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はじめに

日本全体で急速な少子高齢化が進んでいる中、本市では、就労や
社会参加の推進をすることにより、高齢者の皆様がいつまでも元気
に暮らせるまちづくりをすすめております。「住み慣れた地域でい
きいきと暮らしたい」健康寿命の向上は誰しも願っていることです。

このたび、発刊する「就労版ながいき手帳」は、働きたい、ボラ
ンティアをしたいと考えている高齢者の皆様のきっかけとして役立
てていただければ幸いです。

今後とも、高齢者福祉施策の着実な遂行に努力してまいりますの
で、市民の皆様のご協力とご理解をお願いします。

令和３年３月

福祉長寿部 高齢者支援課
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元気高齢者の希望に応じた就労やボランティアを支援することにより、「高齢
者がいつまでも元気に暮らせるまちづくり」を進めていきます。

元気高齢者の就労や社会参加の推進は、自分自身の介護予防に繋がります。

働きたい・ボラン
ティアしたい高齢者

一般の事業所等 自身の介護予防

元気高齢者

区分
公共職業安定所

（ハローワーク松戸）
無料職業紹介所

自立相談支援セン
ター

シルバー人材センター

対象者
市内在住

年齢制限なし
市内在住

６５歳以上
市内在住

年齢制限なし
市内在住

原則６５歳以上

相談に
要する費用

無料 無料 無料

無料
（年会費２，４００円（４月１

日から翌年の３月３１日ま
で））

仕事内容等

・雇用に関する相談・支
援

・職業の相談・紹介

・企業とのパイプ役

・履歴書の書き方指導

・ハローワークやジョイ
ントワークへの同行
・どの職種が合うかの
マッチング
・就労できない理由を解
決
・履歴書の書き方指導

システム

会員にふさわしい仕事をセ
ンターが受注し、各人の希
望にそって、仕事に従事し
ていただく

受託事業

植木剪定、大工、塗装・
襖・網戸張り、毛筆・筆耕、
屋内外清掃、除草・草刈、
一般事務、家事手伝い 等

独自事業

再生自転車事業、パソコン
教室、書道教室 等

収入 － － －
従事した仕事に応じて配分
金あり

問い合わせ
ハローワーク松戸

０４７－３６７－８６０９
社会福祉協議会

０４７－３６５－４７１２
社会福祉協議会

０４７－３６６－００７７
シルバー人材センター
０４７－３３０－５００５

雇用労働・就業

○高齢者就労支援一覧
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介護の現場で働く・ボランティアを行う

対象の
事業所※
に直接
連絡

各事業所
で面接等
の選考を
実施

採用が決まり次第、
事業所と有期雇用
契約（約７カ月）
を締結

事業所で勤務しな
がら、介護職員初
任者研修を受講し、
資格を取得※※

有期雇用契約
終了後、同じ
事業所に正職
員として就職

※詳しくは、松戸市ホームページ
（ https://www.city.matsudo.chiba.jp/matsudodeikiiki/mokuteki/katsuyaku/kaigo_seisyainbo
shuu.html ）をご確認ください。
※※費用は事業所が負担します。

〇松戸市介護人材育成事業
松戸市では、介護の現場で働きたくても資格がなくて働けない人に対し、働きながら資格を

取り、正職員になれるよう支援しています。

1.申込から採用までの流れ

2.応募資格

下記の全てにあてはまる人
・現在、介護事業所で働いていない方
・介護職員初任者研修修了と同等以上の資格のない方
・正職員・正社員としての長期間の就労を希望する方

〇松戸市訪問型元気応援サービスの担い手研修
松戸市では、社会貢献に意欲が高い地域の人（主に高齢者）が、サービス実施者として軽度

者への「生活支援」を行うための担い手研修を行っています。

問い合わせ 松戸市役所 介護保険課 総務企画班 ℡366-４101
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介護予防と社会参加を目的として、高齢者施設や障害者施設、子ども関連施設などの受け入
れ機関で所定のボランティア活動を行い、実績に応じ交付金や障害者就労施設の商品を受け取
ることができる制度です。
１．対象者

