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松戸市障害者計画進行管理票
第１節
１

共生社会の実現に向けた相互理解の促進
市民意識の醸成

障害のある人に対する差別・偏見がなくなり、障害のある人もない人も地域社会の一員として、共に生きる社会を実現しましょう。
（１）

地域活動における交流の促進
平成２９年度実績

平成３０年度実績

平成３１年度実績

＜松戸市社会福祉協議会＞
○地域型ふれあい広場
地域分散型のふれあい広場の開催（13会場）

＜松戸市社会福祉協議会＞
○地域型ふれあい広場
地域分散型のふれあい広場の開催（13会場）

＜松戸市社会福祉協議会＞
○地域型ふれあい広場
地域分散型のふれあい広場の開催（12会場）

○ふれあい・いきいきサロン
地域で支えあう福祉のまちづくりを目指し、高齢
者や障害者子育て家庭を対象にしたサロン運営
・高齢者、障がいのある人対象：14地区 42会場
・子育て世代対象
：13地区 26会場

○ふれあい・いきいきサロン
地域で支えあう福祉のまちづくりを目指し、高齢
者や障がい者、子育て家庭を対象にしたサロン運営
・高齢者、障がいのある人対象：14地区 42会場
・子育て世代対象
：13地区 26会場

○ふれあい・いきいきサロン
地域で支えあう福祉のまちづくりを目指し、高齢
者や障がい者、子育て家庭を対象にしたサロン運営
・高齢者、障がいのある人対象：14地区 45会場
・子育て世代対象
：13地区 27会場

＜松戸市福祉施設共同販売推進協議会/障害福祉課
＞
○松戸市福祉ショップマップの作成
○ふれあいフェスティバル開催
障害者週間啓発及び市民の理解と交流の場とし開催
・１１月１７日(金)～１８日(土)：松戸中央公園
・２０施設参加

＜松戸市福祉施設共同販売推進協議会/障害福祉課
＞

＜松戸市福祉施設共同販売推進協議会/障害福祉課
＞

○ふれあいフェスティバル開催
障害者週間啓発及び市民の理解と交流の場とし開催
・１１月１６日(金)～１７日(土)：松戸中央公園
・２２施設参加

○ふれあいフェスティバル開催
障害者週間啓発及び市民の理解と交流の場とし開催
・１１月１５日(金)～１６日(土)：松戸中央公園
・２２施設

○福祉バザー
・市役所連絡通路及びゆうまつどにて毎月（８月・
１１月を除く）開催し、販売促進とともに市民との
交流を図る。
【市役所連絡通路】
９回／４３日／延べ１１８施設
・松戸市福祉施設共同販売推進協議会の開催：５回
【ゆうまつど】
９回／２１日／延べ２７施設
※コロナの感染防止のため、３月中止
○「まつど大農業まつり「１１月２４日」への参
○「まつど大農業まつり「１１月２３日」への参
○「まつど大農業まつり「１１月２３日」への参
加・出展
加・出展
加・出展
参加事業所：４事業所
参加事業所：３事業所
参加事業所：３事業所
○モリヒロフェスタ「３月１８日」への参加・出展 ○モリヒロフェスタ「３月１７日」への参加・出展 ○モリヒロフェスタ コロナの感染防止のため、中
止
参加事業所： １０事業所
参加事業所：６事業所
○福祉バザー
・市役所連絡通路にて毎月（８月・１１月を除く）
開催し、販売促進とともに市民との交流を図る。
１０回／５０日／延べ１４３施設
・松戸市福祉施設共同販売推進協議会の開催：４回

○福祉バザー
・市役所連絡通路及びゆうまつどにて毎月（８月・
１１月を除く）開催し、販売促進とともに市民との
交流を図る。
【市役所連絡通路】
１０回／４９日／延べ１３７施設
・松戸市福祉施設共同販売推進協議会の開催：４回
【ゆうまつど】
１０回／２７日／延べ４３施設
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松戸市障害者計画進行管理票
平成２９年度実績

平成３０年度実績

＜広報広聴課＞
○松戸市公式ホームページのアクセシビリティ向上
総務省が自治体など公的機関のウェブアクセシビリ
ティを継続的に高めるために策定した「みんなの公
共サイト運用モデル（2016年度改定版）」に引き続
き対応する。また、同モデルのベースとなるウェブ
アクセシビリティに関する日本工業規格「JIS X
8341-3:2016」に示されたAA（ダブルエー）等級へ
の準拠を継続する。
○ランダムな方法とランダムではない方法を用いて
選択した40ページを対象にmiChecker バージョン
2.0を使用してウェブアクセシビリティチェックを
実施（試験実施期間：平成30年3月1日～3月31
日）。
○広報まつど
ボランティア「松戸朗読奉仕会」が目の不自由な人
向けに、音声データによる「声の広報」を作成
○市公式ホームページ
・視力の弱い人や色の識別が苦手な人、文字を読む
のが苦手な人がホームページを快適に閲覧するため
の支援を行うソフトウェア「ZoomSight」により情
報の得やすいホームページとしている。

＜広報広聴課＞
○松戸市公式ホームページのアクセシビリティ向上
総務省が自治体など公的機関のウェブアクセシビリ
ティを継続的に高めるために策定した「みんなの公
共サイト運用モデル（2016年度改定版）」に引き続
き対応する。また、同モデルのベースとなるウェブ
アクセシビリティに関する日本工業規格「JIS X
8341-3:2016」に示されたAA（ダブルエー）等級へ
の準拠を継続する。
○ランダムな方法とランダムではない方法を用いて
選択した40ページを対象にmiChecker バージョン
2.0を使用してウェブアクセシビリティチェックを
実施（試験実施期間：平成31年2月1日～2月28
日）。
○広報まつど
ボランティア「松戸朗読奉仕会」が目の不自由な人
向けに、音声データによる「声の広報」を作成
○市公式ホームページ
・視力の弱い人や色の識別が苦手な人、文字を読む
のが苦手な人がホームページを快適に閲覧するため
の支援を行うソフトウェア「ZoomSight」により情
報の得やすいホームページとしている。

○ コミュニティー広場の運営
・乳幼児とその親が気軽に集い、交流、育児相談の
場
・育児不安解消、障害への理解を深める機会とす
る。
・開催 月曜日～土曜日の週６日／９：００～
１６：３０
※毎月最終土曜日は休み
・利用者
２４,１９３人
育児相談件
６３０件

○ コミュニティー広場の運営
・乳幼児とその親が気軽に集い、交流、育児相談の
場
・育児不安解消、障害への理解を深める機会とす
る。
・開催 月曜日～土曜日の週６日／９：００～
１６：３０
※毎月最終土曜日は休み
・利用者
２２,５０６人
育児相談件
４６２件

平成３１年度実績

＜広報広聴課＞
○松戸市公式ホームページのアクセシビリティ向上
総務省が自治体など公的機関のウェブアクセシビリ
ティを継続的に高めるために策定した「みんなの公
共サイト運用モデル（2016年度改定版）」に引き続
き対応する。また、同モデルのベースとなるウェブ
アクセシビリティに関する日本工業規格「JIS X
8341-3:2016」に示されたAA（ダブルエー）等級へ
の準拠を継続する。
○ランダムな方法とランダムではない方法を用いて
選択した40ページを対象にmiChecker バージョン
2.0を使用してウェブアクセシビリティチェックを
実施（試験実施期間：令和2年2月1日～2月29日）。
○広報まつど
ボランティア「松戸朗読奉仕会」が目の不自由な人
向けに、音声データによる「声の広報」を作成
○市公式ホームページ
・上記の「声の広報」のバックナンバー(令和2年1
月1日号から)をホームページからダウンロードでき
る。
・視力の弱い人や色の識別が苦手な人、文字を読む
のが苦手な人がホームページを快適に閲覧するため
の支援を行うソフトウェア「ZoomSight」により情
報の得やすいホームページとしている。
＜健康福祉会館＞
＜健康福祉会館＞
＜健康福祉会館＞
○ 障害者週間記念イベントの開催
○ 障害者週間記念イベントの開催
○ 障害者週間記念イベントの開催
・令和元年１２月７日（土）
・平成３０年１２月８日（土）
・平成２９年１２月３日（日）
（ふれあい教室作品展示会：１２/３～１２/９）
（ふれあい教室作品展示会：１２/３～１２/９）
（ふれあい教室作品展示会：１２/３～１２/９）
・内容
・内容
・内容
講演会又はコンサート、ふれあい教室作品展示会
講演会又はコンサート、ふれあい教室作品展示会
講演会又はコンサート、ふれあい教室作品展示会
及び発表会、創作体験、相談コーナー、疑似体験、 及び発表会、創作体験、相談コーナー、疑似体験、 及び発表会、創作体験、相談コーナー、疑似体験、
福祉施設の作品展示及び販売等
福祉施設の作品展示及び販売等
福祉施設の作品展示及び販売等
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○ コミュニティー広場の運営
・乳幼児とその親が気軽に集い、交流、育児相談の
場
・育児不安解消、障害への理解を深める機会とす
る。
・開催 月曜日～土曜日の週６日／９：００～
１６：３０
※毎月最終土曜日は休み
・利用者
２２,６６８人
育児相談件
２６６件

松戸市障害者計画進行管理票
（２）

心のバリアフリーの醸成
平成２９年度実績

平成３０年度実績

平成３１年度実績

＜教育委員会指導課＞
○ 各学校において「人権・福祉教育」の充実
○ 福祉教育推進校の実践例紹介

＜教育委員会指導課＞
○ 各学校において「人権・福祉教育」の充実
○ 福祉教育推進校の実践例紹介

＜教育委員会指導課＞
○ 各学校において「人権・福祉教育」の充実
○ 福祉教育推進校の実践例紹介

＜交通政策課＞
○「心のバリアフリー」（やさしさ いっぱい みん
なの まち）
松戸市ホームページからのダウンロード形式を継
続

＜交通政策課＞
○「心のバリアフリー」（やさしさ いっぱい みん
なの まち）
松戸市ホームページからのダウンロード形式を継
続

＜交通政策課＞
○「心のバリアフリー」（やさしさ いっぱい みん
なの まち）
松戸市ホームページからのダウンロード形式を継
続
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２

福祉に関する教育の充実

小さなときから障害のある人とない人の交流の機会を持つことにより、障害に対する正しい理解が得られるようにしましょう。
そして、互いに地域社会の一員であるという思いやりのある意識が醸成されるようにしましょう。
（１）

学校教育における福祉教育
平成２９年度実績

＜松戸市社会福祉協議会＞
○福祉教育活動推進事業（助成）

平成３０年度実績
＜松戸市社会福祉協議会＞
○福祉教育活動推進事業（助成）
小学校：11校 中学校：16校 高校：4校

平成３１年度実績
＜松戸市社会福祉協議会＞
○福祉教育活動推進事業（助成）
小学校：11校 中学校：15校 高校：4校

○地域全体で福祉教育に取り組む福祉教育推進地区 ○地域全体で福祉教育実践を継続的に行うため福祉 ○地域全体で福祉教育実践を継続的に行うため福祉
づくり支援
教育推進会議を設置して地域の福祉教育を支援
教育推進会議を設置して地域の福祉教育を支援
○福祉教育サポーター（福祉教育支援者）の養成

○福祉教育サポーター（福祉教育支援者）の養成と
派遣
サポーター数：35人
派遣状況：11校、2団体、サポーター延べ105人派遣

○福祉教育サポーター（福祉教育支援者）の養成と
派遣
サポーター数：47人
派遣状況：11校、7団体、サポーター延べ137人派遣

○福祉用具貸出し、福祉体験学習の開催

○福祉用具貸出し、福祉体験学習の開催

○福祉用具貸出し、福祉体験学習の開催

○講師の紹介
○講師の紹介
○講師の紹介
研修会等講師として、当事者（車椅子・白杖・盲
研修会等講師として当事者（車椅子・白杖・盲導
研修会等講師として当事者（車椅子・白杖・盲導
導犬ユーザー等）を紹介
犬ユーザー等）を紹介
犬ユーザー等）を紹介

＜教育委員会指導課＞
○特別支援教育の推進
○福祉教育推進活動事業
○千葉県指定福祉教育推進校の推薦（平成２８～３
０年度）
○松戸市教育委員会指定福祉推進校の推薦（平成２
８～３０年度）
○疑似体験
○手話、点字等についての学習
○教科等における福祉に関する教育
○盲導犬・介助犬等についての学習

＜教育委員会指導課＞
○特別支援教育の推進
○福祉教育推進活動事業
○千葉県指定福祉教育推進校の推薦（平成２８～３
０年度）
○松戸市教育委員会指定福祉推進校の推薦（平成２
８～３０年度）
○疑似体験
○手話、点字等についての学習
○教科等における福祉に関する教育
○盲導犬・介助犬等についての学習
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＜教育委員会指導課＞
○特別支援教育の推進
○福祉教育推進活動事業
○疑似体験
○手話、点字等についての学習
○教科等における福祉に関する教育
○盲導犬・介助犬等についての学習

