
NPO法人大網お助け隊
協力会員募集説明会

◆2021年6月24日(木)
◆大網白里市中央公民館

NPO法人 大網お助け隊
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◆本日説明会の内容

１．代表挨拶
２．大網お助け隊の概要
３．スタッフ紹介
４．活動の具体的な事例
５．質疑応答
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■NPO法人大網お助け隊の概要
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大網お助け隊は、

大網白里市民で、
高齢者・障がい者・子育て世代など
日常生活に困りごとを抱えている人たちへ

大網白里市民の有志による
有償ボランティアで支援活動を行っている
特定非営利活動法人です

■NPO法人大網お助け隊とは
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大網お助け隊は「街の便利屋」ではない

身体的な理由等で、自分ではどうすることもできない日
常生活上の「困りごと」の解消を、同じ大網白里市民有志
の「共助」で行っています

特定非営利活動団体なので、利益は求めない

しかしながら、
有償ボランティアにすることで、

①利用者が恐縮することなく利用できる
②安易な依頼を防止することができる
③時間や費用が、過度な個人負担にならない
④組織運営が、健全に自立できる

■大網お助け隊の考え方
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高齢者の生活支援

裏面もご覧下さい

子育て世代の支援

■私たちは、この様な支援活動をしています

障がい者の支援

子育て世代の支援

要介護者の支援

通院・買い物等の移動支援

掃除・洗濯・ゴミ出し等家事支援

福祉有償運送(要介護認定者/障がい者）

草刈りや簡単な日曜大工支援

学童園児の送迎・見守り支援

付き添い・話し相手・買い物代行支援
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【対象】 【支援内容】



■移動支援
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医療機関、役所、
施設、スーパー、
店舗、大網駅等へ
の送迎
学童園児の送迎



■家事・日常生活支援
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掃除、洗濯、
布団干し
ごみ出し
買い物代行
外出付き添い
話し相手
犬の散歩
パソコン教室



■草刈り・庭木剪定・大工支援
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草刈り、庭木剪定
水やり
簡単な日曜大工
家具の移動



■事務スタッフ（受付事務・経理事務）
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１．支援の電話受付
平日(月～金)
9:00～12:00/13:00～16:00
（当番制）

２．経理事務
出納、銀行振込処理



■大網お助け隊は「会員登録制」
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◆支援を受ける人(利用者)＝利用会員

・入会登録料 1,000円
・年会費 1,000円

但し福祉有償運送の対象者は、
・入会登録料 2,000円
・年会費 2,000円

◆支援する人(支援者) ＝ 協力会員

・入会登録料 1,000円
・年会費 無し



◆名 称： 特定非営利活動法人 大網お助け隊

◆住 所： 大網白里市木崎３４１
TEL/FAX ：0475-73-5110     

◆代 表： 石川 庄六

◆設 立： 2010年 6月
NPO法人登録：2016年11月

◆会員数： (2021年4月1日現在)
利用会員 266名
協力会員 58名

◆法人資格等：
内 閣 府 特定非営利活動団体 登録
大網白里市 総合事業 参加
国土交通省 自家用有償旅客運送者[福祉有償運送事業]登録

■大網お助け隊の概要
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代 表

会計課

広報部総務部

利用者
(利用会員)

支援者
(協力会員）

コーディネーター
(調整役)

事務局

監 事

集金課

■大網お助け隊組織
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副代表

経理部

受付事務

安全運行
管理部



2010年6月 まちサポお助け隊 発足
地域の日常生活支援を行う団体として活動開始

2014年4月 大網白里市住民協働事業に採択される（3年間）

高齢者の外出支援、学童・園児の預かり・送迎、パソコン教室等

2016年4月 独自の事務所を開設（みずほ台）

2016年11月 NPO法人大網お助け隊設立

2017年4月 大網白里市 介護予防・日常生活支援総合事業 参画

高齢者移動支援（訪問型サービスD）

2018年4月 大網白里市 総合事業の参画拡大
① 高齢者移動支援（訪問型サービスD）

② 日常生活支援（訪問型サービスB）

2018年3月 事務所を木崎(現在地)に移転

2019年3月 国土交通省 自家用有償旅客運送者[福祉有償運送事業]登録

2019年4月 福祉有償運送事業の開始（社会福祉協会から事業移管）

要介護者・障がい者の移動支援

■大網お助け隊の歩み
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介護保険のサービスが受けられるのは、
65歳以上で、介護や支援が必要な状態になった場合
申請し認定調査を受けます

