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少人数の家庭的なデイサービス。
特別なリハビリよりも、ごく当たり前の
生活リハビリを重視し、「通える」「泊まれる」
小規模多機能施設を目指している。
デイサービスの様子

【団体設立に至った経緯は?】

【課題は?】

夫の両親の介護と、１０年以上続けてきたヘルパー

・認知症の方の利用が増えてきています。家族や地

の仕事を両立するなか、徐々に身体機能が衰えた両

域の方たちに、認知症ヘの理解を広げるとともに、

親が、それまで通っていたデイサービスの受入を断

在宅でデイサービスを使いながら、その人らしく生

られました。その後、両親を二人揃って受け入れて

活できる、一人ひとりに応じた対応が求められてい

くれるサービスはなく、介護保険導入後も満足でき

ます。そのためのスタッフの質の向上が課題です。

るサービスにめぐり合うことができませんでした。

・地域に多数存在し、隠れた資産であるボランティ

それならば、自分が両親や受入先のない人たちを預

アをやりたい人たちを募集しています。

ろう、と始めたのがきっかけです。
仕事を持った家族にとっては、安心して親を預けら
れる場所に、また来る人には楽しく一日を過ごせる
場所に、との同じ思いを持った仲間と設立しました。

【活動の目的は】
・地域の方たちの介護の相談受付や、ボランティア
の方たちや地域の方たちとの交流を通して広く公益
に貢献すること
・デイサービスを利用していただく中で「その人が
その人らしく一日を楽しく過ごしていただくこと」

【工夫している点】
地域の運動会や盆踊り、他団体との行事に積極的に
参加することで、地域における活動や他団体との連
携を進めています。

【エピソード】
デイサービスで楽しく過ごしている奥様の写真を
見たご主人が「妻のこんな楽しそうな笑顔を見たこ
とがなかった。
」と感激。自分の妻が助けられた恩
返しにと、自ら運転手として活躍していらっしゃい
ます。

【団体のアピールポイントについて】

「家族に何かあっても、安心して預けられるデイサ

・民家を活用した小さなデイサービスですが、手作

ービスですね。
」
「ここのデイサービスだったら、親

りの食事が美味しいと評判です。スタッフは、家族

を預けたいですね。
」といってもらえることが、う

のような団結力の強さと愛情にあふれています。

れしいです。

・日々の活動を通して、多数のボランティア団体や
南初富保育園の園児との交流を行っています。

【実績】

【今後の方向性】
・認知症の方やご家族が安心して利用できるデイサ
ービスを目指し、一人ひとりを尊重し、きめ細かい



花見会 小林牧場、あけぼの公園

サービスの提供ができるよう質の向上に努めます。



夏祭り 事務所にて

・地域の方たちやボランティアの方たちと、一緒に



敬老会 市役所大会議室にて

老後を考え、身近な介護の相談窓口として活動をし



新年会 事務所にて

ていきたいと思います。
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協働事例紹介・データでみる NPO 活動
NPO 法人きらら
法人きらら（
きらら（団体）
団体）と、障がい福祉課
がい福祉課（
福祉課（行政）
行政）とのコラボレーション
とのコラボレーション

『障がい児と健常児との交流事業』
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★協働事業とは、行政と NPO がパート
ナーを組んで事業を行うことで、その
成果をアップさせる取組みです。

（H19 年度実施）

【事業内容】
障がいを持った子ども達と健常の子ども達との交流会を、
「かまがや福祉健康フェア」に合わせて実施しました。
この交流会では、「ふれあい移動動物園」を開催。
馬に乗ったり、小動物に触れたりすることを通して、
お互いに一人でも多くの友達を作り、障がいへの理解が
進むことを目的として行われました。
実施日は天気も良く、「かまがや福祉健康フェア」を
目的にした来場者が「ふれあい移動動物園」を知り、
「ふれあい移動動物園」を目的にした来場者が
「かまがや福祉健康フェア」を知る、といった効果もありました。
【協働による成果】
・ 事前のイベント告知チラシを、各小学校児童全員、障がい福祉課、
社会福祉協議会で配布することができたこと。
・ 実施日の調整、開催場所の調整が、スムーズに行われたこと。

データでみる
データでみる NPO 活動

～県内における NPO の活動開始時期～

今回は、千葉県内の NPO の活動開始時期を取り上げてみました。
県内の NPO 法人、任意団体が、いつごろから活動を始めたのか、その開始時期をデータで見ていきましょう。
＊NPO 法人の場合、その団体が法人格を取得した時期ではなく、法人格取得前の任意団体として活動を開始
した時期です。