松戸市障害者計画進行管理票
（２）

交流の場の提供
平成２９年度実績

平成３０年度実績

平成３１年度実績

＜松戸市社会福祉協議会＞
＜松戸市社会福祉協議会＞
＜松戸市社会福祉協議会＞
○障害のある人と地域の交流
○障がいのある人と地域の交流
○障がいのある人と地域の交流
ふれあい広場等の機会を通し、障害者施設との協
ふれあい広場や各種事業を通して、障害者施設と
ふれあい広場や各種事業を通して、障害者施設と
力体制強化と交流を図る。
の協力体制を強化し交流を深める。
の協力体制を強化し交流を深める。
○講師の紹介
○講師の紹介
○講師の紹介
研修会等講師として、当事者（車椅子・白杖・盲
研修会等講師として、当事者（車椅子・白杖・盲
研修会等講師として、当事者（車椅子・白杖・盲
導犬ユーザー等）を紹介
導犬ユーザー等）を紹介
導犬ユーザー等）を紹介
＜教育委員会指導課＞
○特別支援学校・学級との交流及び共同学習
福祉施設、学校での障害のある方との交流

＜教育委員会指導課＞
○特別支援学校・学級との交流及び共同学習
福祉施設、学校での障害のある方との交流

-5-

＜教育委員会指導課＞
○特別支援学校・学級との交流及び共同学習
福祉施設、学校での障害のある方との交流

松戸市障害者計画進行管理票
３

地域ボランティア活動等の推進

身近な地域のボランティア活動を通して、障害のある人とない人が互いに理解しあい、共に生きていく地域社会を実現しましょう。
（１）

ボランティア等の育成と市民参加の促進
平成２９年度実績

平成３０年度実績

平成３１年度実績

＜松戸市社会福祉協議会＞
○ボランティアの育成及び活動推進事業
ボランティア活動拠点として、市民の福祉に対す
る理解と関心を高め、地域福祉を支えるボランティ
アの発掘及び育成を行い、活動の促進を図る。
・ボランティア活動の相談、登録、斡旋、広報、啓
発
・ボランティアの発掘、育成、研修
・ボランティア活動状況・ニーズ把握、調査・研究
及び情報提供

＜松戸市社会福祉協議会＞
○ボランティアの育成及び活動推進事業
ボランティア活動拠点として、市民の福祉に対す
る理解と関心を高め、地域福祉を支えるボランティ
アの発掘及び育成を行い、活動の促進を図る。
・ボランティア活動の相談、登録、斡旋、広報、啓
発
・ボランティアの発掘、育成、研修
・ボランティア活動状況・ニーズ把握、調査・研究
及び情報提供

＜松戸市社会福祉協議会＞
○ボランティアの育成及び活動推進事業
ボランティア活動拠点として、市民の福祉に対す
る理解と関心を高め、地域福祉を支えるボランティ
アの発掘及び育成を行い、活動の促進を図る。
・ボランティア活動の相談、登録、斡旋、広報、啓
発
・ボランティアの発掘、育成、研修
・ボランティア活動状況・ニーズ把握、調査・研究
及び情報提供

○福祉教育サポーター派遣
○福祉教育サポーター派遣
○福祉教育サポーター派遣
福祉機器貸出し及び福祉体験学習実施時に職員や
福祉機器貸出し及び福祉体験学習実施時に職員や
福祉機器貸出し及び福祉体験学習実施時に職員や
福祉教育サポーターを派遣し、福祉体験学習を支
福祉教育サポーターを派遣し、福祉体験学習を支
福祉教育サポーターを派遣し、福祉体験学習を支
援。
援。延べ105人を派遣。
援。延べ137人を派遣。
○ボランティア派遣
○ボランティア派遣
障害のある人、障害者団体、障害者施設より依頼
障害のある人、障害者団体、障害者施設より依頼
のある活動に対してボランティアを派遣
のある活動に対してボランティアを派遣
38件の依頼に対し、延べ361人のボランティアを派
○障害のある人のボランティア活動支援
遣
○障害のある人のボランティア活動支援
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○ボランティア派遣
障害のある人、障害者団体、障害者施設より依頼
のある活動に対してボランティアを派遣
29件の依頼に対し、延べ232人のボランティアを派
遣
○障害のある人のボランティア活動支援

松戸市障害者計画進行管理票
（２）

児童・生徒のボランティア活動支援
平成２９年度実績

平成３０年度実績

平成３１年度実績

＜松戸市社会福祉協議会＞
＜松戸市社会福祉協議会＞
＜松戸市社会福祉協議会＞
○児童・生徒を対象としたボランティア体験講座の ○児童・生徒を対象としたボランティア体験講座の ○児童・生徒を対象としたボランティア体験講座の
開催
開催
開催
＜教育委員会指導課＞
○福祉施設等でのボランティア活動

＜教育委員会指導課＞
○福祉施設等でのボランティア活動

＜教育委員会指導課＞
○福祉施設等でのボランティア活動

平成２９年度実績

平成３０年度実績

平成３１年度実績

＜松戸市社会福祉協議会＞
○「松戸市地域福祉活動計画」の「障害者福祉の取
組み」
松戸市地域福祉活動計画推進委員会を設置し、
「松戸市地域福祉活動計画（第４次）」の進行管理
と評価を行った。

＜松戸市社会福祉協議会＞
○「松戸市地域福祉活動計画」の「障害者福祉の取
組み」
松戸市地域福祉活動計画推進委員会を設置し、
「松戸市地域福祉活動計画（第５次）」の進行管理
と評価を行った。

＜松戸市社会福祉協議会＞
○「松戸市地域福祉活動計画」の「障害者福祉の取
組み」
松戸市地域福祉活動計画推進委員会を設置し、
「松戸市地域福祉活動計画（第５次）」の進行管理
と評価を行った。

（３）

社会福祉協議会との連携
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松戸市障害者計画進行管理票
（４）

障害者関係団体への支援
平成２９年度実績

平成３０年度実績

平成３１年度実績

＜松戸市社会福祉協議会＞
○助成事業
・団体育成事業助成
・こころの相談事業助成

＜松戸市社会福祉協議会＞
○助成事業
・団体育成事業助成
・こころの相談事業助成

＜松戸市社会福祉協議会＞
○助成事業
・団体育成事業助成
・こころの相談事業助成

○歳末助け合い運動
・福祉施設配分
・地域在宅福祉活動への支援

○歳末助け合い運動
・福祉施設配分
・地域在宅福祉活動への支援

○歳末助け合い運動
・福祉施設配分
・地域在宅福祉活動への支援

○福祉カー貸出し
○福祉カー貸出し
○福祉カー貸出し
障害のある人の社会活動促進のため、福祉カー貸
歩行困難な車イス利用者の社会参加の促進と、介
歩行困難な車イス利用者の社会参加の促進と、介
出し及び運転ボランティアの紹介
護者の負担軽減のため福祉カーを貸出す。
護者の負担軽減のため福祉カーを貸出す。
稼働回数 49回 延べ120日間
運転者が確保できない場合は運転ボランティアを
紹介。
稼働回数62回、延べ150日間
稼働回数52回、延べ150日間
＜健康福祉会館＞
○障害者団体・ボランティア団体支援
団体登録数
６５団体(H30.3.31現在）
・団体育成支援 １５団体
・活動支援
施設・設備の貸出し／福祉団体活動
室、印刷機貸出し、点訳室・朗読
室、自動販売機設置、喫茶室（施設
の優先貸出し）、登録団体への施設
優先貸出し

＜健康福祉会館＞
○障害者団体・ボランティア団体支援
団体登録数
６７団体(H31.3.31現在）
・団体育成支援 １５団体
・活動支援
施設・設備の貸出し／福祉団体活動
室、印刷機貸出し、点訳室・朗読
室、自動販売機設置、喫茶室（施設
の優先貸出し）、登録団体への施設
優先貸出し

＜健康福祉会館＞
○障害者団体・ボランティア団体支援
団体登録数
６９団体(Ｒ2.3.31現在）
・団体育成支援 １５団体
・活動支援
施設・設備の貸出し／福祉団体活動
室、印刷機貸出し、点訳室・朗読
室、自動販売機設置、喫茶室（施設
の優先貸出し）、登録団体への施設
優先貸出し

（録音機器貸出し）録音媒体の変化（カセットから
ＣＤ）に対応し、デイジー図書録再生装置、ＣＤ／
ＤＶＤコピー装置等を更に導入し、デイジー化によ
るＣＤの発送を拡大する。（平成２１年度）
※Digital Accessible Information System：世界
の点字図書館で合意したフォーマットによる音声情
報記録。

（録音機器貸出し）録音媒体の変化（カセットから
ＣＤ）に対応し、デイジー図書録再生装置、ＣＤ／
ＤＶＤコピー装置等を更に導入し、デイジー化によ
るＣＤの発送を拡大する。（平成２１年度）
※Digital Accessible Information System：世界
の点字図書館で合意したフォーマットによる音声情
報記録。

（録音機器貸出し）録音媒体の変化（カセットから
ＣＤ）に対応し、デイジー図書録再生装置、ＣＤ／
ＤＶＤコピー装置等を更に導入し、デイジー化によ
るＣＤの発送を拡大する。（平成２１年度）
※Digital Accessible Information System：世界
の点字図書館で合意したフォーマットによる音声情
報記録。
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松戸市障害者計画進行管理票
平成２９年度実績

平成３０年度実績

平成３１年度実績

＜松戸健康福祉センター＞
○精神障害者家族教室
・対象者：統合失調症等患者をかかえる家族(管内)
・内 容：こころの家族教室：精神科医等の講演
「統合失調症の理解と対応」
・実 績：平成２９年１１月１７日
３５名
「統合失調症ってどんな病気？」
平成２９年１２月１日
３１名
「障害福祉サービスについて」
「千葉県精神保健福祉ネットの取り組み
～利用者の声～」

＜松戸健康福祉センター＞
＜松戸健康福祉センター＞
○精神障害者家族教室
○精神障害者家族教室
・対象者：統合失調症等患者をかかえる家族(管内)
・内 容：こころの家族教室：精神科医等の講演
未実施
・実 績：平成３０年１２月５日 ２０名
「統合失調症の理解と対応」
平成３０年１２月２０日 ２０名
「地域で¨暮らす”を考える」

＜障害福祉課＞
○高次脳機能障害者支援
「高次脳機能障害者及び家族の集い」を中核地域生
活支援センター「ほっとねっと」と協同開催し、当
事者の輪を広げ、情報交換を行う。
・奇数月第２水曜日
・参加：平均４．３名

＜障害福祉課＞
○高次脳機能障害者支援
「高次脳機能障害者及び家族の集い」を中核地域生
活支援センター「ほっとねっと」と協同開催し、当
事者の輪を広げ、情報交換を行う。
・奇数月第２水曜日
・参加：平均４．０名

＜障害福祉課＞
○高次脳機能障害者支援
「高次脳機能障害者及び家族の集い」を中核地域生
活支援センター「ほっとねっと」と協同開催し、当
事者の輪を広げ、情報交換を行う。
・奇数月第２水曜日
・参加：平均４．０名

○精神障害者（主に統合失調症）当事者支援
「空と太陽の集い」を開催し、仲間づくりをするこ
とにより、閉じこもりを防止し、作業所等に繋ぐ。
・毎月第１月曜日・第３水曜日の月２回開催
・参加者：平均５．７名

○精神障害者（主に統合失調症）当事者支援
「空と太陽の集い」を開催し、仲間づくりをするこ
とにより、閉じこもりを防止し、作業所等に繋ぐ。
・毎月第１月曜日・第３水曜日の月２回開催
・参加者：平均５．８名

○精神障害者（主に統合失調症）当事者支援
「空と太陽の集い」を開催し、仲間づくりをするこ
とにより、閉じこもりを防止し、作業所等に繋ぐ。
・毎月第１月曜日・第３水曜日の月２回開催
・参加者：平均３．８名

○「高次脳機能障害者デイケア」
東葛菜の花の会・ボランティアグループ「いちごの
会」・旭神経内科リハビリテーション病院の共同
で、若い年代を対象としたデイケアの開催。
・毎週火曜日：１３：３０～１５：３０
・参加者：平均５．５名

○「高次脳機能障害者デイケア」
東葛菜の花の会・ボランティアグループ「いちごの
会」・旭神経内科リハビリテーション病院の共同
で、若い年代を対象としたデイケアの開催。
・毎週火曜日：１３：３０～１５：３０
・参加者：平均５．３名