※40歳～65歳未満で特定疾患で介護や支援が必要と認定された人も適用されます

認定は「要支援１～２」「要介護１～５」「事業対象」に区分され、
区分に見合ったサービスが受けられます。

区分 受けられるサービス

非該当 介護予防・生活支援サービス
(介護予防・日常生活支援総合事業)の利用可能

要支援１
要支援２

要介護１
要介護２
要介護３
要介護４
要介護５

介護予防サービス
及び介護予防・日常生活支援総合事業

介護サービス
（介護給付）

【参考】介護保険制度について
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事業対象



正しくは、「介護予防・日常生活支援総合事業」で、
2015年(平成27年)「介護保険制度」で国が定められた事業。

「要支援者」に対し、市町村が中心になって、
住民等が参画し、地域の支え合いにより、

多様なサービスを充実すること。

介護保険が定める多様なサービスの種類

大網お助け隊は、大網白里市総合事業で［訪問型サービスB及びD］が認められ、
補助金が交付されています。

【参考】総合事業とは

訪問型サービスC 訪問型サービスA 訪問型サービスB 訪問型サービスD

実施者 指定事業者 市町村 指定/委託事業者 地域住民 地域住民

サービス
提供者

訪問介護員
保健・医療の専門職

(保健師等)
事業者の社員 ボランティア住民 ボランティア住民

サービス
内容

専門職による
身体介護、生活援助

居宅にて相談指導 生活援助 生活援助 移動支援

サービスの
種類 現行の介護

多様なサービス



2010年6月 まちサポお助け隊 発足
地域の日常生活支援を行う団体として活動開始

2014年4月 大網白里市住民協働事業に採択される（3年間/ ～2017年3月）

高齢者の外出支援、学童・園児の預かり・送迎、パソコン教室等

2016年4月 独自の事務所を開設（みずほ台）

2016年11月 NPO法人大網お助け隊設立

2017年4月 大網白里市 介護予防・日常生活支援総合事業 参画

高齢者移動支援（訪問型サービスD）

2018年4月 大網白里市 総合事業の参画拡大
① 高齢者移動支援（訪問型サービスD）

② 日常生活支援（訪問型サービスB）

2018年3月 事務所を木崎(現在地)に移転

2019年3月 国土交通省 自家用有償旅客運送者[福祉有償運送事業]登録

2019年4月 福祉有償運送事業の開始（社会福祉協会から事業移管）

要介護者・障がい者の移動支援

■大網お助け隊の歩み
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高齢者の生活支援

裏面もご覧下さい

■福祉有償運送とは（要介護者・障がい者の移動支援）

運送時はマグネット脱着式登録番号を表示する

車椅子の積込みが可能な大網お助け隊所有の福祉車両

移動サービスは、移動に困難を伴う人に対して、
車両を使って外出の支援を行うサービス

【無償運送】
無償またはガソリン代等の実費を負担してもら
う移動サービス

【福祉有償運送】
対象者を介助が必要な高齢者(要介護1～5認定者)や障
がい者に限定し、非営利法人が道路運送法によ
る登録をして、営利に至らない範囲で対価を受
け取る移動サービス

福祉有償運送には認定運転者講習が必要



■利用会員数と支援件数の推移
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1692件

1994件
2218件

2881件
2763件

3433件

◆市民の高齢化や運転免許返上などで、支援件数は前年比25%程度で増加している
◆2018年度支援件数の減少は、福祉有償運送(要介護者支援)事業の開始前に、支援の絞り込みをしたため
◆2019年度利用会員数の減少は、2018年度末に会員継続の是非を全員に確認した結果、退会者が出たため
◆2020年度支援件数の減少は、新型コロナ感染拡大により利用者及びお助け隊支援活動を自粛したため

利用会員の
平均利用回数

646件

2016

2513件

20152014

266人232人260人263人238人197人134人83人

2017 2018 2019 2020

年度 利用回数

2015年 10.1回

2016年 9.3回

2017年 10.9回

2018年 10.6回

2019年 14.8回

2020年 9.4回

※利用者会員数と支援件数は、年度末の集計実績



■年間活動実績 (2020年4月～21年3月の内訳)
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2019年度 2020年度 前年比 2020年構成比

移動支援 2,161 1,373 ▲36％ 55%

代行支援 637 668 ＋5％ 27%

庭仕事 249 204 ▲18％ 8%

家事支援 200 161 ▲19％ 6%

付き添い 91 64 ▲30％ 3%

大工仕事 49 24 ▲51％ 1%

子育て支援 30 1 0%

パソコン教室 13 18 ＋38％ 1%

その他 3 0 0%

合計 3,433 2,513 ▲27％ 100%



■年間活動実績 (構成比と前年比較)
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2019年度
2020年度

2019年度(3,433件) 2020年度(2,513件)

移動支援
2,161件
(63％)

移動支援
1,373件
(55％)

家事支援
161件(6％)

家事支援
200件(6％)

代行支援
668件
(26％)

代行支援
637件
(19％)

庭仕事
249件(7％)

庭仕事
204(8％)

付き添い
64件(3％)

