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松戸市について

区分 内容

面積 ６１．３８㎢

人口 ４８７，９１９人（H27/04） H27国勢調査速報値：30番目

高齢者人口・高齢化率 １１６，７６９人（平成27年現在）・２３．９％

後期高齢者人口 ５０，４０１人（男性２１，０７１人、女性２９，３３０人）

世帯数 ２２４，６９９世帯（平成27年現在）

要介護認定者数・割合 １７，９４５人・１５．４％（平成27年現在）

介護保険料（基準額） 第６期第１号保険料：５，４００円

地域包括支援センター 直営０、委託１１（日常生活圏域１５）

事業所（H27/03） 訪問介護事業所：１２８・通所介護事業所：１６７

都心から30分圏内の地理的に利便性が高
いことから、高度経済成長期前後からＵ
Ｒの公団やマンション群が建設され、人
口が急増した都市です。



認定NPO法人たすけあいの会ふれあいネットまつど

ミッション

高齢者、障がい者、子どもをはじめ地域に住む誰

もが持っている「住み慣れた街で自分らしく人間らし

く暮らしたい」という願いを実現するために、

１．手助けを必要とする人へ困ったときはお互い
さまの精神でたすけあい活動に取り組みます
（対人援助活動）。

２．支え合い助け合いのある地域社会づくり活
動に取り組みます（社会活動）。



■正会員 １１９人
ボランティア会員（平均年齢65歳・男女同数）

■ふれあい会員 ２３０人
有償ボランティアサービスの利用者
(子ども・高齢者・障害者など）

■賛助会員 １５人５法人

■合計 ３６９人（法人）
※年会費納入人数

※2016年2月1日現在

認定NPO法人たすけあいの会ふれあいネットまつど

組 織 概要

事務局職員(正規）１３人



■設立
１９９８年４月１日（任意の福祉ボランティア団体）

■NPO法人
２００１年４月４日（千葉県知事より同年3月23日認証）

■名称変更
２００８年５月２８日
会の性格を鮮明にするため「たすけあいの会」を名称の頭に改称

■認定NPO法人
２０１２年６月１日
国税庁より公益的活動に資するNPOとして認定

認定NPO法人たすけあいの会ふれあいネットまつど

沿革（組織）



■ 1998年

ふれあいサービス（有償ボランティア活動）開始

■ 2000年

事務所を北小金に移転（現在の場所）

■ ２００１年

介護保険・障害福祉サービス開始

■ ２０１１年

東日本大震災支援活動をはじめる

■ ２０１２年

ふれあいの居場所みんなんちオープン

認定NPO法人たすけあいの会ふれあいネットまつど

沿革（活動）



1.「困ったときはお互いさま」のたすけあい活動

（１）有償ボランティア活動（ふれあいサービス）
（２）制度サービス（①介護保険②障害福祉）

２．支え合い助け合いのある地域社会づくり活動
（１）ふれあいの居場所「みんなんち」活動
（２）移動困難者の外出・レクレーション活動
（３）元気シニアの活躍サポート事業
（４）福祉、介護従事者養成事業
（５）東日本大震災被災者支援活動

①宮城県東松島市被災者支援・交流活動
②東北3県から千葉県への広域避難者支援活動

認定NPO法人たすけあいの会ふれあいネットまつど

活動概要（１）



たすけあい活動

認定NPO法人たすけあいの会ふれあいネットまつど

活動概要（２）

種 別
2015年度見込

活動時間 のべ利用人数

ふれあいサービス
(有償V活動） 5,500 1,200

居宅介護支援 ― 1,000

訪問介護サービス 3,500 380
障害福祉サービス 2,000 250

合 計 11,000 2,830



東日本大震災被災者支援活動

2011.6～被災地宮城県東松島避難所・仮設住宅支援へ毎月ボランティアバス



生活援助サービス（利用会員の暮らしのお手伝い

2011.4 福祉車両を宮城へ派遣

2012年から毎年,松戸・東松島きずなを結ぶ子ども交流プロジェクト

東日本大震災被災者支援活動



生活援助サービス（利用会員の暮らしのお手伝い

2011.4 福祉車両を宮城へ派遣

東日本大震災被災者支援活動

2013.1～松戸・東北交流サロン黄色いハンカチ」



たすけあい活動を軸に
地域支え合いセンターの役割を担います
支え合い助け合いのある街づくりへ

ディサービス

グループホーム

ショートスティ

訪問介護
サービス

障がい者自立支援

福祉用具
訪問入浴

配食・会食

移動支援

介護者支援 生活支援

見守り・声掛け
傾聴ボランティア

ミニディ・ミニサロン
コミュニティカフェ

宅老所

子育て支援
行政

医療機関

商店街
地縁団体

社協

ＮＰＯ
市民団体

社団

企業
組合

学校

●地域支え合いセンター
1.必要なサービスのコーデネート
2.ネットワークによる足りないサ
ービスの創出

ふれあい
ネット
まつど



介護予防・日常生活支援総合事業

松戸市の事例と
ふれあいネットまつどの取り組み



サービスの類型

①訪問型サービス ※ 市町村はこの例を踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討
する。

○ 訪問型サービスは、現行の訪問介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなる。
○ 多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によるサービスと、住民主体による支
援、保健・医療の専門職が短期集中で行うサービス、移動支援を想定。