平成 19 年度千葉県実施
「NPO 活動実態・意向調査」より

NPO 法人では、「平成 13 年以後」に活動を開始した団体が 56.3%と最も多く、次いで「平成 8 年～12 年」
が 17.3%となっています。
NPO 法が成立した平成 10 年前後、それ以後に活動を開始した団体が、
全体の 73.6%
を占めることになり、NPO 法の成立が、市民活動を促進したことがうかがえます。
任意団体では、
「平成 8 年~12 年」に活動を開始した団体が 33.0%と最も多く、次いで「平成 3 年～平成 7
年」が 21.7%、3 番目に「昭和 55 年以前」が 14.8%となっています。ここでも NPO 法の成立が、市民活動
3
を促進したことがうかがえる結果となりました。また、昭和 55 年以前から活動を開始している団体が 3 番目
に多いところから、地域に根ざし、地道に活動している団体が多いことが推測されます。

お知らせ・Q&A

～ お知らせ ～

ＮＰＯを
ＮＰＯを知るＤＶＤ

千葉県発で、NPO 活動を紹介する DVD が製作されました。
この DVD は、NPO の活動現場などを紹介するストーリー仕立てに
なっています。子ども向け（15 分）と大人向け（17 分）の番組があ

お問合せ先･･･
鎌ケ谷市市民活動推進課
０４７－４４５－１１４１（内線 204）
鎌ケ谷市市民活動推進センター
０４７－４０１－０８９１
千葉県ＮＰＯパートナーシップオフィス
０４３－２２３－４１４５

研修や講座、授業、イベントなど、様々な場面でご活用ください。
また、ＰＲ版をインターネットでも配信していますので、ご覧くださ
千葉県インターネット放送

http://www.pref.chiba.lg.jp/stream/

Q
Ｑ．

&

A

新登場！
新登場！

当 市 市 民 活 動 推 進 セ ン ター に お い て
も、５月 以 降 に無 料 貸 出 を行 う予 定
です。是 非 、ご活 用 ください！

り、NPO 案内犬 PON ちゃんが、NPO を楽しく案内してくれます。

い。
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定年後、
定年後、ＮＰＯで
ＮＰＯで活動したい
活動したい ！

会社で経理の仕事をしていましたが、定年後、ＮＰＯで活動したいと思います。
どういう貢献ができるか、どこから始めればよいでしょうか。

Ａ．

現役時代の経歴では会社経理の総責任者と取締役もご担当されていますが、NPO をもっと知り、
その中で自分に合った社会貢献活動は何かを探る活動を積極的に行うことが必要です。
NPO は会計の経験者がいないところが多く、会計をサポートする人が求められています。
しかし、NPO が本当に困っていることは基本的・基礎的なことが多く、企業活動とは大きな隔たり
があり、企業での経歴をそのまま NPO にも活かせるとは限らないため、実態をよく知ることが
必要です。そのためには、NPO 向けの講座やフォーラムなどに積極的に参加されることをお勧め
します。そこで、NPO の方々との交流をすることもできます。
〈「NPO なんでもどこでも相談 100 問 100 答」より〉

･
･
･

鎌ケ谷市富岡 2-6-1 生涯学習推進センター（まなびぃプラザ）1 階

／ 047－401－0892
／

4

sikatu@city.kamagaya.chiba.jp

市民公益活動とは･･･営利を目的とせず、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とし、自発的かつ継続的に行われる活動

編集後記

号 とな

14

センターの外に出ると、どこからか沈 丁花 の香り

が漂ってくる季節になりました。

この市 民 活 動 推 進 センターだよりも

り、今 年度最後 の発行となります。「
どのような情

」試 行錯 誤 の連

http://www.collabo-kamagaya.jp/

報が、市 民活動 の役に立 つのか

URL／e- mail

続ですが、今 年度 は２頁 から４頁 へ
と 頁 数 を増 や

047－401－0891

し、より多くの情報を提供することができました。

鎌ケ谷市市民活動推進センター

TEL／FAX

来 年度 も、より読 みや すく、分 かりや すく、役

発行者・所在地

に立 つ情報を提供できるよう頑張 ってまいります。

445－0355 篠宮さん》

表紙を飾 る活動 紹介 写真 のほかにも、センター

《連絡先

だよりに関す るご意 見 ・
ご感 想 等を是 非、お寄 せ

平成四年から地域密着のボランティア
グループとして発足し、よき仲間、又協
力者を得て今日まで活動して参りました。
今回は手作りの御赤飯を作り、高齢者
の皆様に配りながら、御元気うかがいを
行いました。
会員一同がんばっています！

ください。

お待ちしております。

．・☆・．・写真の説明・．
・☆・．

