこめて行います。 

 ボランティアの楽しさを子ども達につ

たえたい一心で毎年開催。小学生から高

校生までが集まり、“ハンドマッサー

ジ”のボランティア活動を体験。「やさ

しく、やさしく…」とそっと手をとる子

どもたちの姿に、高齢者の皆さんも周り

の大人たちも癒されます。緊張気味の子

ども達も、会話や笑顔、感謝の言葉を通

して、「喜んでもらえた！」とほっと一

安心です。 
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