
いつでも1人でも参加できる

経験・スキルを活かした地域貢献のカタチ

組織の課題解決や
講師等のマッチングを

応援します

プロボノMATSUDO



社会貢献の新しいカタチ「プロボノ」
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Pro For 〜のために
Bono Good 善・いいこと
Publico Public 公共的な

プロボノとは・・・
「公共善のために」を意味するラテン語に由来する⾔葉
で、「社会的・公共的な目的のために、仕事で培った経
験やスキルを活かすボランティア活動」を意味します。

アメリカ合衆国で1980年頃から、全⽶法曹協会が、貧困層向けの法律相談などのプロボノ活動を全⽶の弁護⼠等
に呼びかけたことが、「プロボノ」という⾔葉が広がったきっかけと⾔われています。

プロボノとは︖
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プロボノによる支援の位置づけ

支援 支援

当事者・受益者・ニーズを持つ人当事者・受益者・ニーズを持つ人

運営基盤の強化
情報発信／業務改善／資⾦調達／事業戦略 等

日常的な活動

NPO・地域団体

支援

プロボノにより支援先団体の運営基盤の強化を通じて
社会課題解決を後押しします



プロボノMATSUDOの特徴

支援する側・される側の双方が効果的に連携できるよう、目標を明確
に設定し、期間を定めて「具体的なアクション」に取り組みます。

3

個⼈やチームで進⾏

「個人」または、職場や学
校などの同僚・友人等から
なるチーム・ユニットで参
加します。

具体的なアクション

開始当初に合意した成果
目標の実現に向けた「具
体的なアクション」に取
り組みます。

随時募集が可能

団体のニーズが発生したタ
イミングで、随時募集する
ことが可能です。（1団体
で複数の募集もできます）



社会参加プラットフォーム「ＧＲＡＮＴ」を活用

https://grant.community/matsudo
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支援内容の例

想定される支援内容の⼀例をご紹介します。

団体の皆さまが日ごろ感じている課題やニーズをお寄せください。

5

活動内容を多彩に
【主な支援内容】
脳トレやレクリエーションの講師募集 等

現在の地域活動に新しい刺激や楽しみを加えて、
活性化を図るために、新たな講師やゲストの募
集・マッチングに挑戦します。

運営を円滑に
【主な支援内容】
運営マニュアルの作成・事務の効率化 等

運営体制・作業の実施状況を整理し、作業の効率
化や円滑な作業分叕の仕組みづくり、マニュアル
作成などに取り組みます。

活動の方向性を明確に
【主な支援内容】
ボランティア・地域住⺠のニーズ調査 等

近隣住⺠へのアンケート調査や、ニーズ把握のた
めのヒアリング調査など、活動の振り返りと改善
に向けたアドバイスを提供します。

広報活動を効果的に
【主な支援内容】
参加者やボランティア募集チラシの作成 等

活動やイベントへの参加者をより多く集めるため
に、チラシの作成をはじめ、Facebook等のSNS
活⽤、メルマガの⽴ち上げなどを応援します。



 支援概要
現在は鈴⽊代表⼀人に集中している運営業務の
⼀部をヒアリングし業務概要と月の所要時間数
にまとめた業務⼀覧表を作成しました。

完了プロジェクト①

ハーブガーデンからふみ出そう︕
 団体概要

介護予防と健康寿命の延伸を目的に、⾃宅
の庭（ハーブガーデン）を提供し、水やり
等の庭の世話と、茶話会を⾏う交流を⾏っ
ています。

6

 終了後の感想

団体の活動を⻑期的に継続するため、業務の可視化後はコアメンバーにその

⼀部を分叕してもらえることを期待していたのですが、コロナの影響でワーク

ショップが実施できませんでした。これは来年以降に実施したいと考えており

ます。

 支援メニュー
代表の団体運営業務の可視化
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 実施期間︓２０２０年７⽉３日〜同８⽉３１日（全⼯程オンラインで実施）

 成果物の概要



 支援概要
イキイキ健康教室の会員募集やイベントの依頼募集、さらには助成⾦の
申請に添付できるような、わかりやすい団体パンフレットを作成しました。

完了プロジェクト➁

クロダマハウス
 団体概要

様々な介護予防活動を通じ、高齢者の

皆様に元気をお届けしています。

•高齢者向けイキイキ運動教室の運営

•回想⾳楽療法による介護予防事業
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 終了後の感想

開始前は団体の活動をA4裏表にまとめられるのか不安でしたが、活動のエッセ

ンスを写真とともに判りやすく簡潔にまとめていただきました。当初は２カ月

以上かかると思っていたのですが、⼀か月の短期間で完成いただき、９月末の

助成⾦申請に同封しました。

 支援メニュー
団体を紹介するパンフレット作成
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 実施期間︓２０２０年９⽉５日〜同９⽉２２日

 成果物の概要

表紙 中面（三つ折り） 裏面



 支援概要
イキイキ健康教室を元気応援くらぶに登録するにあたり、松⼾市に提出す
る月次と年次の報告書を会員名簿から⾃動作成するEXCELツールを作成い
ただきました。

完了プロジェクト③

クロダマハウス
 団体概要

様々な介護予防活動を通じ、高齢者の

皆様に元気をお届けしています。

•高齢者向けイキイキ運動教室の運営

•回想⾳楽療法による介護予防事業
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 終了後の感想

プロボノワーカーの方が、過去にも別の団体さんに同様の仕組みを作られ

ていこともあり、⼀か月後にはお試し版を納品いただきました。その後も

使いながら細かな修正をしていただき、月末の報告書作成が短時間ででき

ております。

 支援メニュー
元気応援くらぶ報告書作成の自動化
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 実施期間︓２０２０年９⽉１７日〜同１１⽉２４日