基準 現行の訪問介護相当 多様なサービス

サービス
種別

①訪問介護
②訪問型サービスＡ
（緩和した基準によるサービス）

③訪問型サービスＢ
（住民主体による支援）

④訪問型サービスＣ
（短期集中予防サービス）

⑤訪問型サービスＤ
（移動支援）

サービス
内容

訪問介護員による身体介護、生活援
助

生活援助等
住民主体の自主活動と
して行う生活援助等

保健師等による居宅
での相談指導等

移送前後の生活
支援

対象者と
サービス提
供の考え
方

○既にサービスを利用しているケースで、
サービスの利用の継続が必要なケース
○以下のような訪問介護員によるサービ
スが必要なケース
（例）
・認知機能の低下により日常生活に支障がある
症状・行動を伴う者
・退院直後で状態が変化しやすく、専門的サー
ビスが特に必要な者 等

※状態等を踏まえながら、多様なサービスの利
用を促進していくことが重要。

○状態等を踏まえながら、住民主体による支援等
「多様なサービス」の利用を促進

・体力の改善に向けた
支援が必要なケース
・ADL・IADLの改善に
向けた支援が必要な
ケース

※3～6ケ月の短期間で行う 訪問型サービスＢ
に準じる

実施方法 事業者指定 事業者指定／委託 補助（助成） 直接実施／委託

基準 予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準
個人情報の保護等の
最低限の基準

内容に応じた
独自の基準

サービス
提供者（例）

訪問介護員（訪問介護事業者） 主に雇用労働者 ボランティア主体
保健・医療の専門職

（市町村）

○ 要支援者等の多様な生活支援のニーズに対して、総合事業で多様なサービスを提供していくため、
市町村は、サービスを類型化し、それに併せた基準や単価等を定めることが必要。そこで、地域にお
ける好事例を踏まえ、以下のとおり、多様化するサービスの典型的な例を参考として示す。

1
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基準 現行の通所介護相当 多様なサービス

サービス
種別

① 通所介護
② 通所型サービスＡ
（緩和した基準によるサービ

ス）

③ 通所型サービスＢ
（住民主体による支援）

④ 通所型サービスＣ
（短期集中予防サービス）

サービス
内容

通所介護と同様のサービス
生活機能の向上のための機能訓練

ミニデイサービス
運動・レクリエーション
等

体操、運動等の活動な
ど、自主的な通いの場

生活機能を改善するため
の運動器の機能向上や栄
養改善等のプログラム

対象者と
サービス
提供の考
え方

○既にサービスを利用しており、サービスの利用
の継続が必要なケース
○「多様なサービス」の利用が難しいケース
○集中的に生活機能の向上のトレーニングを行
うことで改善・維持が見込まれるケース
※状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進し
ていくことが重要。

○状態等を踏まえながら、住民主体による支援
等「多様なサービス」の利用を促進

・ADLやIADLの改善に向け
た支援が必要なケース
等

※3～6ケ月の短期間で実
施

実施方法 事業者指定 事業者指定／委託 補助（助成） 直接実施／委託

基準 予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準
個人情報の保護等の
最低限の基準

内容に応じた独自の基準

サービス
提供者
（例）

通所介護事業者の従事者
主に雇用労働者

＋ボランティア
ボランティア主体

保健・医療の専門職
（市町村）

②通所型サービス ※ 市町村はこの例を踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。

○ 通所型サービスは、現行の通所介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなる。

○ 多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によるサービスと、住民主体による支
援、保健・医療の専門職により短期集中で行うサービスを想定。

③その他の生活支援サービス

○ その他の生活支援サービスは、①栄養改善を目的とした配食や、②住民ボランティア等が行う見守
り、③訪問型サービス、通所型サービスに準じる自立支援に資する生活支援（訪問型サービス・通所
型サービスの一体的提供等）からなる。 1
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．松戸市の実施状況