付き添い
91件(3％)



３．所在地別 ～あなたの町にも会員が活動しています～

季美の森、みどりが丘、みずほ台、みやこ野、ながた野、金谷郷、池田、小中、大網、
駒込、永田、富田、桂山、上谷新田、上貝塚、南横川、柿餅、北飯塚、柳橋、木崎、桂
山、細草、小中、四天木、東金山口

■協力会員の構成 （2021年4月1日現在）
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60代
16人70代

30人

40代 2人

50代
5人

80代
5人

9%
9%

27%
52%

男性 女性

女性
27名
46％

男性
31名
54％

協力会員数 58名
１．男女別 ２．年齢別
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大網お助け隊 会員所在地MAP

協力会員は顔マーク、利用会員は家マーク



【毎月】
■定例会 第３金曜日13:30～15:00(市中央公民館）

【年間】
■年次総会 4月第３金曜日（市中央公民館）
■協力会員募集説明会 6月/11月（市中央公民館）
■協力会員親睦会（年４回）

春の親睦会「竹の子掘り」 4月
夏の親睦会「ＢＢＱ大会」 7月
秋の親睦会「芋煮会」 10月
冬の親睦会「新年会」 1月

■年間行事
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ボランティア保険を、大網お助け隊で付保

１．損害賠償
人・物に対して賠償責任(過失)がある場合
時価額で補償
搭乗者も対象
自動車事故は自動車保険が適用される
自分の車両は対象外

２．傷害
・死亡 3,000,000円
・入院 3,000円/日
・通院 2,000円/日

業務中の死亡・後遺障害・外傷等、自分の過失でも対象

■ボランティア保険
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■新型コロナウイルスに対する活動方針と感染防止対策

でき得る対策を講じて、
協力会員・利用会員の安全を確保しながら、
可能な範囲で支援活動を継続していく

「非常事態宣言」発出時は、家事・生活支援は原則自粛するが、
病院の送迎や一人暮らしの高齢者の買い物等、

回数を減らす等対策して必要最低限の支援は実施する

■感染防止対策■

◆利用会員・協力会員に感染者が出た場合、支援活動を
全面ストップとする

◆検温・手の消毒・マスク着用を徹底する（車内に消毒液の備え置き）

◆移動支援時、ドアの開閉は運転手が行いマスク着用の上車内で会話はしない



前もって活動可能日時を連絡
しておくので、依頼がきても
日常生活に支障なく活動でき
ます

支援内容や日時、条件な
どから、対応できる協力
会員を選び連絡します

支援を必要とすることが発
生したら、前もってコー
ディネーターに依頼します

依頼者(利用会員) コーディネーター 協力会員

男性
56％

女性
44％

■支援活動の流れ

(注)
利用会員は登録制で、会員
になるには条件があります
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裏面もご覧下さい

■活動支援料金体系

活動内容 利用会員 協力会員 運営費

生活支援
家事 600円/h 500円/h 100円/h

草刈り剪定大工 800円/h 600円/h 200円/h

移動支援
（一般）

移動 30円/km 20円/km 10円/km

待機 300円/30分 200円/h 100円/h

付き添い 600円/h 500円/h 100円/h

移動支援
（福祉有償運送）

要介護認定者
障がい者 50円/km 30円/km 20円/km

付き添い 600円/h 500円/h 100円/h

・生活支援は基本1時間とし、1時間を超えた場合30分単位で時間単価の半額を加算する
・走行距離は、協力会員の車庫から車庫までの距離で計算する
・この表以外に、別途料金の詳細設定あり
・利用料金は、毎月末日締、翌月初旬集金、協力会員には、翌月初旬 銀行振込(千葉銀行のみ)

・利用会員は、入会時の登録料1000円と年会費1000円
・福祉有償運送の利用会員は、入会時の登録料2000円と年会費2000円
・協力会員は、入会時の登録料1000円のみ、年会費はなし 29



■大網お助け隊 協力会員のメリット

１．自由な活動時間
前もって活動可能日時を連絡しておくので、
依頼がきても日常生活に支障なく、
空き時間を利用して活動できます。

(1回あたり１～2時間程度)

２．感謝されます
相手から喜ばれ、地域社会が「自分を必要としていること」を実感できます。

３．費用負担がありません
有償ボランティアなので、ガソリン代等相当額は戻ってきます。

４．人との交流やネットワークが持てます
大網お助け隊は、月1回の定例会の他、各種行事や年4回の懇親会があり、
協力会員相互の交流があります。
また事務所は、いつでも自由に寄ることができます。
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■以下の活動ができる方を募集します

移動支援（通院・買い物等の外出支援）

31

家事支援

草刈りや簡単な日曜大工支援 事務スタッフ（経理事務・受付事務）



私たちと一緒に活動しませんか！
32
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