 成果物の概要

出⽋を名簿に⼊⼒するだけで
松⼾市へ提出の月報と年報を
⾃動的に作成



 支援メニュー
⽼⼈クラブでのスマホ講師募集

 支援概要
コロナの第三波に備え、スマホ教室を実施し初心者はLINEで繋がるこ
とを、中級者は写真の添付やLINEのグループトーク等を習得しました。

完了プロジェクト④

河原塚ことぶき会
 団体概要

会員が62名の⽼人クラブです。男性27
名(平均80才）⼥性35名(平均79才）。
集まる・しゃべる・食べるを基本に

週1回のグラウンドゴルフの練習やお散

歩会、BBQ、敬⽼会、新年会等年間⾏事

があります。
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 終了後の感想
３回シリーズの講義で、毎回２０名前後が参加し、初心者と中級者に
グループ分けして使い方を教えていただきました。講師の方には同じ
ことを繰り返し質問されても丁寧に教えていただき、会員の１／３が
LINEで繋がることができました。
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 実施期間︓２０２０年１０⽉９日〜同１１⽉１３日

 講義の様子



 支援メニュー
サロンでの講師募集

 支援概要
「はれの日サロン」に併設する「はれの日学園」で地域の生活向上を
応援する講座の講師を募集し、５名の方が講師を実施しました。

完了プロジェクト⑤

常盤平はれの日サロン
 団体概要

⼀般社団法人日本元気シニア総研は、

常盤平に「はれの日サロン」を開設し、
地域のシニアが集まり、シニアのくらし
に関する相談ができ、楽しみながら学べ
ることによって、地域の活性化につなげ
ることを目指しています。
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 終了後の感想
⾎管の若返りやリラクゼーションなど健康と食事に関する講義を
多くの方に引き受けていただき、地域の活性化につながっております。
また、⼀部の方にはプロボノ終了後も月⼀回程度講師を継続いただいて
おり大変感謝しております。
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 実施期間︓２０２０年７⽉〜２１２１年２⽉

 講義の様子

⾎管若返りの食生活

こころとからだの
健康教室

⾎圧について
復習しましょう

健康維持のセルフケア



 支援メニュー
イベントでの聴き手募集

 支援概要
カウンセリング歴３５年のベテランの⼥性に応募いただき、２回のイ
ベントで聴き手としてお手伝いいただきました。

完了プロジェクト⑥

生きづらわーほりプロジェクト
 団体概要

松⼾市内で月⼀回、生きづらさ・ひきこ
もりの当事者・経験者が集い、気軽にお
しゃべりをする中で日頃の想いを共有し
たり、料理や食事等を共にしながら交流
を図る場づくりを⾏っています。
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 終了後の感想
なかなかお手伝いの方がみつからなかったのですが、GRANTを利⽤させ
ていただいて、プロボノとの貴重なご縁をいただくことできました。
おかげさまで、プロボノMATSUDO終了後も引き続き活動に参加して
いただけることになり、大変うれしく思っています。
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 実施期間︓２０２１年１⽉〜２１２１年２⽉

 イベントの様子

茶話会１月 茶話会２月
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プロボノMATSUDOの運営とともに

松⼾プロジェクト“第2期”の姿

パートナーの新しい仕組み

を考えるワークショップの運営に取り組みました



当初の松⼾プロジェクト

「都市型介護予防モデルの構築」を目指して、3年前に松⼾プロジ
ェクトがスタートし、多様な主体のネットワークが形成され、議論
を積み重ねてきました。

松⼾市 千葉⼤学

事業者パートナー

サービスグラント地域包括支援センター

市⺠パートナー

“都市型介護予防モデル”を
松⼾で構築し、社会に提案する



松⼾プロジェクト“第2期”のイメージ

従来以上により多くの、地域の多様な主体が参画しながら、介護予
防を推進するダイナミックかつ持続可能な仕組みを構築し、モデル
として市内外にひろく発信していきます。

松⼾市 千葉⼤学

“都市型介護予防モデル”を
松⼾で構築し、社会に提案する

広報チーム

イベント
チーム 資⾦調達・

財務チーム
総務チーム

○○チーム

〇〇チーム

地域包括支援センター 市⺠ 事業者 ⼤学・学校 等



ワークショップで機能別チームを企画検討

○○チーム○○チーム ○○チーム

○○チーム○○チーム ○○チーム
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第1回ワークショップ
（2020年8月8日）

第2回ワークショップ
（2020年8月25日）



松⼾市と千葉⼤学予防医学センターの介護予防に資する活動の共同研究協定

千葉⼤学予防医学
センター

JAGES

情報発信・広報
チーム

松⼾市

世話人（連絡役）
の委嘱

地域活動の活発化支援

�産官学⺠、多様な主体が強みを活かして住⺠主体の地域活動を支える仕組みづくりを⾏う

通いの場をはじめとした
住⺠主体の地域活動の広がり・定着

「パートナー」
市⺠・事業者等の地域貢献活動による松⼾プロジェクトへの参画

オンライン推進チーム 団体運営支援チーム
事業者・専門団体の
連携支援チーム

サービスグラント
プロボノのノウハウを活か
した松⼾PJへの支援・助言
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プロボノMATSUDOについて
◆企画・運営 認定NPO法人サービスグラント（阿部・北詰）
◆メール info@servicegrant.or.jp
◆電 話 03-6419-4021

プロボノMATSUDOに関するお問い合わせ