現行相当 H27/4移行

緩和サービスＡ ※H28/3実施

住民主体サービスＢ ※H28/3実施

短期集中予防サービスＣ ※H28実施検討中

移動支援サービスＤ ※H28/3実施

通所型サービス

現行相当 H27/4移行

緩和サービスＡ

住民主体サービスＢ

短期集中予防サービスＣ H27/10実施

一般介護予防事業

介護予防把握事業
H28/2実施予定
（75歳以上の高齢者のみ世帯にアンケート、未回答者等に民生委員の訪問）

介護予防普及啓発事業
H28/1元気応援キャンペーン協賛団体の決定
　　 キック・オフイベントの実施

地域介護予防活動支援事業
H28/1通いの場（活動スペース）の第１次認定
H28/2元気づくりの「通いの場」（モデル事業）の運営主体を決定

地域リハビリテーション活動支援事業 現在実施に向けセラピストとワーキング実施中

包括的支援事業

地域包括支援センターの運営
H29/4市直営の基幹地域支援センターの設置
　　 地域包括支援センターの増設（11→15）

在宅医療・介護連携推進事業 H27/4医師会に一部委託実施

認知症施策推進事業 H27/9認知症初期集中支援チームを医師会に委託実施

生活支援体制整備事業
H27/10生活支援コーディネーター（第１層）の設置
　　　高齢者を支え合う地域づくり協議体（第１層）の設置

松戸市の実施状況
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５．新しいサービス・支援５．新しいサービス・支援 （４）サービスの実施状況・予定

訪問型サービス

現行相当サービス

緩和したサービスＡ

住民主体のサービスＢ

短期集中予防サービスＣ

移動支援サービスＤ

通所型サービス

現行相当サービス

緩和したサービスＡ

住民主体のサービスＢ

短期集中予防サービスＣ



19

松戸市訪問型サービス実施状況（１）松戸市訪問型サービス実施状況（１）

新たにモデル事業として、国のサービス類型としては
「緩和サービスＡ」
「住民主体のサービスＢ」
「移動支援サービスＤ」
を平成２８年３月より順次します。

※１：モデル事業化の目的：新たにサービスを創設する際には、安定・継続的に実施できる
か検証した上で、本格化すべきであり、モデル事業で問題・課題を抽出し、対応していくことと
している。

※２：モデル事業者の選定については、助け合い活動を推進する市民活動・住民活動や高
齢者福祉を推進する全国団体が作成した新地域支援構想に参画してている団体のうち、既
にサービス・支援を提供している団体から選定している。

現行相当 緩和Ａ 住民主体Ｂ 移動支援Ｄ

事業所 みなし指定事業所 モデル事業所 モデル事業所

実施方法 指定 指定 補助 住民主体Ｂに包
含

利用対象
者

要支援・事業対象者

提供者・実施者 専門職 市の定める研修を修めた者
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ま：元気応援訪問型サービス

生活支援コース（緩和Ａ） 困りごとコース（住民主体Ｂ）

基準 介護保険法施行規則第140条の62の3第2号
①従事者の清潔の保持・健康状態の把握、②従事者又は従事者であった者の秘密保持、③事
故発生時の対応、④廃止・休止の届出と便宜の提供

対象 要支援者・事業対象者の住民

実施方法 指定 補助

内容 生活援助（身体介護はしない）

ケアプラン 必要（ケアマネジメントＡ） 原則的には必要（ケアマネジメントＡorＣ）

具体的内容 老計10号の範囲 柔軟な対応が可能

付帯事業 － ※移動支援Ｄ相当を実施可能

単位時間 0.5時間単位で提供 実施団体により異なる

利用者負担 100円/0.5時間（１割負担の場合）

限度額 対象 対象外

他との併用 現行相当が包括単価であることから併用不可 他との併用可能

備考 セット化を推進するために連携加算単価を設
定

モデル事業として、生活支援コース・困りごとコースをセットで実現を目指す
（目的）利用者の利便性の向上

費用の効率化
モデル事業としての検証
高齢者の就業・ボランティアとしての活躍の場と機会の創設

松戸市訪問型サービス実施状況（２）
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ま：元気応援訪問型サービス松戸市訪問型サービスの特長と評価

１．行政がフレーム、単価などの実施内容を先に決める（行政が決め
たからこれに従って実施 して下さい・・・）ことをせず、実施団体と協
議を重ねて、モデル実施内容を決めたこと。松戸市介護制度改革
課・松戸市社協・松戸市シルバー人材センター・ふれあいネットまつ
ど４者での協議を半年間重ね実施内容を決めた。

２．訪問型Ｂ（元気応援サービス困りごとコース）の実施団体に対する
運営費補助額が、先行他市町村に比べて、多いこと。

３．訪問型Ｄ(移動）を登録不要の移動支援として、訪問型Ｂに組み
込んだこと。先行市町村では初。

４．先にサービス類型づくりありきではなく、元気応援キャンペーンに見ら
れるように、広く市民の理解を得ることを先行させながら、すすめてい
ること。その流れの中で訪問型サービスの設計を位置付けていること。