○「高次脳機能障害者デイケア」
東葛菜の花の会・ボランティアグループ「いちごの
会」・旭神経内科リハビリテーション病院の共同
で、若い年代を対象としたデイケアの開催。
・毎週火曜日：１３：３０～１５：３０
・参加者：平均５．０名
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松戸市障害者計画進行管理票
第２節
１

子育て支援の充実
障害の早期発見と早期療養

運動機能、視聴覚などの障害、精神発達等に遅れが見られる児童の早期の気づきから早期発見へつなげ、適切な療育が図られます。
また、生活習慣の自立、虫歯の予防、栄養その他育児に関する指導を行い、幼児の健康の保持増進が図られます。
（１）

保健指導の継続的な実施
平成２９年度実績

平成３０年度実績

平成３１年度実績

＜子ども家庭相談課 母子保健担当室＞
①健康教室・健康相談
ママパパ学級（３日間コース）
目的 初妊婦とそのパートナーが、地域の中で、子
どもを安心して安全に産み育てる。

＜子ども家庭相談課 母子保健担当室＞
①健康教室・健康相談
ママパパ学級（３日間コース）
目的 初妊婦とそのパートナーが、地域の中で、子
どもを安心して安全に産み育てる。

＜子ども家庭相談課 母子保健担当室＞
①健康教室・健康相談
ママパパ学級（３日間コース）
目的 初妊婦とそのパートナーが、地域の中で、子
どもを安心して安全に産み育てる。

対象
効果

対象
効果

対象
効果

初妊婦とそのパートナー
・自分が親になる自覚がもてる。
・パートナーとのコミュニケーションを深
め、共に産み育てるという意識が持てる
・妊娠、出産、育児に関する知識や情報が得
られ、相談先を知ることができる。
・出産を迎える親の生活を見直すことで、子
どもが健やかに育つ環境が整う。
・地域の人と交流ができ、育児支援情報が得
られる。
実績 対象者数（初妊婦数） 1,808人
述べ人数 女性 1,677人
男性 1,225人
開催回数 90回

初妊婦とそのパートナー
・自分が親になる自覚がもてる。
・パートナーとのコミュニケーションを深
め、共に産み育てるという意識が持てる
・妊娠、出産、育児に関する知識や情報が得
られ、相談先を知ることができる。
・出産を迎える親の生活を見直すことで、子
どもが健やかに育つ環境が整う。
・地域の人と交流ができ、育児支援情報が得
られる。
実績 対象者数（初妊婦数） 1,880人
述べ人数 女性 1,637人
男性 1,250人
開催回数 103回
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初妊婦とそのパートナー
・自分が親になる自覚がもてる。
・パートナーとのコミュニケーションを深
め、共に産み育てるという意識が持てる
・妊娠、出産、育児に関する知識や情報が得
られ、相談先を知ることができる。
・出産を迎える親の生活を見直すことで、子
どもが健やかに育つ環境が整う。
・地域の人と交流ができ、育児支援情報が得
られる。
実績 対象者数（初妊婦数） 1,783人
延べ人数 女性 1,308人
男性 999人
開催回数 94回
※2月下旬から中止

松戸市障害者計画進行管理票
平成２９年度実績

平成３０年度実績

平成３１年度実績

市民健康相談室
目的 市民の健康状態を把握し、適切な保健指導を
行うことにより、市民の健康維持・増進に役
立てる。
対象 妊産婦・新生児・乳幼児・成人・老人・その
他
内容
1）届出
・妊娠届出による母子健康手帳の交付及び母子保健
サービスの案内
・出生連絡票の受理と出生届出に伴う母子保健サー
ビスの案内
・妊婦・乳幼児の転入・転出・転居に伴う母子保健
サービスの案内と手続き
2）相談
・妊産婦・乳幼児の健康・育児相談等や乳幼児の身
体計測
実績 届出 延べ人数 7,495人
相談 延べ人数 6,585人（妊産婦・乳幼
児）
転入・転出・転居
延べ人数
1,476人

市民健康相談室
目的 市民の健康状態を把握し、適切な保健指導を
行うことにより、市民の健康維持・増進に
役立てる。
対象 妊産婦・新生児・乳幼児・成人・老人・その
他
内容
1）届出
・妊娠届出による母子健康手帳の交付及び母子保健
サービスの案内
・出生連絡票の受理と出生届出に伴う母子保健サー
ビスの案内
・妊婦・乳幼児の転入・転出・転居に伴う母子保健
サービスの案内と手続き
2）相談
・妊産婦・乳幼児の健康・育児相談等や乳幼児の身
体計測
実績 届出 延べ人数 7,353人
相談 延べ人数 6,253人（妊産婦・乳幼
児）
転入・転出・転居
延べ人数
1,522人

市民健康相談室
目的 市民の健康状態を把握し、適切な保健指導を
行うことにより、市民の健康維持・増進に役
立てる。
対象 妊産婦・新生児・乳幼児・成人・老人・その
他
内容
1）届出
・妊娠届出による母子健康手帳の交付及び母子保健
サービスの案内
・出生連絡票の受理と出生届出に伴う母子保健サー
ビスの案内
・妊婦・乳幼児の転入・転出・転居に伴う母子保健
サービスの案内と手続き
2）相談
・妊産婦・乳幼児の健康・育児相談等や乳幼児の身
体計測
実績 届出 延べ人数 7,188人
相談 延べ人数 5,692人（妊産婦・乳幼
児）
転入・転出・転居
延べ人数
1,333人

②新生児（産婦）訪問指導
目的 家庭訪問により、育児上必要な事項について
支援することにより、新生児の疾病予防と健
やかな発育を促す。
対象 1.生後28日未満の乳児と産婦
2.里帰り分娩で訪問指導を希望する産婦と新
生児
内容 健康状態観察・把握、相談指導、子育て支援
に関する情報提供、産後うつの早期発見及び
虐待兆候の発見など。
実績 訪問実数858人

②新生児（産婦）訪問指導
目的 家庭訪問により、育児上必要な事項について
支援することにより、新生児の疾病予防と健
やかな発育を促す。
対象 1.生後28日未満の乳児と産婦
2.里帰り分娩で訪問指導を希望する産婦と新
生児
内容 健康状態観察・把握、相談指導、子育て支援
に関する情報提供、産後うつの早期発見及び
虐待兆候の発見など。
実績 訪問実数837人

②新生児（産婦）訪問指導
目的 家庭訪問により、育児上必要な事項につい
て支援することにより、新生児の疾病予防
と健やかな発育を促す。
対象 1.生後28日未満の乳児と産婦
2.里帰り分娩で訪問指導を希望する産婦と新
生児
内容 健康状態観察・把握、相談指導、子育て支援
に関する情報提供、産後うつの早期発見及び
虐待兆候の発見など。
実績 訪問実数737人

③乳児家庭全戸訪問事業
③乳児家庭全戸訪問事業
③乳児家庭全戸訪問事業
目的 乳児のいる家庭に早期に専門職がかかわり、 目的 乳児のいる家庭に早期に専門職がかかわり、 目的 乳児のいる家庭に早期に専門職がかかわり、
育児に関する不安や悩みを聞きながら助言を
育児に関する不安や悩みを聞きながら助言を
育児に関する不安や悩みを聞きながら助言を
行い、適切な保健サービスの提供と社会から
行い、適切な保健サービスの提供と社会から
行い、適切な保健サービスの提供と社会から
の孤立を防ぐことで、虐待の予防を図り、乳
の孤立を防ぐことで、虐待の予防を図り、乳
の孤立を防ぐことで、虐待の予防を図り、乳
児の健全な育成環境を整える。
児の健全な育成環境を整える。
児の健全な育成環境を整える。
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松戸市障害者計画進行管理票
平成２９年度実績
対象
内容
実績

平成３０年度実績

生後４ヶ月までの乳児のいるすべての家庭
対象
問診、健康状態観察・把握、相談指導、子育 内容
て支援に関する情報提供、産後うつの早期発
見及び虐待兆候の発見など。
訪問実数 2,939人（新生児期除く）
実績

④赤ちゃん教室
目的 親子が心身共に健やかに乳児期を過ごし、健
康づくりの基礎をつくる。
対象 おおむね生後２か月から生後１２か月までの
乳児とその保護者
内容 育児・健康情報の提供、育児個別相談、グ
ループワーク（参加者同士の情報共有と交
流）
実績 延べ人数
942組
開催回数
44回

平成３１年度実績

生後４ヶ月までの乳児のいるすべての家庭
対象
問診、健康状態観察・把握、相談指導、子育 内容
て支援に関する情報提供、産後うつの早期発
見及び虐待兆候の発見など。
訪問実数 2,780人（新生児期除く）
実績

④赤ちゃん教室
目的 親子が心身共に健やかに乳児期を過ごし、健
康づくりの基礎をつくる。
対象 おおむね生後２か月から生後１２か月までの
乳児とその保護者
内容 育児・健康情報の提供、育児個別相談、グ
ループワーク（参加者同士の情報共有と交
流）
実績 延べ人数
840組
開催回数
44回

⑤離乳食教室
⑤離乳食教室
目的 健康に暮らすために栄養のバランスを考え
目的 健康に暮らすために栄養のバランスを考え
た望ましい食習慣の形成を図る。また、発
た望ましい食習慣の形成を図る。また、発
育・発達にあった調理形態を理解する。
育、発達に合った調理形態を理解する。
対象 生後４～５か月頃の乳児（第１子）をもつ
対象 生後４～５か月頃の乳児(第1子)を持つ
保護者
保護者
内容 離乳食についての説明、デモンストレー
内容 離乳食についての講話とデモンストレー
ション等
ション等
実績 1,108人
開催回数 36回
実績 1,100人
開催回数 36回
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生後４ヶ月までの乳児のいるすべての家庭
問診、健康状態観察・把握、相談指導、子育
て支援に関する情報提供、産後うつの早期発
見及び虐待兆候の発見など。
訪問実数 2.947人（新生児期除く）

④赤ちゃん教室
目的 親子が心身共に健やかに乳児期を過ごし、健
康づくりの基礎をつくる。
対象 おおむね生後２か月から生後１２か月までの
乳児とその保護者
内容 育児・健康情報の提供、育児個別相談、グ
ループワーク（参加者同士の情報共有と交
流）
実績 延べ人数
762組
開催回数
46回
※3月は中止
⑤離乳食教室
目的 健康に暮らすために栄養のバランスを
考えた望ましい食習慣の形成を図る。
また、発育、発達に合った調理形態を
理解する。
対象 生後４～５か月頃の乳児(第1子)を持つ
保護者
内容 離乳食についての講話とデモンストレー
ション等
実績 958人
開催回数 33回
※3月は中止

松戸市障害者計画進行管理票
（２）

疾病等の早期発見
平成２９年度実績

平成３０年度実績

平成３１年度実績

＜子ども家庭相談課 母子保健担当室＞
検診
①乳児健康診査
目的 乳児期の心身の異常の早期発見により、乳児
の健康の保持増進を図る。
対象 3～4か月児、6～7か月児、9～10か月児
内容 委託医療機関において健康診査を実施
実績
対象者数
区
分
受診者数 受診率
３～４か月児
3,799人
3,584人 94.3%
６～７か月児
3,905人
3,410人 87.3%
９～10か月児
3,902人
3,381人 86.6%

＜子ども家庭相談課 母子保健担当室＞
検診
①乳児健康診査
目的 乳児期の心身の異常の早期発見により、乳児
の健康の保持増進を図る。
対象 3～4か月児、6～7か月児、9～10か月児
内容 委託医療機関において健康診査を実施
実績
対象者数
区
分
受診者数 受診率
３～４か月児
3,692人
3,573人 96.8%
６～７か月児
3,719人
3,438人 92.4%
９～10か月児
3,811人
3,415人 89.6%

＜子ども家庭相談課 母子保健担当室＞
検診
①乳児健康診査
目的 乳児期の心身の異常の早期発見により、乳児
の健康の保持増進を図る。
対象 3～4か月児、6～7か月児、9～10か月児
内容 委託医療機関において健康診査を実施
実績
対象者数
区
分
受診者数 受診率
３～４か月児
3,618人
3,539人 97.8%
６～７か月児
3,669人
3,384人 92.2%
９～10か月児
3,630人
3,333人 91.8%

②乳児股関節健診
目的 乳児期の股関節の異常の早期発見、早期治療
を目的とし、「無脱臼市」をめざす。
対象 3～4か月児
内容 委託医療機関において実施
実績 対象児数 3,799人
受診児数 3,485人（91.7％）

②乳児股関節健診
目的 乳児期の股関節の異常の早期発見、早期治療
を目的とし、「無脱臼市」をめざす。
対象 3～4か月児
内容 委託医療機関において実施
実績 対象児数 3,692人
受診児数 3,479人（94.2％）

