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～みなさまの応援をかたちに～

この度は、寄附を賜りまして誠にありがとうございます。

市民の皆様や松戸市に関わりのある方、松戸市を応援してく
ださる方からの温かいご理解のもと、本市の市政発展のために
役立ててまいります。

「いきいきとした市民の舞台、ここちよい地域の舞台、風格
のある都市の舞台のあるまち・まつど」3つの舞台に薫る自然
や文化・芸術などの豊かさの中で、賑わいや和みを享受し、互
いを尊重しながら、「元気な松戸」、「魅力的なふるさと松
戸」づくりを進めてまいります。

今後とも、松戸市を応援していただきますようお願い申し上
げます。

１ 寄附の概要

寄附金の使い道

1 新病院建設事業 8 安全で安心なまちづくり事業

2 緑化推進事業 9 学校教育推進事業

3 福祉のまちづくり事業 10 社会教育芸術文化振興事業

4 子育て支援事業 11 スポーツ普及振興事業

5 高齢者支援事業 12 環境施策推進事業

6 障害者支援事業 13 消防救急対策事業

7 協働のまちづくり事業 14 市におまかせ

松戸市では、次の全14種類の寄附金の使い道を提案しており、寄附者の皆様が選
択されるそれぞれの使い道で活用させていただきます。さらに具体的な使い道のご
希望がある場合は、寄附者の皆様の想いをお聞かせいただき、可能な限りご希望に
沿うよう活用させていただきます。

寄附金の使い道



平成３０年度 寄附件数と金額の内訳

平成３０年度寄附金使途別受け入れ内訳

個人 （市内） 個人 （市外） 団体 (市内外) 合計

件数 金額（円） 件数 金額（円） 件数 金額（円） 件数 金額（円）

30 104,375,000 1,088 25,250,000 50 10,859,586 1,168 140,484,586

事業名 金額（円）

新病院建設事業 5,120,000円

緑化推進事業 3,010,411円

福祉のまちづくり事業 1,803,256円

子育て支援事業 4,673,000円

高齢者支援事業 1,175,000円

障害者支援事業 2,026,712円

協働のまちづくり事業 374,982円

安全で安心なまちづくり事業 1,126,000円

学校教育推進事業 522,800円

社会教育芸術文化振興事業 459,954円

スポーツ普及振興事業 2,828,000円

環境施策推進事業 380,000円

消防救急対策事業 2,550,000円

市におまかせ 59,154,000円

通学路及び交差点改良 3,000,000円

川の一里塚の健康遊具設置のため 1,000,000円

児童虐待の防止へ 20,000円

花火大会のため 30,000円

松戸市立総合医療センターの医療機器等として 50,000,000円

分散備蓄倉庫に関するもの・配備品など 80,471円

市災害及び、他被災地支援 50,000円

夜間小児急病センターの運営費用として 1,100,000円

合 計 140,484,586円



２ 寄附金活用事例

皆様からいただいた寄附は、大切に使わせていただきました。
活用事例の一部をご紹介いたします。

市立保育所関係事業

子育て支援

市立保育所の給食用消耗品（ト
レー・食器）を購入しました。
古くなった食器の交換はもちろ
ん、トレーについては、感染症対
応についても役立っています。
子どもに人気で消耗してしまっ
た絵本及び、日本語が上手く話せ
ない外国人の保護者対応を行う際
の自動翻訳機を購入しました。

家庭児童相談関係業務

小さいお子さんを連れて来ている
相談者との面談時に使用するために、
バウンサーを購入しました。

障害者支援

障害者福祉関係事業

聴覚障害等により、意思疎通を図
ることに支障がある障害者等の意思
疎通の円滑化を図るため、電子メモ
パットを2台購入。その他には、イベ
ント等に使用できるテントを購入し
ました。



市民安全

市民と市及び警察が連携して侵入盗の発生しにくい地域環境の構築のた
め、侵入盗防止対策として、啓発活動並びにウインドセンサーの配布を行
います。

地域ぐるみ安全安心推進事業

交通安全啓発活動事業

交通事故の件数が１件でも少なくなくなるよう、効果的な交通安全啓発
ができるようチラシを購入しました。

緑化関連

毎年実施している市内街路樹の補植工
事に寄附金を活用しました。補植工事で
は、枯損した樹木の撤去、土替え、新植
を行っており、常盤平さくら通りでのソ
メイヨシノの植替えに活用しました。

さくら並木の補植工事

緑化推進用フラワーポット購入

公園や公共施設にある既存のフラワー
ポットを、給水型のものに更新し、美観
向上を図りました。
■購入物品：フラワーポット １０基

水辺拠点事業

河川

古ケ崎川の一里塚に健康遊具（背伸ば
しベンチ）を設置いたしました。また、
新松戸五丁目247番地先に車止めを設
置しました。



高齢者支援

老人福祉センター（常盤平、矢切）の
施設用備品購入費として活用しました。

老人福祉センター施設用備品購入

病院事業

救急医療対策事業

夜間における小児の初期救急医療を提供するために設置された、松戸市
夜間小児急病センターにて使用する医療機器を購入しました。

松戸市市民活動助成事業

【平成３０年度実施分事業】
・スタート助成10事業
・ステップアップ助成１事業

協働のまちづくり

市民活動助成事業は、新たな市民活動
を立ち上げるため、または、既存の活動
をさらに発展させるための資金を、一時
的に助成する制度です。
本制度により、市民活動の活性化を図