登録説明会に参加でき、ボランティア活動を自力でできる６５歳以上の方
２．ボランティアの受入機関

特別養護老人ホームを含む介護施設、障害者関連施設、放課後児童クラブ
３．ボランティアの活動内容

行事の手伝い、話し相手、傾聴、朗読等、見守り、草取りなど
４．ボランティア活動の流れ

１．プロボノとは？
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」のことを意味します。
２．対象者
⑴ ボランティアの支援を受けたいと考えている通いの場などの地域団体
⑵ 市内の地域活動をボランティア（プロボノワーカー）として支援したい人

３．申込期間・方法
期間：例年4月1日～11月末日
方法：市専用ホームページからご確認ください。
URL:https://www.city.matsudo.chiba.jp/matsudodeikiiki/event/purobono.html

４．支援の例
・広報用チラシやリーフレットの作成
・団体のSNSやHPの作成
・団体事務・運営の効率化

受入機関で所定のボランティア
活動を行い、介護支援ボラン
ティア手帳にスタンプを押して
もらう。（スタンプの押印は、
おおむね活動時間1時間につき
1個、1日最大2個まで。）

実績に応じ交
付金や障害者
就労施設の商
品を受け取る。

毎月開催される
説明会に参加し、
介護支援ボラン
ティアに登録す
る。

ボランティア活
動を希望する受
入機関等に連絡
し、活動日時、
活動内容を相談
する。

※登録説明会の日程や受入機関の詳細は松戸市ホームページ
（https://www.city.matsudo.chiba.jp/matsudodeikiiki/mokuteki/katsuyaku/kaigoshienbora.html）で
もご確認いただけます。

 

 

特技や経験を活かしてボランティアを行う

問い合わせ 松戸市役所 地域包括ケア推進課 ℡366-7343

〇介護支援ボランティア制度

〇プロボノMATSUDO
仕事や学業で培った経験やスキルを持ったボランティア（プロボノワーカー）が、地域で活

動する団体を支援する取り組み「プロボノMATSUDO」を実施しています。
通いの場などの地域団体やNPO等に対して総務、経理、広報、運営などの分野で支援を行い、

現在団体が抱えている課題の解決や、団体の活動を更に発展させるお手伝いをします。
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公共職業安定所（ハローワーク）

問い合わせ ハローワーク松戸
【住所】 松戸市松戸1307－1 松戸ビル3階
【電話】 047－367－8609（代表）
【受付時間】 平日の午前8時30分から午後5時15分

相談者

•求職申込書に必要事項を記入して窓口に提出
するとハローワークカードが発行

相談者

•求人検索用パソコンで検索し、気に入った求
人票を印刷し窓口へ提出

担当者

•面接日等の確認・調整

•紹介状の発行

相談者

•企業面接

•合否

１．公共職業安定所（ハローワーク）とは？
雇用に関する相談・支援及び職業の相談・紹介及び雇用保険の支給等

様々な雇用サービスを取り扱っています。

２．支援等の流れ
⑴ 就業までの支援の流れは、次のとおりです

⑵ 年齢
年齢制限なし

⑶ 料金
相談の料金は無料です

⑷ ホームページ（URL）
http://chibaroudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hw/anteisyo/anteisyo09.html

３．主な役割
⑴ 就職（転職）についての相談・指導
⑵ 適性や希望にあった職場への職業紹介 他
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無料職業紹介所

問い合わせ 社会福祉法人 松戸市社会福祉協議会 無料職業紹介所
【住所】 松戸市根本387番地の5 松戸市役所 本館1階
【電話】 365-4712（65歳以上）