②乳児股関節健診
目的 乳児期の股関節の異常の早期発見、早期治療
を目的とし、「無脱臼市」をめざす。
対象 3～4か月児
内容 委託医療機関において実施
実績 対象児数 3,618人
受診児数 3,431人（94.8％）

③１歳６か月児健康診査
目的 運動機能、視聴覚障害、精神発達に問題を
もった幼児を早期に発見し、適切な指導・援
助を行い、心身障害を未然に防止する。ま
た、それと共に生活習慣の自立、う歯の予
防、幼児の栄養その他育児に関する指導を行
い、幼児の健康の保持増進を図る。また、育
児不安への対応、虐待の予防と早期発見など
の子育て支援の充実を図る。
対象 原則として、満１歳６か月に達し、満２歳に
達しない幼児と保護者
内容 集団方式により、全員面談方式での健康診査
実績 対象児数 3,911人
受診児数 3,769人（96.4％）

③１歳６か月児健康診査
目的 運動機能、視聴覚障害、精神発達に問題を
もった幼児を早期に発見し、適切な指導・援
助を行い、心身障害を未然に防止する。ま
た、それと共に生活習慣の自立、う歯の予
防、幼児の栄養その他育児に関する指導を行
い、幼児の健康の保持増進を図る。また、育
児不安への対応、虐待の予防と早期発見など
の子育て支援の充実を図る。
対象 原則として、満１歳６か月に達し、満２歳に
達しない幼児と保護者
内容 集団方式により、全員面談方式での健康診査
実績 対象児数 3,745人
受診児数 3,628人（96.9％）

③１歳６か月児健康診査
目的 運動機能、視聴覚障害、精神発達に問題を
もった幼児を早期に発見し、適切な指導・援
助を行い、心身障害を未然に防止する。ま
た、それと共に生活習慣の自立、う歯の予
防、幼児の栄養その他育児に関する指導を行
い、幼児の健康の保持増進を図る。また、育
児不安への対応、虐待の予防と早期発見など
の子育て支援の充実を図る。
対象 原則として、満１歳６か月に達し、満２歳に
達しない幼児と保護者
内容 集団方式により、全員面談方式での健康診査
実績 対象児数 3,471人
受診児数 3,390人（97.7％）※3月は中止
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松戸市障害者計画進行管理票
平成２９年度実績

平成３０年度実績

平成３１年度実績

④３歳児健康診査
目的 幼児期において、幼児の健康・発達の個人的
差異が比較的明らかになり、保健、医療による対応
の有無が、その後の成長に影響を及ぼす３歳児のす
べてに対して健康診査を行い、視覚、聴覚、運動、
発達等の心身障害、その他疾病及び異常を早期に発
見し、適切な指導を行い、心身障害を未然に防止す
るとともに、う歯の予防、発育、栄養、生活習慣、
その他育児に関する指導を行い、もって幼児の健康
の保持及び増進を図る。また、育児不安への対応、
虐待の予防と早期発見などの子育て支援の充実を図
る。
対象 ３歳５か月に達した幼児（４歳未満まで可）
内容 集団方式により、全員面談方式での健康診査
実績 対象児数 3,847人
受診児数 3,624人（94.2％）

④３歳児健康診査
目的 幼児期において、幼児の健康・発達の個人的
差異が比較的明らかになり、保健、医療による対応
の有無が、その後の成長に影響を及ぼす３歳児のす
べてに対して健康診査を行い、視覚、聴覚、運動、
発達等の心身障害、その他疾病及び異常を早期に発
見し、適切な指導を行い、心身障害を未然に防止す
るとともに、う歯の予防、発育、栄養、生活習慣、
その他育児に関する指導を行い、もって幼児の健康
の保持及び増進を図る。また、育児不安への対応、
虐待の予防と早期発見などの子育て支援の充実を図
る。
対象 ３歳５か月に達した幼児（４歳未満まで可）
内容 集団方式により、全員面談方式での健康診査
実績 対象児数 3,947人
受診児数 3,763人（95.3％）

④３歳児健康診査
目的 幼児期において、幼児の健康・発達の個人的
差異が比較的明らかになり、保健、医療による対応
の有無が、その後の成長に影響を及ぼす３歳児のす
べてに対して健康診査を行い、視覚、聴覚、運動、
発達等の心身障害、その他疾病及び異常を早期に発
見し、適切な指導を行い、心身障害を未然に防止す
るとともに、う歯の予防、発育、栄養、生活習慣、
その他育児に関する指導を行い、もって幼児の健康
の保持及び増進を図る。また、育児不安への対応、
虐待の予防と早期発見などの子育て支援の充実を図
る。
対象 ３歳５か月に達した幼児（４歳未満まで可）
内容 集団方式により、全員面談方式での健康診査
実績 対象児数 3,524人
受診児数 3,302人（93.7％）※3月は中止

平成２９年度実績

平成３０年度実績

平成３１年度実績

＜健康福祉会館＞
○ こども発達センターの専門性向上
他の医療機関との連携
・松戸市立総合医療センター、名戸ケ谷あびこ病
院・埼玉医科大学病院、千葉リハビリテーションセ
ンター、松戸歯科医師会、日大松戸歯学部
・スーパーバイザーの委嘱
２人（心理士２人）
研修への派遣
・専門機関等が実施する研修会への職員派遣
・派遣研修等により得た各分野の最新情報や知識を
職員間で伝達・共有

＜健康福祉会館＞
○ こども発達センターの専門性向上
他の医療機関との連携
・松戸市立総合医療センター、名戸ケ谷あびこ病
院、千葉リハビリテーションセンター、松戸歯科医
師会、日大松戸歯学部
・スーパーバイザーの委嘱
２人（心理士２人）
研修への派遣
・専門機関等が実施する研修会への職員派遣
・派遣研修等により得た各分野の最新情報や知識を
職員間で伝達・共有

＜健康福祉会館＞
○ こども発達センターの専門性向上
他の医療機関との連携
・松戸市立総合医療センター、名戸ケ谷あびこ病
院、千葉リハビリテーションセンター、松戸歯科医
師会、日大松戸歯学部
・スーパーバイザーの委嘱
２人（心理士２人）
研修への派遣
・専門機関等が実施する研修会への職員派遣
・派遣研修等により得た各分野の最新情報や知識を
職員間で伝達・共有

（３）

療育体制の充実
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松戸市障害者計画進行管理票
２

障害に応じた療育

個々の特性に応じた療育により、障害のある児童の個性豊かな心身の成長・発達が遂げられます。
（１）

子どもの自立に向けた支援
平成２９年度実績

平成３０年度実績

平成３１年度実績

＜健康福祉会館＞
○専門職の配置と連携
医師、看護師、保健師（ケースワーカー）、心理
士、言語聴覚士、理学療法士、作業療法士、視能訓
練士、栄養士、保育士を配置し、支援検討会議等を
通じて連携を図り、療育支援を行う。

＜健康福祉会館＞
○専門職の配置と連携
医師、看護師、保健師（ケースワーカー）、心理
士、言語聴覚士、理学療法士、作業療法士、視能訓
練士、栄養士、保育士を配置し、支援検討会議等を
通じて連携を図り、療育支援を行う。

＜健康福祉会館＞
○専門職の配置と連携
医師、看護師、保健師（ケースワーカー）、心理
士、言語聴覚士、理学療法士、作業療法士、視能訓
練士、栄養士、保育士を配置し、支援検討会議等を
通じて連携を図り、療育支援を行う。

○個別支援計画に基づく療育
こども発達センターに設置されている児童発達支援
施設（児童福祉施設）では、療育のプロセスが最適
な方向へと改善できるように、日々通所する障害の
ある児童一人ひとりに「個別支援計画」を作成し支
援を行う。
計画作成数
福祉型65件
医療型 15件

○個別支援計画に基づく療育
こども発達センターに設置されている児童発達支援
施設（児童福祉施設）では、療育のプロセスが最適
な方向へと改善できるように、日々通所する障害の
ある児童一人ひとりに「個別支援計画」を作成し支
援を行う。
計画作成数
福祉型57件
医療型 15件

○個別支援計画に基づく療育
こども発達センターに設置されている児童発達支援
施設（児童福祉施設）では、療育のプロセスが最適
な方向へと改善できるように、日々通所する障害の
ある児童一人ひとりに「個別支援計画」を作成し支
援を行う。
計画作成数
福祉型６０件
医療型１５件

○施設巡回相談
専門職が地域の保育所・幼稚園等の施設職員を対象
に、支援の必要な児童に対しての相談や助言を行
い、児童が集団生活の中でより適応しやすくなるよ
うに支援を行う。
１５２件

○施設巡回相談
専門職が地域の保育所・幼稚園等の施設職員を対象
に、支援の必要な児童に対しての相談や助言を行
い、児童が集団生活の中でより適応しやすくなるよ
うに支援を行う。
１５２件

○施設巡回相談
専門職が地域の保育所・幼稚園等の施設職員を対象
に、支援の必要な児童に対しての相談や助言を行
い、児童が集団生活の中でより適応しやすくなるよ
うに支援を行う。
２０１件

○障害児支援利用計画等の作成
利用児童が、自立した日常生活・社会生活を営む
ことができるように、それぞれが抱える課題の解決
や福祉サービス利用に向けて、サービス等利用計画
の作成やそのモニタリングを通し、きめ細かい支援
を提供する。

○障害児支援利用計画等の作成
利用児童が、自立した日常生活・社会生活を営む
ことができるように、それぞれが抱える課題の解決
や福祉サービス利用に向けて、サービス等利用計画
の作成やそのモニタリングを通し、きめ細かい支援
を提供する。

○障害児支援利用計画等の作成
利用児童が、自立した日常生活・社会生活を営む
ことができるように、それぞれが抱える課題の解決
や福祉サービス利用に向けて、サービス等利用計画
の作成やそのモニタリングを通し、きめ細かい支援
を提供する。

○保育所等訪問支援事業
障害のある児童が、他の児童との集団生活に適応
することができるように、児童が通う保育所や幼稚
園等を訪問し、児童や保護者、児童施設職員への支
援を行う。
相談件数 ２件
契約件数 ５件

○保育所等訪問支援事業
障害のある児童が、他の児童との集団生活に適応
することができるように、児童が通う保育所や幼稚
園等を訪問し、児童や保護者、児童施設職員への支
援を行う。
相談件数 １件
契約件数 ７件

○保育所等訪問支援事業
障害のある児童が、他の児童との集団生活に適応
することができるように、児童が通う保育所や幼稚
園等を訪問し、児童や保護者、児童施設職員への支
援を行う。
相談件数 １件
契約件数１２件
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松戸市障害者計画進行管理票
（２）

障害児保育の充実
平成２９年度実績

平成３０年度実績

平成３１年度実績

＜健康福祉会館＞
○療育のプロセスが最適な方向へと改善できるよう
に、こども発達センターに設置されている児童福祉
施設では、児童一人ひとりの「個別支援計画」を作
成し支援を行う。

＜健康福祉会館＞
○療育のプロセスが最適な方向へと改善できるよう
に、こども発達センターに設置されている児童福祉
施設では、児童一人ひとりの「個別支援計画」を作
成し支援を行う。

＜健康福祉会館＞
○療育のプロセスが最適な方向へと改善できるよう
に、こども発達センターに設置されている児童福祉
施設では、児童一人ひとりの「個別支援計画」を作
成し支援を行う。

※第２節２－（１）
「個別支援計画に基づく療育」と重複
＜幼児保育課＞
左記の事業の他に下記の事業を新規で実施。

※第２節２－（１）
「個別支援計画に基づく療育」と重複
＜保育課＞
○保育に欠ける障害のある児童の心身の発達・成長
を支援する
・障害のある児童の保育所入所状況（Ｈ30.4.1現
在）
63保育所
〔公＋民〕 17+46
95人
〔公＋民〕 87+8
（52名の保育士を加配）
〔公＋民〕 45+7
※手帳所持児の他、発達センターや病院で定期的に
指導を受けている人数です。
※加配人数は上記児童のほか、多動や情緒の表れ方
が激しい等の経過観察児童も対象に含めて配置して
いる人数。

※第２節２－（１）
「個別支援計画に基づく療育」と重複
＜保育課＞
○保育に欠ける障害のある児童の心身の発達・成長
を支援する
・障害のある児童の保育所入所状況（Ｈ31.4.1現
在）
63保育所
〔公＋民〕 17+47
95人
〔公＋民〕 77+13
（52名の保育士を加配）
〔公＋民〕 57+13
※手帳所持児の他、発達センターや病院で定期的に
指導を受けている人数です。
※加配人数は上記児童のほか、多動や情緒の表れ方
が激しい等の経過観察児童も対象に含めて配置して
いる人数。