生活支援コース 困りごとコース

基本的な考え

基本的には就労型とボラン
ティア型のセットで市としては
実現していきたい方向である
ので、就業型の場合は補助し
ない。
就業型は報酬のみで（事前
準備を含め）運営していけるよ
うにする。（他の指定事業との
整合性もあるため）

既存の活動や資源を最大限有効活用して行うもので、制度
的には間接経費のみ補助する。※サービス提供者謝礼金（人
件費）への直接補助はしない
収益が出るものでなく、利用者のみならず、サービス実施者に
も生きがい間や社会参加の機会創出を目的とする。

自己投資

補助

開設費 なし
３０万円

※オプションの移動支援サービスを行う場合＋１０万円

運営費 なし

固定額 （月額）５万円
サービス実施時間数によって補助額を下記のとおり月ごとに加算する

～５０時間以下 ０ 合計５０，０００
５０時間超過～１００時間以下 １２，５００ 合計６２，５００
１００時間超過～１５０時間以下 ２５，０００ 合計７５，０００
１５０時間超過～２００時間以下 ５０，０００ 合計１００，０００
２００時間超過～３００時間以下 １００,０００ 合計１５０，０００
３００時間超過～４００時間以下 １５０,０００ 合計２００，０００
４００時間超過～ ２００,０００ 合計２５０，０００

松戸市訪問型サービスの補助金



困ったときはお互いさまのたすけあい活動の拡大
発展と捉え、会の総力を挙げて取り組みます。

■「会員同士の助け合い」 から 「住民（市民）同
士の助け合い」 へ拡大

■利用者も住民（市民）・担い手も住民（市民 ）
（住民参加型）に発展

会のミッション（理念・目的）と
訪問型元気応援サービス

ふれあいネットまつどの取り組み（１）







ふれあいネットまつどの取り組み（１）

サービス
種類

訪問型元気応援サービス

ふれあいサービス生活支援コース
（住民就業型）

困りごとコース
（住民ボランティア型）

利用者
要支援者、事業対象者

（松戸市民）
主に要支援者、事業対象者

（松戸市民）
利用会員

（松戸市民以外もOK）

サービス
内容

介護保険制度内
（老計10号の範囲内）

自由
（老計10号の範囲外の適用も可）

自由

（生活援助） （生活援助） １．生活援助
２．施設内援助（付添い
など）

３．移動支援

居室内やトイレ、卓上等の清掃・ゴミ出
し・準備・後片づけ
利用者不在のベッドでのシーツ交換、布
団カバーの交換等
洗濯機又は手洗いによる洗濯・洗濯物の
乾燥（物干し）・洗濯物の取り入れと収
納・アイロンがけ
衣類の整理（夏・冬物等の入れ替え等）・
被服の補修（ボタン付け、破れの補修等）
日常品等の買い物（内容の確認、品物・
釣り銭の確認を含む）・薬の受け取り
配下膳・配膳、後片づけ・一般的な調理

１．家事・生活上の困りごと
居室以外の掃除、外回りの掃除、庭や自宅
周辺の雑草取り、ペットの世話、話し相手、本
人以外の部屋の掃除等、自立支援に関する
内容であれば可

２．自動車による通院などの移動
支援

利用者・サービス内容



ふれあいネットまつどの取り組み（２）

サービス種類
訪問型元気応援サービス

ふれあいサービス
生活支援コース 困りごとコース

利用料

１割又は一定以上所得者は２
割
（１回当たり）
※１割負担の場合
所要時間 ３０分未満の場合

100円
所要時間 ３０分以上１時間未
満の場合

200円
（１時間以上となった場合は上記
時間の超過分加算）

（１回当たり）
１時間未満の場合

800円

※１時間以上となった場合
は上記時間の超
過分加算

（１時間当り、１回当り）

10点（1,000円）

※１時間以上となった場合は上記時
間の
超過分加算

利用料
支払方法

口座振替
(銀行引落）

口座振替
(銀行引落）

ふれあいチケット

１０点券（１０００円）
１４点券（１４００円）福祉車両利用

利用料



ふれあいネットまつどの取り組み（３）

項 目
訪問型元気応援サービス

ふれあいサービス
生活支援コース 困りごとコース

サービス提供者
（担い手）

正会員・雇用契約
介護資格保持者と
基本研修・実務研修修
了者

正会員・活動登録
基本研修・実務研修
修了者

正会員・活動登録

サービス提供者
賃金

活動謝金

（賃金）
１．1時間

1100円
２．交通費は賃金に含ま
れる

（活動謝金）

１．1時間（回）

800円
２．交通費は活動謝
金に含まれる

（活動謝金）
１．1時間（回）

８００円
２．交通費は活動謝
金に含まれる

担い手謝金・賃金