366-0077（65歳未満）
【受付時間】平日の午前9時から午後12時15分・ 午後1時から5時

相談者

• 無料職業紹介所で、直接求人票を閲覧又は市ホーム
ページに掲載の高齢者向け求人情報を閲覧

相談者
• 無料職業紹介所で担当者に相談

担当者

• 企業へ連絡

• 面接日等の確認・調整

相談者

• 企業面接

• 合否

１．無料職業紹介所とは？
おおむね６５歳以上の高齢者の方に対して、就業の斡旋及び雇用主に対す

る求人開拓を行っています。

２．支援等の流れ
⑴ 就業までの支援の流れは、次のとおりです

⑵ 年齢
おおむね６５歳以上の方

⑶ 料金
相談の料金は無料です

⑷ 市ホームページ（URL）
http://www.city.matsudo.chiba.jp/

３．主な役割
⑴ 企業とのパイプ役
⑵ 履歴書の書き方指導 他
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松戸市自立相談支援センター

問い合わせ 社会福祉法人 松戸市社会福祉協議会松戸市自立相談支援センター
【住所】 松戸市根本387番地の5 松戸市役所 本館3階
【電話】 366-0077
【受付時間】平日の午前9時から午後5時

１．松戸市自立相談支援センターとは？
生活に困っている方は経済的な問題、心身の問題、家庭の問題など

さまざまな問題を複合的に抱えています。松戸市自立相談支援センター
ではそれらの問題に包括的に対応し自立した生活を営めるように支援
しています。

２．支援について
生活に困っている方のさまざまな問題に対応し、自立した生活を送ること

ができるように、専門性を有する支援員が相談に応じ、支援へとつなげてい
きます。就労支援については、就労支援員がお手伝いします。

⑴ 就労支援員
ハローワークや協力企業などと連携して、職業訓練や就職支援、職業紹介

など就労に関する支援を行います。
⑵ 年齢

年齢制限はありません
⑶ 料金

相談の料金は無料です

３．主な役割
⑴ ハローワークやジョイントワークへの同行
⑵ どの職種が合うかのマッチング相談
⑶ 就労できない理由の解決
⑷ 履歴書の書き方指導 他

就労支援員 主任相談支援委員 相談支援員
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松戸市シルバー人材センター

問い合わせ 公益社団法人 松戸市シルバー人材センター
【住所】 松戸市旭町１丁目１７４番地 シニア交流センター内
【電話】 047－330－5005
【ＦＡＸ】 047－330－5008
【受付時間】 午前8時30分から午後5時（平日）
【ホームページ】 https://webc.sjc.ne.jp/matsudo

１．松戸市シルバー人材センターとは？
高齢者に働く機会を提供し、生きがいの充実、社会参加を図ることにより、

高齢者の経験や能力を活かした、活力のある地域社会づくりに寄与するこ
とを目的とした団体です。

２．入会できる方
市内に居住する原則として60歳以上の健康で働く意欲がありセンターの

趣旨を理解し、賛同できる人。

３．仕事
⑴ システム

会員にふさわしい仕事をセンターが受注し、各人の希望にそって、仕事に
従事するもので、仕事の発注者と会員 との間には雇用関係はありません。

請負又は委任及びシルバー派遣の形式により仕事を引き受けます。
⑵ 内容

⑶ 仕事の代金
従事した仕事に応じて配分金をお渡しします

４．入会手続き
入会説明会を午前10時から下記のとおり行います。
その際に、緊急連絡先（自宅以外）・筆記用具・認印・本人名義の松戸市内の

千葉銀行普通口座番号が必要です。
●会 費 年会費2,400円（4月1日から翌年の３月31日まで）
●場所 ① 松戸市旭町1丁目174番地 松戸市シニア交流センター内

② 松戸市馬橋2546 すぐやる馬橋（※予約制）
※土・日・祝日に当たる場合は、翌日となります。
※すぐやる馬橋の予約は電話又は松戸市シルバー人材センターHP

からお願いします。

仕事内容

受託事業
技能を要する

植木剪定、大工、襖・障子・
網戸張り、毛筆・筆耕 等

技能を要しない
屋内外清掃、除草・草刈、家
事手伝い、一般事務 等

独自事業
再生自転車事業、パソコン教
室、英語教室

7





就労版 ながいき手帳

令和3年3月発行

編集／発行 松戸市高齢者支援課
〒271－8588 松戸市根本387-5
電話 047（366）7346


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12