○ 統合保育室設置モデル事業
・保育に欠けない、障害又のある児童の心身の発
達・成長を支援を実施。（民間保育園1園）
○発達センター専門職による巡回相談の実施、同セ
ンター通園児童との交流保育、ケース会議及び統合
保育研修の実施。

○ 統合保育室設置モデル事業
・保育に欠けない、障害又のある児童の心身の発
達・成長を支援を実施。（民間保育園1園）
○発達センター専門職による巡回相談の実施、同セ
ンター通園児童との交流保育、ケース会議及び統合
保育研修の実施。

○臨床心理士派遣業務
・公立保育所での発達障がい等により配慮を必要と
する子どもの受け入れに対し、民間の臨床発達心理
士を派遣し、保育者や保護者に対する専門的な助
言・指導・ケア等の援助を行うことにより、このよ
うな子どもの受け入れ体制の強化を図る事業を予算
増額し実施。(6時間×24回）

○臨床心理士派遣業務
・公立保育所での発達障がい等により配慮を必要と
する子どもの受け入れに対し、民間の臨床発達心理
士を派遣し、保育者や保護者に対する専門的な助
言・指導・ケア等の援助を行うことにより、このよ
うな子どもの受け入れ体制の強化を図る事業を予算
増額し実施。(6時間×24回）

●臨床心理士派遣業務（H29.6月～）
・公立保育所での発達障がい等により配慮を必要と
する子どもの受け入れに対し、民間の臨床発達心理
士を派遣し、保育者や保護者に対する専門的な助
言・指導・ケア等の援助を行うことにより、このよ
うな子どもの受け入れ体制の強化を図る事業であ
る。
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松戸市障害者計画進行管理票
平成２９年度実績

平成３０年度実績

○医療的ケア児保育支援モデル事業
・市で看護師等を雇い上げ、医療的ケア児の受入を
行う保育所等に対象児童が必要とする医療的ケアの
頻度等に応じて看護師等を派遣し医療的ケアを実
施。（公立1園、民間保育園2園）
また、医療的ケア児の受入を行う保育所等におい
て、保育士等が認定特定行為業務従事者となるため
に必要な知識、技能を修得するための研修受講を支
援する取組みを整備。（1人当たり10万円までの補
助）
＜子育て支援課＞
＜子育て支援課＞
○放課後児童クラブ（H29.4.1現在）
○放課後児童クラブ（H30.4.1現在）
・クラブ数
４５か所
・クラブ数
４５か所
・障害のある児童数
１３か所 ２１人
・障害のある児童数
１５か所 ２７人
（補助申請）
（補助申請）
・障害のある児童の受入れに対して運営費補助金を ・障害のある児童の受入れに対して運営費補助金を
支給
支給
（補助対象施設数・補助額）
（補助対象施設数・補助額）
１３か所
１１，３６２，０００円
１５か所
１４，８１７，０００円

●医療的ケア児保育支援モデル事業（H29.11月～）
・市で看護師等を雇い上げ、医療的ケア児の受入を
行う保育所等に対象児童が必要とする医療的ケアの
頻度等に応じて看護師等を派遣し医療的ケアを実施
する。
また、医療的ケア児の受入を行う保育所等におい
て、保育士等が認定特定行為業務従事者となるため
に必要な知識、技能を修得するための研修受講を支
援する取組み。
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平成３１年度実績
○医療的ケア児保育支援モデル事業
・市で看護師等を雇い上げ、医療的ケア児の受入を
行う保育所等に対象児童が必要とする医療的ケアの
頻度等に応じて看護師等を派遣し医療的ケアを実
施。（公立3園、民間保育園2園）
また、医療的ケア児の受入を行う保育所等におい
て、保育士等が認定特定行為業務従事者となるため
に必要な知識、技能を修得するための研修受講を支
援する取組みを整備。（1人当たり10万円までの補
助）
＜子育て支援課＞
○放課後児童クラブ（H31.4.1現在）
・クラブ数
４５か所
・障害のある児童数
２０か所 ３７人
※手帳所持児童数
・障がい等により配慮を必要とする子どもの受け入
れに対し、職員を追加で配置し児童の支援を行う。
※平成３１年度より委託化

松戸市障害者計画進行管理票
３

特別支援教育の充実

特別支援教育を通して、障害のある児童が自らの意思で目標を見つけ、やりがい、生きがいを感じ、将来の自分を描くことができるようになります。
（１）

教育内容の充実
平成２９年度実績

平成３０年度実績

＜教育研究所＞
○研修講座の開催：
3回/年
○特別支援教育支援チーム会議の開催：
2回/年
○特別支援教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ連絡会議の開催： 3回/年
○特別支援教育研究部会の実施：
4回/年
○個別の指導計画と活用・交流及び共同学習の推進
○特別支援教育支援員の派遣
○学校支援看護師の派遣
○特別支援学級・通級指導教室の増設（3校4学級に
増設）

＜教育研究所＞
○研修講座の開催：
3回/年
○特別支援教育支援チーム会議の開催：
0回/年
○特別支援教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ連絡会議の開催： 1回/年
○特別支援教育研究部会の実施：
4回/年
○個別の指導計画と活用・交流及び共同学習の推進
○特別支援教育支援員の派遣
○学校支援看護師の派遣
○特別支援学級・通級指導教室の増設（7校に増
設）

平成３１年度実績

＜教育研究所＞
○研修講座の開催：
3回/年
○特別支援教育支援チーム会議の開催：
1回/年
○特別支援教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ連絡会議の開催： 1回/年
○特別支援教育研究部会の実施：
8回/年
○個別の指導計画と活用・交流及び共同学習の推進
○特別支援教育支援員、看護師の派遣
○自閉症・情緒障害特別支援学級増設（12校増設）
〇知的障害特別支援学級増設（3校増設）
〇自閉症・情緒障害通級指導教室増設（5校増設）
〇視覚障害特別支援学級・聴覚障害特別支援学級の
○巡回指導の実施
○巡回指導の実施
通級指導開始
○ミニ事例研修会の開催：
10回/年 ○ミニ事例研修会の開催：
4回/年 ○巡回指導の実施
○キャリアサポートセミナーの実施
4回/年 ○キャリアサポートセミナーの実施
4回/年 ○ミニ事例研修会の開催：
1回/年
○特別支援学級担任研修会（知的・自閉症情緒）
○特別支援学級担任研修会（知的・自閉症情緒）
○キャリアサポートセミナーの実施
4回/年
1回/年 ○特別支援学級担任研修会：
1回/年
1回/年

（２）

教育環境の整備
平成２９年度実績

平成３０年度実績

平成３１年度実績

＜教育委員会学務課＞
○特別支援教育就学奨励費の支給
・学用品費、給食費、交通費等支給

＜教育委員会学務課＞
○特別支援教育就学奨励費の支給
・学用品費、給食費、交通費等支給

＜教育委員会学務課＞
○特別支援教育就学奨励費の支給
・学用品費、給食費、交通費等支給

(実績)
小学校
中学校

（実績）
小学校 ２２７名
中学校 １３５名

（実績）
小学校 ２５７名
中学校 １３８名

＜教育研究所＞
○特別支援学級の補助教員・補助員の配置
補助教員
補助員

＜教育研究所＞
○特別支援学級の補助教員・補助員の配置

２２０名
１２６名

＜教育研究所＞
○特別支援学級の補助教員・補助員の配置
補助教員
補助員

- 18 -

松戸市障害者計画進行管理票
平成２９年度実績
＜教育委員会教育施設課＞
○学校施設・設備の整備（バリアフリー化）
・スロープ設置
:3校(小学校2校 中学校1校)
・手すり設置
:5校(小学校3校 中学校2校)
・便座等改造(身障対応):10校(小学校6校中学校4
校)

（３）

＜教育委員会教育施設課＞
○学校施設・設備の整備（バリアフリー化）
・スロープ設置
:3校(小学校1校 中学校2校)
・手すり設置
:5校(小学校3校 中学校2校)
・便座等改造(身障対応):4校(小学校2校 中学校2
校)

平成３１年度実績
＜教育委員会教育施設課＞
○学校施設・設備の整備（バリアフリー化）
・スロープ設置
:1校(小学校1校)
・手すり設置
:7校(小学校6校 中学校1校)
・便座等改造(身障対応):6校(小学校6校)

就学相談・指導の充実
平成２９年度実績

＜教育研究所＞
○就学・教育相談
○教育支援委員会の開催
○教育支援委員会調査員会
○外部機関との連携
○引継ぎ会の実施

（４）

平成３０年度実績

10回/年

平成３０年度実績
＜教育研究所＞
○就学・教育相談
○教育支援委員会の開催
○教育支援委員会調査員会
○外部機関との連携
○引継ぎ会の実施

10回/年

平成３１年度実績
＜教育研究所＞
○就学・教育相談
○教育支援委員会の開催
10回/年
○外部機関（子家相、児相等）との連携
〇教育相談に係るケース会議の実施
〇教育相談に係る児童生徒の観察実施

卒業後の進路の確保
平成２９年度実績

平成３０年度実績

平成３１年度実績

＜教育委員会指導課＞
＜教育委員会指導課＞
＜教育委員会指導課＞
○各学校の実情に合わせ、個に応じた進路指導を充 ○各学校の実情に合わせ、個に応じた進路指導を充 ○各学校の実情に合わせ、個に応じた進路指導を充
実させる
実させる
実させる
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松戸市障害者計画進行管理票
第３節

社会参加と就労の促進

１ 障害のある人への就労の支援

就労の機会を得ることにより、障害のある人が地域で生きがいをもって生活できるようになります。
（１）

就労支援・雇用の促進
平成２９年度実績

平成３０年度実績

平成３１年度実績

＜人事課＞
○松戸市障害者雇用率 2.15％（H29.6.1現在）
○「チャレンジド オフィス まつど」設置

＜人事課＞
○松戸市障害者雇用率 1.95％（H30.6.1現在）
○「チャレンジド オフィス まつど」設置

＜人事課＞
○松戸市障害者雇用率 2.48％（R1.6.1現在）
○「チャレンジド オフィス まつど」設置

＜商工振興課＞
○雇用促進事業～企業に対しての障害者雇用に関す
る広報
・「広報まつど」掲載
（3回掲載）

＜商工振興課＞
○雇用促進事業～企業に対しての障害者雇用に関す
る広報
・「広報まつど」掲載

＜商工振興課＞
○雇用促進事業～企業に対しての障害者雇用に関す
る広報
・「広報まつど」掲載

○障害者雇用促進奨励補助金：障害者１人につき奨
励金交付期間内における各月の賃金の30/100に相当
する額（但し、各月20,000円を限度とする）を支給
する。
・18社 39名 3,023,127円

○障害者雇用促進奨励補助金：障害者１人につき奨
励金交付期間内における各月の賃金の30/100に相当
する額（但し、各月20,000円を限度とする）を支給
する。
・23社 36名 3,472,652円

○障害者雇用促進奨励補助金：障害者１人につき奨
励金交付期間内における各月の賃金の30/100に相当
する額（但し、各月20,000円を限度とする）を支給
する。
・13社 24名 2,406,112円

○職安雇用促進協力会：職安に対し、側面から協力
し県内外への労働力確保し、地域と企業の発展に寄
与
⑴雇用促進事業（合同面接会支援、学校就職担当者
との情報交換会）、⑵会員増強運動、⑶雇用促進関
係の資料作成配布
・補助金額 500,000円

○職安雇用促進協力会：職安に対し、側面から協力
し県内外への労働力確保し、地域と企業の発展に寄
与
⑴雇用促進事業（合同面接会支援、学校就職担当者
との情報交換会）、⑵会員増強運動、⑶雇用促進関
係の資料作成配布
・補助金額 500,000円

○職安雇用促進協力会：職安に対し、側面から協力
し県内外への労働力確保し、地域と企業の発展に寄
与
⑴雇用促進事業（合同面接会支援、学校就職担当者
との情報交換会）、⑵会員増強運動、⑶雇用促進関
係の資料作成配布
・補助金額 500,000円

○障害者職場実習奨励金交付制度
障害のある人を職場実習に受け入れた事業主に奨励
金交付
２０，０００円／５日以上の職場実習１回
・99社 135名 2,700,000円

○障害者職場実習奨励金交付制度
障害のある人を職場実習に受け入れた事業主に奨励
金交付
２０，０００円／５日以上の職場実習１回
・59社 81名 1,620,000円

○障害者職場実習奨励金交付制度
障害のある人を職場実習に受け入れた事業主に奨励
金交付
２０，０００円／５日以上の職場実習１回
・73社 98名 1,960,000円
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松戸市障害者計画進行管理票
平成２９年度実績

