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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



令和元年度 寄附件数と金額の内訳

令和元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）

23 1,904,000 1,618 36,865,000 47 9,040,760 1,688 47,809,760

事業名 金額（円）

新病院建設事業 4,358,000円

緑化推進事業 1,605,320円

福祉のまちづくり事業 2,505,015円

子育て支援事業 10,843,911円

高齢者支援事業 1,226,000円

障害者支援事業 1,558,000円

協働のまちづくり事業 358,181円

安全で安心なまちづくり事業 1,502,000円

学校教育推進事業 1,844,500円

社会教育芸術文化振興事業 762,290円

スポーツ普及振興事業 2,750,000円

環境施策推進事業 1,288,000円

消防救急対策事業 2,445,543円

市におまかせ 11,688,000円

通学路等の安全対策 3,000,000円

21世紀の森と広場 管理・運営 30,000円

経済的に不自由な児童・生徒のために 45,000円

合 計 47,809,760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。

こども発達センター関連

こども発達センター通園事業・こども発達センター外来療育事業

こども発達センターにおいて、児童に対し、日常生活における基本的
な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等質の高い発達
支援を行うために活用するため、備品を購入いたしました。

感覚統合機器 ポニースイング 感覚統合機器オーシャンスイング

［用途］
またがったり、抱きついたり、寝そべった状態で振り子運動やバランスの獲得など
姿勢制御が養える遊具であり、重症な肢体不自由児に対して、機能訓練を取り入れた
療育を実施するために必要不可欠な遊具です。

パルスワンⅢ

［用途］
医療的ケアを必要とする児童の脈拍数等を測定する機
器です。
小児用Ⅲクリッププロ－ブは、指が小さい児童に対応
するための付属品です。



ミニパラバルーン・蛍光ミックス

［用途］
6～15人でバルーン遊びをします。集団で遊ぶ
ことで、遊びながら協調性や社会性を養います。

ユニバーサルフレームスパイダー

[用途]
心身に重度の障害を持つ児童が体を動かしたり、
立つ練習をする機器です。
立つことができない児童は、この機器を用いること
で、楽しみながら立つ練習をすることができます。ま
た、体を動かすことができない児童でも、この機器を
使うことで「体をねじる」、「立つ」、「跳ねる」動作を
経験することができ、普段は動かさない筋肉を動か
すことで、緊張の緩和、座位姿勢の傾きの改善など、
これまでの療育では得ることができない効果が期
待されます。

巧技台用丸型はしご

［用途］
運動機能に合わせて、巧技台とはしごの組み
合わせを変えることにより様々なバランス感覚
を養います。

その他にも以下の物品を購入させていただきました。

●ボールプール
●巧技台 梯子
●あらえるこどもたたみ 6セット
●支援機器 ウゴキんぐ
●感覚刺激グッズ ぶつぶつボールズ・イン・ボール



市民安全

市民と市及び警察が連携して子ども達
を狙った犯罪が発生しない地域環境の構
築のため、のぼり旗を購入いたしました。

地域ぐるみ安全安心推進事業

交通安全啓発活動事業

交通ルールの遵守と正しい交通マナー
を習慣づけることができるよう各種啓発
活動用として、ミニ懸垂幕と自転車ライ
トを購入いたしました。

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

秋山駅前ロータリー植樹

駅前ロータリー内植栽地の土壌改良お
よび中木、低木、地被植物等の新植に活
用しました。

病院事業

救急医療対策事業

利用者（特に初診の方）の利便性向上
を図るため、総合医療センター入口に誘
導サインを設置しました。



高齢者支援

老人福祉センター（矢切）の施設用備
品購入費として活用させていただきまし
た。 購入物品：血圧計

老人福祉センター施設用備品購入

松戸市市民活動助成事業

【令和元年度実施分事業】
・スタート助成10事業
・ステップアップ助成３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。

道路整備

通学路等の安全対策

松戸市立高木小学校の通学路に設置さ
れているガードレールの更新と、歩きや
すくするためU字溝蓋の交換に活用しま
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：竹内 望 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）。
令和元年度交付実績：１，３４０，０００円

スポーツ競技大会優秀選手褒賞金交付事業

令和元年度交付実績；１，０００，０００円

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。
・チェーンソー及び替え刃 1台
・座椅子 ６台

学校教育推進事業（まつど吹奏楽応援団）

電子ピアノ３台を購入し、市内中学校へ寄贈しました。

普通教室にてノートPC及びプロジェクターと接続して使用する簡易電子
黒板ユニットの導入費用に活用いたしました。

高志教育振興基金



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。
【過去の実施状況】

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

平成30年度－29（個人・団体） 令和元年5月21日感謝状贈呈式実施

災害対策

寄附金を活用し、プロジェクター、スクリーンの購入費に活用いたしま
した。

災害対策事業

新型コロナウイルス感染症の拡大により市民生活に甚大な影響を及ぼ
していますが、こうした中、市民の方からは、「市に寄附したい」「国
から給付される特別定額給付金を市のコロナ対策に役立てたい」との声
も寄せられています。
市ではこの度、このような皆様の温かい

お気持ちを、コロナ対策に活用させていた
だくために「コロナ対策緊急寄附」を創設
いたしました。
令和２年１０月末現在、市内外の皆様か

ら２６，４７７，９５３円のご寄附をいた
だきました。（申込ベース）
皆様の温かいご支援ありがとうございます。
寄附金を活用して松戸市総合医療センター
で車椅子型アイソレーター（陰圧タイプ）と
全自動遺伝子解析装置を、松戸市立福祉医療
センター東松戸病院で非接触型サーモグラフィーを購入いたしました。

３ コロナ対策緊急寄附の活用報告

４ 高額寄附をいただいた方へ

車椅子型アイソレーター
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