り、豊かで活力ある地域社会の実現に貢
献することを目的としています。

災害対策

市の防災のために使用してもらいたいとの寄付申し出があり、折り畳み
式アルミ製リヤカーを購入しました。

災害対策事業



消防救急対策

応急手当訓練用資機材、心肺蘇生訓練
用人形15体、AEDトレーナー16台を
購入しました。

消防救急対策事業

消防施設管理事業

国際消防救助隊員が被災国に出国する
際に使用する国際消防救助隊員用スーツ
ケースを購入しました。

オリンピック・パラリンピック強化指定選手奨励金交付事業

新たな松戸市出身のオリンピック・パ
ラリンピック選手誕生を目的として、将
来的な活躍が見込まれる選手に対し、さ
らなる向上を願うとともに支援を行うた
め奨励金を交付する。具体的には国や県
が定める強化指定選手に指定された者で
松戸市に在住・在勤等の選手に対し、年
間１０万円を上限に奨励金を交付してい
ます。

教育・スポーツ・文化関係

卓球競技
左：木川田 優大 選手
右：竹守 彪 選手

オリンピック・パラリンピックや世界大会、アジア大会、国民体育大会、
全国大会等で優秀な成績（３位以内）を収めた選手に対し、その功績を称
えるため、褒賞金を交付しています。金額は１万円（全国大会３位）～３
０万円（オリンピック・パラリンピック金メダル）。

スポーツ競技大会優秀選手褒賞金交付事業

訓練用人形

AEDトレーナー

隊員用

スーツケース



総合型地域スポーツクラブ補助金

総合型地域スポーツクラブの新たな設立に伴う自立支援のための補助及
び設立後の運営を支援するための活動支援補助を行っています。

フォニックスの導入に関する書籍を購入
しました。

学校教育推進事業

齋藤邸管理運営事業

齋藤邸の管理に必要な備品等を購入
しました。
・LEDペンダントライト 2個
・集塵機 1台
・座椅子 3脚

美術文化関係事業

作品展示用の額縁を購入しました。
・和田香苗作品用額縁 1枚

松戸市では高額寄附をいただいた方に、市長から感謝状と記
念品を贈呈いたします。

３ 高額寄附をいただいた方へ

【過去の実施状況】

平成25年度―26（個人・団体） 平成26年5月30日感謝状贈呈式実施

平成26年度―21（個人・団体） 平成27年5月26日感謝状贈呈式実施

平成27年度―28（個人・団体） 平成28年5月30日感謝状贈呈式実施

平成28年度―26（個人・団体） 平成29年5月25日感謝状贈呈式実施

平成29年度―29（個人・団体） 平成30年5月22日感謝状贈呈式実施



市外にお住まいのみなさまへ

e v e n t c a l e n d a r

七草マラソン（松⼾運動公園）

カヌー⼤会（江⼾川河川敷）

松⼾市の主な イ ベ ン ト情報

1⽉

梅の花の⾒頃（⼾定が丘歴史公園）

坂川河津桜まつり（松⼾宿・坂川沿道ほか）

桜まつり（松⼾市内各地）

緑と花のフェスティバル（21世紀の森と広場）

春の花まつり（江⼾川松⼾フラワーライン）

こども祭り（21世紀の森と広場）

花しょうぶ・あじさいの⾒頃（本⼟寺ほか）

新松⼾まつり（新松⼾けやき通りほか）

⽮切ビールまつり（北総線⽮切駅前広場）

松⼾花⽕⼤会（江⼾川河川敷）

坂川献灯まつり（松⼾宿・松⿓寺・坂川沿道）

観光梨園 梨狩り（市内各所・10⽉まで）

⼩⾦宿まつり（JR北⼩⾦駅前）

東松⼾まつり（JR・北総線東松⼾駅周辺）

松⼾まつり（JR・新京成線松⼾駅周辺）

南部市場祭り（南部市場）

紅葉の⾒頃（松⼾市内各地）

⼤農業まつり（21世紀の森と広場）

クリスマスイルミネーション（松⼾市内各地）

5⽉

2⽉

3⽉

4⽉

6⽉

7⽉

8⽉

12⽉

9⽉

10⽉

11⽉

まつどやさしい暮らしラボ

市⺠のみなさんが

松⼾の魅⼒を

⾒つけて発信中！

・松⼾市観光協会
https://www.matsudo‐kankou.jp/

松⼾の魅⼒はこちらから！

・まつどシティプロモーション
https://www.city.matsudo.chiba.jp/citypromotion/index.html

・まつどやさしい暮らしラボ
http://matsudo‐yasashii‐labo.jp/labo