平成３０年度実績

平成３１年度実績

＜障害福祉課＞
○情報提供、相談支援
ビックハートの業務委託。施設と連携し就業情報
の提供及び面接会等の参加支援を行う。
・相談・就労支援件数
6,403件（※）
・新規求職
56人
・実習件数
35件
・就職件数
40件
・定着支援
766件
・障害者雇用促進合同面接会の案内

＜障害福祉課＞
○情報提供、相談支援
ビックハートの業務委託。施設と連携し就業情報
の提供及び面接会等の参加支援を行う。
・相談・就労支援件数
4,605件（※）
・新規求職
31人
・実習件数
42件
・就職件数
45件
・定着支援
523件
・障害者雇用促進合同面接会の案内

＜障害福祉課＞
○情報提供、相談支援
ビックハート松戸に業務委託。施設と連携し就業
情報の提供及び面接会等の参加支援を行う。
・相談・就労支援件数
5,075件
・新規求職
99人
・実習件数
53件
・就職件数
47件
・定着支援
456件
・障害者雇用促進合同面接会の案内

（※）相談件数のカウントの仕方が変更したため減少

（※）相談件数のカウントの仕方が変更したため減少

（２）

就労支援体制の整備
平成２９年度実績

平成３０年度実績

平成３１年度実績

＜商工振興課＞
○ 就労支援ネットワーク
・庁内就労支援担当者会議
平成29年7月31日、平成30年2月20日開催
・「しごと相談窓口サイト」（障害者ページ）運用

＜商工振興課＞
○ 就労支援ネットワーク
・庁内就労支援担当者会議
平成30年7月25日、平成31年2月12日開催
・「しごと相談窓口サイト」（障害者ページ）運用

＜商工振興課＞
○ 就労支援ネットワーク
・庁内就労支援担当者会議
令和元年7月16日、令和2年2月13日開催
・「しごと相談窓口サイト」（障害者ページ）運用

＜障害福祉課＞
○地域活動支援センター等への運営支援
・地域活動支援センターへの支援

＜障害福祉課＞
○地域活動支援センター等への運営支援
・地域活動支援センターへの支援

＜障害福祉課＞
○地域活動支援センター等への運営支援
・地域活動支援センターへの支援

＜障害福祉課＞
○ジョブコーチ機能の充実(ビックハート松戸 )
・就労相談、合同面接会参加、企業訪問による職場
開拓を実施するとともに、障害者の職場定着に特化
したジョブコーチによる支援を強化する。

＜障害福祉課＞
○ジョブコーチ機能の充実(ビックハート松戸 )
・就労相談、合同面接会参加、企業訪問による職場
開拓を実施するとともに、障害者の職場定着に特化
したジョブコーチによる支援を強化する。

＜障害福祉課＞
○ジョブコーチ機能の充実（サポートセンター沼
南・宙麦会）
・就労相談、合同面接会参加、企業訪問による職場
開拓を実施するとともに、障害者の職場定着に特化
したジョブコーチによる支援を強化する。

○就業支援者(障害者就労施設職員等)のスキルアッ ○就業支援者(障害者就労施設職員等)のスキルアッ ○就業支援者(障害者就労施設職員等)のスキルアッ
プ
プ
プ
障害者雇用の促進及び職場定着を図るため、就業
障害者雇用の促進及び職場定着を図るため、就業
ジョブコーチ事業を受託しているサポートセン
支援者を対象としたスキルアップセミナーを開催。 支援者を対象としたスキルアップセミナーを開催。 ター沼南と宙麦会に協力いただき、ビックハート松
戸主催で、就労定着支援研修会を開催。21名参加
（R2.1.23）。
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（３）

障害者就労施設等への発注拡大・工賃向上
平成２９年度実績

平成３０年度実績

平成３１年度実績

＜障害福祉課＞
＜障害福祉課＞
＜障害福祉課＞
○障害者優先調達法に関連し、物品の調達や役務の ○障害者優先調達法に関連し、物品の調達や役務の ○障害者優先調達法に関連し、物品の調達や役務の
委託を障害者が働く事業所に対して行う。
委託を障害者が働く事業所に対して行う。
委託を障害者が働く事業所に対して行う。
実績： ２３件 17,657,396円（庁内１０課）
実績： １７件
18,511,260円（庁内９課）
実績： １６件
17,229,139円（庁内８課）
○障害者就労施設等が施設の規模等により、単独受
注ができない案件を他の施設と共同で受注するため
のノウハウを学び、施設間のつながりを深める。
・営業力強化
６回
参加施設数
３施設
・新規事業開拓 ６回
参加施設数
４施設
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第３節
２

社会参加と就労の促進
スポーツ・文化活動の支援

障害のある人がスポーツや文化活動への参加を通して社会参加を促進し、地域社会において生きがいのある生活を送れるようになれます。
（１）

スポーツ・レクリエーションの促進
平成２９年度実績

平成３０年度実績

平成３１年度実績

＜松戸市社会福祉協議会＞
○ボランティアの集い・グランドゴルフ大会に障害
者団体等の参加を呼びかけ、賞品には障害者施設の
授産品を選定。
31チーム 171人参加

＜松戸市社会福祉協議会＞
○障がいのある人と地区社協をはじめとするボラン
ティア活動者がふれあいと交流を深め、地域での障
がい者理解を深めることを目的に、障がい者の健康
交流事業「ハートフル運動会」を開催。
内容：カローリング ボッチャ 参加者：108人

＜松戸市社会福祉協議会＞
○障がいのある人と地区社協をはじめとするボラン
ティア活動者がふれあいと交流を深め、地域での障
がい者理解を深めることを目的とした障がい者の健
康交流事業「ハートフル運動会」が台風のため10月
から３月に延期。延期後もコロナウイルス感染防止
のため中止。

＜健康福祉会館＞
○ 障害者福祉センターふれあい教室（スポーツ・
レクリエション）コーラス、フラダンス、車椅子レ
クダンス、卓球（親子・個人）、カローリング、カ
ラオケ、朗読をきくかい、囲碁

＜健康福祉会館＞
○ 障害者福祉センターふれあい教室（スポーツ・
レクリエション）コーラス、フラダンス、車椅子レ
クダンス、卓球（親子・個人）、カローリング、カ
ラオケ、朗読をきくかい、囲碁

＜健康福祉会館＞
○ 障害者福祉センターふれあい教室（スポーツ・
レクリエション）コーラス、フラダンス、車椅子レ
クダンス、卓球（親子・個人）、カローリング、カ
ラオケ、朗読をきくかい、囲碁

○千葉県障害者スポーツ大会への参加
開催日：5月28日,6月4日,6月10日,6月11日
参加者：31人
種目 ：陸上競技3名、水泳15名、卓球競技7名、
ＳＴＴ3名、アーチェリー1名
ボウリング2名
※県大会成績優秀者は、推薦により全国大会へ出場
可能

○千葉県障害者スポーツ大会への参加
開催日：5月19日,5月20日,5月27日,6月9日,6月10日
参加者：30人
種目 ：陸上競技4名、水泳14名、卓球競技8名、
ＳＴＴ3名、ボウリング1名

○千葉県障害者スポーツ大会への参加
開催日：5月26日,6月2日,6月8日,6月9日
参加者：31人
種目 ：陸上競技5名、水泳15名、卓球競技8名、
ＳＴＴ2名、ボウリング1名

○矢切特別支援学校を会場にしてハートフル運動会
を開催した。
129人参加

※県大会成績優秀者は、推薦により全国大会へ出場 ※県大会成績優秀者は、推薦により全国大会へ出場
可能
可能
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平成２９年度実績

平成３０年度実績

平成３１年度実績

＜スポーツ課＞
○スポーツ振興（カヌー体験研修会）
一般市民と障害のある人のふれあいを促進するた
め、松戸市カヌー協会が年に１回実施している体験
研修会を後援した。

＜スポーツ課＞
○スポーツ振興（カヌー体験研修会）
一般市民と障害のある人のふれあいを促進するた
め、松戸市カヌー協会が年に１回実施している体験
研修会を後援した。

＜スポーツ課＞
○スポーツ振興（カヌー体験研修会）
一般市民と障害のある人のふれあいを促進するた
め、松戸市カヌー協会が年に１回実施している体験
研修会を後援した。

実施日 ：７月１７日
参加人数：健常者１５名

実施日 ：７月１６日
参加人数：健常者２０名

実施日 ：７月１５日
参加人数：健常者２０名

（２）

障がい者７名

障がい者１３名

障がい者１０名

文化・芸術活動の支援
平成２９年度実績

＜健康福祉会館＞
○活動発表の機会・場の提供
・ふれあい教室作品展示会
障害者週間（12月3日～9日）に実施
障害者福祉センター研修室に於いて

平成３０年度実績
＜健康福祉会館＞
○活動発表の機会・場の提供
・ふれあい教室作品展示会
障害者週間（12月3日～9日）に実施
障害者福祉センター研修室に於いて

平成３１年度実績
＜健康福祉会館＞
○活動発表の機会・場の提供
・ふれあい教室作品展示会
障害者週間（12月3日～9日）に実施
障害者福祉センター研修室に於いて

○社会参加促進支援
○社会参加促進支援
○社会参加促進支援
・障害者福祉センターふれあい教室（創作活動）の ・障害者福祉センターふれあい教室（創作活動）の ・障害者福祉センターふれあい教室（創作活動）の
実施
実施
実施
陶芸、水彩画、生け花、書道、絵手紙、押し花、
陶芸、水彩画、生け花、書道、絵手紙、押し花、
陶芸、水彩画、生け花、書道、絵手紙、押し花、
バードカービング、さをり織り、編物、墨絵
バードカービング、さをり織り、編物、墨絵
バードカービング、さをり織り、編物、墨絵
・障害者福祉センターふれあい教室の実施
・障害者福祉センターふれあい教室の実施
・障害者福祉センターふれあい教室の実施
パソコン 初級～上級
５講座
パソコン 初級～上級
５講座
パソコン 初級～上級 ５講座
中途失聴者・難聴者のための手話教室 １講座
中途失聴者・難聴者のための手話教室 １講座
難聴者のためのパソコン １講座
・点字図書、朗読ＣＤ等の貸出し
・点字図書、朗読ＣＤ等の貸出し
中途失聴者・難聴者のための手話教室 １講座
点字図書
12冊
点字図書
19冊
・点字図書、朗読ＣＤ等の貸出し
録音図書（一般朗読） 420冊
録音図書（一般朗読） 530冊
点字図書
91冊
録音図書（定期刊行物）4,068冊
録音図書（定期刊行物）3,894冊
録音図書（一般朗読） 441冊
（広報まつど・県民だより・天声人語 等１０
（広報まつど・県民だより・天声人語 等１０
録音図書（定期刊行物）3,044冊
種）
種）
（広報まつど・県民だより・天声人語 等１０
種）
○ 障害者福祉センターふれあい教室(機能訓練)
○ 障害者福祉センターふれあい教室(機能訓練)
○ 障害者福祉センターふれあい教室(機能訓練)
・ふれあいリハビリ(個人・集団)
・ふれあいリハビリ(個人・集団)
・ふれあいリハビリ(個人・集団)

- 24 -

松戸市障害者計画進行管理票
平成２９年度実績

平成３０年度実績

平成３１年度実績

＜図書館＞
○宅配サービス（図書、ＣＤ、カセット）
体が不自由で図書館へ来られない方のために、図
書・ＣＤ・カセットテープの「宅配サービス」を実
施。
・対象者
市内在住の身体に障害（１級～３級）のある方、
介護保険で要介護の方等。
登録者
60名
貸 出
図書
1,108冊
ＣＤ
109組
カセット
20組
延利用者数
352名

＜図書館＞
○宅配サービス（図書、ＣＤ、カセット）
体が不自由で図書館へ来られない方のために、図
書・ＣＤ・カセットテープの「宅配サービス」を実
施。
・対象者
市内在住の身体に障害（１級～３級）のある方、
介護保険で要介護の方等。
登録者
58名
貸 出
図書
977冊
ＣＤ
99組
カセット
0組
延利用者数
349名

＜図書館＞
○宅配サービス（図書、ＣＤ、カセット）
体が不自由で図書館へ来られない方のために、図
書・ＣＤ・カセットテープの「宅配サービス」を実
施。
・対象者
市内在住の身体に障害（１級～３級）のある方、
介護保険で要介護の方等。
登録者
47名
貸 出
図書
1,147冊
ＣＤ
130組
カセット
0組
延利用者数
349名
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松戸市障害者計画進行管理票
第４節
１

自立した地域生活の支援
障害の原因となる傷病の予防と治療

障害の原因となる傷病の予防と早期発見、早期治療により、一生涯の健康が保持されます。
（１）

健康の維持・増進
平成２９年度実績

平成３０年度実績

平成３１年度実績

＜健康推進課＞
○健康教育・健康相談
1.健康教育
①目的：自分自身の健康を正しく理解し、健康を維
持するための行動変容を図る
②対象：市民
③内容：保健師、歯科衛生士、栄養士が健康につい
ての講話や実技をおこなう
④実績：延べ開催回数 144回
延べ人数 4,820人

＜健康推進課＞
○健康教育・健康相談
1.健康教育
①目的：自分自身の健康を正しく理解し、健康を維
持するための行動変容を図る
②対象：市民
③内容：保健師、歯科衛生士、栄養士が健康につい
ての講話や実技をおこなう
④実績：延べ開催回数119回 延べ人数3,531人

＜健康推進課＞
○健康教育・健康相談
1.健康教育
①目的：自分自身の健康を正しく理解し、健康を維
持するための行動変容を図る
②対象：市民
③内容：保健師、歯科衛生士、栄養士が健康につい
ての講話や実技をおこなう
④実績：延べ開催回数113回 延べ人数3,273人

2.個別健康教育（禁煙）
①目的：たばこの害を正しく理解し、禁煙を成功さ
せる。
②対象：喫煙者で、禁煙を実行する意思のある人
③内容：個別相談を中心として、３ヶ月間禁煙をサ
ポートしていく
④実績：実数 2人

2.個別健康教育（禁煙）
①目的：たばこの害を正しく理解し、禁煙を成功さ
せる。
②対象：喫煙者で、禁煙を実行する意思のある人
③内容：個別相談を中心として、３ヶ月間禁煙をサ
ポートしていく
④実績：実数3人

2.個別健康教育（禁煙）
①目的：たばこの害を正しく理解し、禁煙を成功さ
せる。
②対象：喫煙者で、禁煙を実行する意思のある人
③内容：個別相談を中心として、３ヶ月間禁煙をサ
ポートしていく
④実績：実数7人

3.健康手帳の交付
3.健康手帳の交付
①目的：健康診査等の記録を記載し、自らの健康管
理と適切な医療の確保に役立てるため、健 ※平成30年度はなし
康手帳を交付する。
②対象：健康診査の受診者、健康相談、訪問指導を
受けた方で交付を希望する方
③内容：健康手帳の交付
④実績：4,000人
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3.健康手帳の交付
※平成31年度はなし

松戸市障害者計画進行管理票
平成２９年度実績

平成３０年度実績

4.訪問指導
①目的：心身機能の低下の防止と健康の保持増進を
図る。
②対象：原則として40～64歳で訪問指導が必要な者
③内容：保健師、歯科衛生士、栄養士が家庭を訪問
し、必要な支援を行う。
④実績：延べ人数 6人
5.６０歳からの食生活講座
①目的：食事づくりの楽しさを体験しながら、健康
と食生活について学び、今後も健やかな生活を
おくるための手がかりとする。
②対象：60歳以上の市民
③内容：講話と調理実習
④実績：165人

4.訪問指導
①目的：心身機能の低下の防止と健康の保持増進を
図る。
②対象：原則として40～64歳で訪問指導が必要な者
③内容：保健師、歯科衛生士、栄養士が家庭を訪問
し、必要な支援を行う。
④実績：延べ人数4人
5.６０歳からの食生活講座
①目的：健康と食生活について学び、食事づくりの
楽しさを体験しながら、今後も健やかな生
活を送るためのてがかりとする。
②対象：おおむね60歳代の市民
③内容：講話と調理実習
④実績：140人

平成３１年度実績

4.訪問指導
①目的：心身機能の低下の防止と健康の保持増進を
図る。
②対象：原則として40～64歳で訪問指導が必要な者
③内容：保健師、歯科衛生士、栄養士が家庭を訪問
し、必要な支援を行う。
④実績：延べ人数14人
5.高齢者の食生活講座
①目的：健康と食生活について学び、食事づくりの
楽しさを体験しながら、今後も健やかな生
活を送るためのてがかりとする。
②対象：（1）おおむね60歳代までの市民
（2）70歳以上の市民
③内容：（1）講話と調理実習
（2）講話と実演、試食
④実績：125人
○検診
○検診
○検診
1.がん検診
1.がん検診
1.がん検診
目的：各種がんを早期発見、早期治療することによ 目的：各種がんを早期発見、早期治療することによ 目的：各種がんを早期発見、早期治療することによ
り健康の保持増進を図る。
り健康の保持増進を図る。
り健康の保持増進を図る。
胃がん検診
胃がん検診
胃がん検診
①対象：４０歳以上
①対象：４０歳以上
①対象：４０歳以上
②内容：問診、胃部エックス線間接撮影
②内容：問診、胃部エックス線間接撮影
②内容：問診、胃部エックス線間接撮影
③実績：１１，０３９人
問診、内視鏡検査
問診、内視鏡検査
③実績：９，８０３人
③実績：９，６８６人
胃部エックス線間接撮影 9,082人
胃部エックス線間接撮影 8,401人
内視鏡検査
721人
内視鏡検査
1,285人
子宮がん検診
子宮がん検診
子宮がん検診
①対象：２０歳以上
①対象：２０歳以上
①対象：２０歳以上
②内容：問診、子宮頸部細胞診
②内容：問診、子宮頸部細胞診
②内容：問診、子宮頸部細胞診
③実績：１７，０３２人
③実績：１６，８８９人
③実績：１７，２８８人
肺がん検診
肺がん検診
肺がん検診
①対象：４０歳以上
①対象：４０歳以上
①対象：４０歳以上
②内容：問診、胸部エックス線撮影
②内容：問診、胸部エックス線撮影
②内容：問診、胸部エックス線撮影
喀痰細胞診（ハイリスク者）
喀痰細胞診（ハイリスク者）
喀痰細胞診（ハイリスク者）
③実績：４３，３７２人
③実績：４４，３１６人
③実績：４３，０６７人
乳がん検診
乳がん検診
乳がん検診
①対象：３０歳以上の女性
①対象：３０歳以上の女性
①対象：３０歳以上の女性
②内容
②内容
②内容
・問診、視診、触診、結果説明
・問診、視診、触診、結果説明
・問診、視診、触診、結果説明
・問診,マンモグラフィ検査
・問診,マンモグラフィ検査
・問診,マンモグラフィ検査
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松戸市障害者計画進行管理票
平成２９年度実績
③実績：２３，４３５人
大腸がん検診
①対象：４０歳以上
②内容：問診、便潜血反応検査
③実績：３６，３０３人

平成３０年度実績
③実績：２３，０７６人
大腸がん検診
①対象：４０歳以上
②内容：問診、便潜血反応検査
③実績：３６，９１７人

平成３１年度実績
③実績：２２，９９７人
大腸がん検診
①対象：４０歳以上
②内容：問診、便潜血反応検査
③実績：３５，９７９人

2.女性の健康診査
2.女性の健康診査
2.女性の健康診査
①目的：女性の生活習慣病を予防し、健康増進を
①目的：女性の生活習慣病を予防し、健康増進を
①目的：女性の生活習慣病を予防し、健康増進を
図る。
図る。
図る。
②対象：３５歳～３９歳の女性
②対象：３５歳～３９歳の女性
②対象：３５歳～３９歳の女性
③内容：問診、身体測定、血圧測定、検尿、血液
③内容：問診、身体測定、血圧測定、検尿、血液
③内容：問診、身体測定、血圧測定、検尿、血液
検査
検査
検査
④実績：６０６人
④実績：６７５人
④実績：５８７人
3.骨粗しょう症検診（保健師による生活習慣病予防 3.骨粗しょう症検診（保健師による生活習慣病予防 3.骨粗しょう症検診（生活習慣病予防
の健康教育を含む)
の健康教育を含む)
の健康教育を含む)
①目的：健康状態の把握と介護予防を含めた生活
①目的：健康状態の把握と介護予防を含めた生活
①目的：健康状態の把握と介護予防を含めた生活
改善の支援を行う
改善の支援を行う
改善の支援を行う
②対象：35･40･45･50･55･60･65･70歳の女性
②対象：35･40･45･50･55･60･65･70歳の女性
②対象：35･40･45･50･55･60･65･70歳の女性
③内容：問診、骨塩定量検査、健康教育
③内容：問診、骨塩定量検査、健康教育
③内容：問診、骨塩定量検査、健康教育
④実績：１，６８６人
④実績：１，４８３人
④実績：１，７１３人
4.健康診査
4.健康診査
4.健康診査
①目的：循環器疾患等の危険因子を早期発見し、
①目的：循環器疾患等の危険因子を早期発見し、
①目的：循環器疾患等の危険因子を早期発見し、
栄養・運動等の生活指導及び適切な治療
栄養・運動等の生活指導及び適切な治療
栄養・運動等の生活指導及び適切な治療
に結び付けることにより生活習慣病を予
に結び付けることにより生活習慣病を予
に結び付けることにより生活習慣病を予
防する。
防する。
防する。
②対象：４０歳以上の生活保護受給者
②対象：４０歳以上の生活保護受給者
②対象：４０歳以上の生活保護受給者
③内容：問診、身体測定、血圧測定、検尿、血液
③内容：問診、身体測定、血圧測定、検尿、血液
③内容：問診、身体測定、血圧測定、検尿、血液
検査、理学的検査、心電図検査
検査、理学的検査、心電図検査
検査、理学的検査、心電図検査
④実績：７０４人
④実績：８０７人
④実績：７４７人
5.離乳食教室

5.離乳食教室

5.離乳食教室

※平成29年度からの実績については、第２節に移動 ※平成29年度からの実績については、第２節に移動 ※平成29年度からの実績については、第３節に移動
となり、子ども家庭相談課母子保健担当室が入力
となり、子ども家庭相談課母子保健担当室が入力
となり、子ども家庭相談課母子保健担当室が入力
します。
します。
します。
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平成２９年度実績

平成３０年度実績

平成３１年度実績

6．健康づくり啓発
①目的：健康づくりのために、食に関心を持ち、
望ましい食習慣を学ぶ。
②対象：小学生（3年生以上）とその保護者
③内容：親子クッキング教室
健康づくりのための食事の講話と調理実習
④実績：参加人数185人 開催回数9回

6.健康づくり啓発
①目的：健康づくりのために、食に関心を持ち、望
ましい食習慣を学ぶ
②対象：小学生（3年生以上）とその保護者
③内容：親子クッキング
健康づくりのための食事の講話と調理実習
④実績：参加人数173人 開催回数9回

6.健康づくり啓発
①目的：健康づくりのために、食に関心を持ち、望
ましい食習慣を学ぶ
②対象：小学生（3年生以上）とその保護者
③内容：親子クッキング
健康づくりのための食事の講話と調理実習
④実績：参加人数133人 開催回数6回

＜国民健康保険課 健診班＞
＜国民健康保険課 健診班＞
＜国民健康保険課 健診班＞
○健診
○健診
○健診
健康診査
健康診査
健康診査
目的 循環器疾患等の危険因子を早期発見し、栄
目的 循環器疾患等の危険因子を早期発見し、栄
目的 循環器疾患等の危険因子を早期発見し、栄
養・運動等の生活指導及び適切な治療に結
養・運動等の生活指導及び適切な治療に結
養・運動等の生活指導及び適切な治療に結
び付けることにより生活習慣病を予防す
び付けることにより生活習慣病を予防す
び付けることにより生活習慣病を予防す
る。
る。
る。
対象 35歳以上(松戸市国民健康保険被保険者)
対象 35歳以上(松戸市国民健康保険被保険者)
対象 35歳以上(松戸市国民健康保険被保険者)
内容 問診、身体測定、血圧測定、検尿、血液検
内容 問診、身体測定、血圧測定、検尿、血液検
内容 問診、身体測定、血圧測定、検尿、血液検
査等
査等
査等
※29年6月から35歳から39歳の
実績 35歳～39歳（国保健康診査）
実績 35歳～39歳（国保健康診査）
国保健康診査を開始
受診者数：
600人 受診率：10.6％
受診者数：
570人 受診率：10.6％
実績 35歳～39歳（国保健康診査）
40歳以上（特定健康診査）※速報値
40歳以上（特定健康診査）※速報値
受診者数：25,684人 受診率：36.4％
受診者数：
599人 受診率：10.0％
受診者数：24,825人 受診率：36.2％
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松戸市障害者計画進行管理票
（２）

医療費等の負担軽減
平成２９年度実績

平成３０年度実績

平成３１年度実績

＜子ども家庭相談課＞
○医療費を公費で一部負担
・未熟児養育医療
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要と
するお子さんに対して、その治療に必要な医療費を
公費で一部負担。指定療育医療機関での治療に限ら
れる。県外の指定医療機関に入院した場合も対象。
世帯の所得税額に応じて、自己負担額が生じる。
実績 受給者数 80人

＜子ども家庭相談課＞
○医療費を公費で一部負担
・未熟児養育医療
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要と
するお子さんに対して、その治療に必要な医療費を
公費で一部負担。指定療育医療機関での治療に限ら
れる。県外の指定医療機関に入院した場合も対象。
世帯の所得税額に応じて、自己負担額が生じる。
実績 受給者数 79人

＜子ども家庭相談課＞
○医療費を公費で一部負担
・未熟児養育医療
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要と
するお子さんに対して、その治療に必要な医療費を
公費で一部負担。指定療育医療機関での治療に限ら
れる。県外の指定医療機関に入院した場合も対象。
世帯の所得税額に応じて、自己負担額が生じる。
実績 受給者数 67人

＜松戸健康福祉センター＞
○医療費公費負担
・特定医療費(指定難病)助成（331疾患）
受給者：5,361人（管内計）
・特定疾患治療研究費（1疾患）
受給者：4人（管内計）
・小児慢性特定疾病医療支援事業(16疾患群)
受給者：596人（管内計）

＜松戸健康福祉センター＞
○医療費公費負担
・特定医療費(指定難病)助成（331疾患）
受給者：5,476人（管内計）
・特定疾患治療研究費（1疾患）
受給者：4人(管内計）
・小児慢性特定疾病医療支援事業(16疾患群)
受給者：591人(管内計）

＜松戸健康福祉センター＞
○医療費公費負担
・特定医療費(指定難病)助成（333疾患）
受給者：5,607人（管内計）
・特定疾患治療研究費（1疾患）
受給者： 4人(管内計）
・小児慢性特定疾病医療支援事業(16疾患群)
受給者：610人(管内計）

○難病相談事業
・難病相談事業
①在宅療養支援計画策定・評価事業：7件(管内計）
②医療相談事業：0件
③訪問指導事業：39件（管内計）
④訪問相談事業
ア 訪問相談員派遣：50件（管内計）
イ 訪問相談員育成：3回（管内計）

○難病相談事業
・難病相談事業
①在宅療養支援計画策定・評価事業：9件(管内計）
②医療相談事業：0件(管内計）
③訪問指導事業：56件(管内計）
④訪問相談事業
ア 訪問相談員派遣：42件(管内計）
イ 訪問相談員育成：1回（管内計）

○難病相談事業
・難病相談事業
①在宅療養支援計画策定・評価事業： 8件(管内
計）
②医療相談事業： 0件(管内計）
③訪問指導事業： 33件(管内計）
④訪問相談事業
ア 訪問相談員派遣：22件(管内計）
イ 訪問相談員育成
1回（管内計）

○在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉
手当給付事業
・8,650円／月額
○重度身体障害児･者日常生活用具取付費補助事
業：18件

○在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉
手当給付事業
○在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉
・8,650円／月額
手当給付事業
○重度身体障害児･者日常生活用具取付費補助事業
・8,650円／月額
：15件
○重度身体障害児･者日常生活用具取付費補助事業
： 10 件
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松戸市障害者計画進行管理票
平成２９年度実績

平成３０年度実績

平成３１年度実績

＜障害福祉課＞
＜障害福祉課＞
＜障害福祉課＞
○重度心身障害者医療費助成
○重度心身障害者医療費助成
○重度心身障害者医療費助成
重度障害のある方に対する医療費自己負担の助成
重度障害のある方に対する医療費自己負担の助成
重度障害のある方に対する医療費自己負担の助成
１４２，５６１件（７４９，７５９千円）
１３９，５３３件（７４２，６０３千円）
１３７，５１５件（７６８，７２３千円）
○精神障害者入院医療費助成
○精神障害者入院医療費助成
〇精神障害者入院医療費助成
市民税所得割額７万円以下の入院療養者の保護者
市民税所得割額７万円以下の入院療養者の保護者 市民税所得割額７万円以下の入院療養者の保護者に
に助成
に助成
助成
延２９９人（１６，８２５，６００円）
延２９４人（１６，５６３，８００円）
延２７２人（１６，２３５，７３０円）
○難病者援護金の支給
○難病者援護金の支給
○難病者援護金の支給
市指定難病（３２４疾患）療養者に援護金を支給
市指定難病（３３１疾患）療養者に援護金を支給
市指定難病（３３３疾患）療養者に援護金を支給
（入院：１０，０００円 通院：５，０００円）
（入院：１０，０００円 通院：５，０００円）
（入院：１０，０００円 通院：５，０００円）
入院：延６３８人 通院：延３８，２６２人
入院：延７５６人 通院：延３１，０９０人
入院：延７０７人 通院：延２８，３２１人
○医療費公費負担制度
自立支援医療
・精神通院医療
６，５００人（30.3.31現在）
・更生医療
４８７人（30.3.31現在）
・育成医療
７６人（30.3.31現在）

○医療費公費負担制度
自立支援医療
・精神通院医療
６，６９４ 人（31.3.31現在）
・更生医療
３６３人（31.3.31現在）
・育成医療
６４人（31.3.31現在）
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○医療費公費負担制度
自立支援医療
・精神通院医療
７，２３９ 人（R2.3.31時点）
・更生医療
２７５人（R2.3.31時点）
・育成医療
５６人（R2.3.31時点）

松戸市障害者計画進行管理票
第４節
２

自立した地域生活の支援
障害福祉サービスの充実

利用者のニーズに応じた様々な障害福祉サービスの提供、充実に努めることにより、障害のある人やその家族が地域で安心して生活することが
できるようになります。
（１）

障害福祉サービスの供給体制の整備
平成２９年度実績

平成３０年度実績

平成３１年度実績

＜障害福祉課＞
○障害福祉サービスの供給体制

＜障害福祉課＞
○障害福祉サービスの供給体制

○情報提供等

○情報提供等
○情報提供等
・介護保険居宅介護支援事業者等研修会への相談
・介護保険居宅介護支援事業者等研修会への相談
支援専門員の参加（介護保険課主催）
支援専門員の参加（介護保険課主催）

○相談支援専門員スキルアップ研修
３回、延べ参加数（４９事業所、８６人）

○相談支援専門員スキルアップ研修
○相談支援専門員スキルアップ研修
４回、延べ参加数（７８事業所、１４５人）
３回（４回予定のうちコロナにより１回中止）
（うち６３相談支援事業所、１２５人）
延べ参加数（９５事業所、１５８人）
（うち４１相談支援事業所、８２人）

○相談支援事業者連絡協議会
※第３回スキルアップ研修と同時に実施。
１回、参加数（１９事業所、３０人）

○相談支援事業者連絡協議会
１回、参加数（２３事業所、４４人）

＜障害福祉課＞
○障害福祉サービスの供給体制

○相談支援事業者連絡協議会
不実施（１回予定していたがコロナにより中止）

○相談支援事業所向け報酬改定説明会
１回、参加数（２０事業所、４７人）
※その他、市内相談支援事業所勉強会（月１回）
へ２回出席し、制度説明・質疑応答を実施予定。

（２）

障害福祉サービスに係る人材の確保や育成
平成２９年度実績

＜人事課＞
○職員研修
・新規採用職員研修
・クレーム対応研修
・臨時職員接遇研修
・接遇向上担当者研修

平成３０年度実績

１１２名参加
３１名参加
１２７名参加
１１６名参加

＜人事課＞
○職員研修
・新規採用職員研修
・クレーム対応研修
・臨時職員接遇研修
・接遇向上担当者研修
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平成３１年度実績

１１８名参加
４８名参加
２２９名参加
１０６名参加

＜人事課＞
○職員研修
・新規採用職員研修
・クレーム対応研修
・臨時職員接遇研修
・接遇向上担当者研修

１１３名参加
４０名参加
１４８名参加
１１７名参加

松戸市障害者計画進行管理票
平成２９年度実績

平成３０年度実績

平成３１年度実績

＜障害福祉課＞
○要約筆記奉仕員の登録（１３名）

＜障害福祉課＞
○要約筆記奉仕員の登録（１３名）

＜障害福祉課＞
○要約筆記奉仕員の登録（１１名）

○手話通訳者設置：（２名）登録（１９名）
○手話奉仕員養成講座（前期・２３名）
○要約筆記者養成講座（前期・ ５名）
○障害サービス事業者向け研修（千葉県主催）
・精神障害者ホームヘルパー養成特別研修

○手話通訳者設置：（２名）登録（１９名）
○手話奉仕員養成講座（後期・２２名）

○手話通訳者設置：（２名）登録（１９名）
○手話奉仕員養成講座（前期・２２名）

○障害サービス事業者向け研修（千葉県主催）
・精神障害者ホームヘルパー養成特別研修

○障害サービス事業者向け研修（千葉県主催）
・精神障害者ホームヘルパー養成特別研修

○相談員研修
・身体障害者相談員研修
・知的障害者相談員研修

○相談員研修
・身体障害者相談員研修
・知的障害者相談員研修

○相談員研修
・身体障害者相談員研修
・知的障害者相談員研修

○職員の資質向上のための研修等参加
・障害者福祉研修 他

○職員の資質向上のための研修等参加
・障害者福祉研修 他

○職員の資質向上のための研修等参加
・障害者福祉研修 他

○聞こえのサポーター養成講座（年２回開催）
第１回 １１名
第２回 １１名

○聞こえのサポーター養成講座（年２回開催）
第１回 １０名
第２回 １２名

○聞こえのサポーター養成講座（年２回開催）
第１回
５名
第２回
４名

（３）

利用者負担の軽減
平成２９年度実績

平成３０年度実績

平成３１年度実績

＜障害福祉課＞
＜障害福祉課＞
＜障害福祉課＞
○利用者負担額の軽減
○利用者負担額の軽減
○利用者負担額の軽減
（国）低所得（市民税非課税）者の福祉サービス・ （国）低所得（市民税非課税）者の福祉サービス・ （国）低所得（市民税非課税）者の福祉サービス・
補装具の利用者負担を無料
補装具の利用者負担を無料
補装具の利用者負担を無料
（市）低所得（市民税非課税）者の地域生活支援事 （市）低所得（市民税非課税）者の地域生活支援事 （市）低所得（市民税非課税）者の地域生活支援事
業の利用者負担を無料
業の利用者負担を無料
業の利用者負担を無料
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松戸市障害者計画進行管理票
第４節

自立した地域生活の支援

３ 生活の安定のための支援

経済的基盤の安定により、障害のある人が地域で安心して生活することができるようになります。
（１）

年金・各種手当制度の周知
平成２９年度実績

＜国民年金課＞
○国民年金受託事業
・障害基礎年金
・特別障害給付金

5,743人
27人

平成３０年度実績
＜国民年金課＞
○国民年金受託事業
・障害基礎年金
・特別障害給付金

5,975人
26人

平成３１年度実績
＜国民年金課＞
○国民年金受託事業
・障害基礎年金
・特別障害給付金

6,164人
27人

○障害基礎年金の周知
○障害基礎年金の周知
○障害基礎年金の周知
・市のホームページ、広報まつど、パンフレット等 ・市のホームページ、広報まつど、パンフレット等 ・市のホームページ、広報まつど、パンフレット等
による周知
による周知
による周知
＜障害福祉課＞
○障害（児）者手当
・障害児福祉手当
延べ2,656人(実217人)
・心身障害児福祉手当
延べ5,894人(実492人)
・特別障害者手当
延べ4,828人(実414人)
・ねたきり身体障害者福祉手当
延べ
84人(実 7人)
・特別児童扶養手当
・心身障害者扶養年金

＜障害福祉課＞
○障害（児）者手当
・障害児福祉手当
延べ2,586人(実 219人)
・心身障害児福祉手当
延べ6,282人(実 558人)
・特別障害者手当
延べ4,974人(実 427人)
・ねたきり身体障害者福祉手当
延べ 81人(実
7人)
・特別児童扶養手当
・心身障害者扶養年金

＜障害福祉課＞
○障害（児）者手当
・障害児福祉手当
延べ2,546人(実 210人)
・心身障害児福祉手当
延べ6,491人(実 560人)
・特別障害者手当
延べ5,160人(実 449人)
・ねたきり身体障害者福祉手当
延べ 72人(実
6人)
・特別児童扶養手当
・心身障害者扶養年金

○手当等の周知
・しおり、パンフレット、市ホームページ及び「広
報まつど」による
「広報まつど」掲載：8／1号

○手当等の周知
・しおり、パンフレット、市ホームページ及び「広
報まつど」による
「広報まつど」掲載：8／1号

○手当等の周知
・しおり、パンフレット、市ホームページ及び「広
報まつど」による
「広報まつど」掲載：8／1号

- 34 -

松戸市障害者計画進行管理票
（２）

助成・割引制度の活用支援
平成２９年度実績

平成３０年度実績

平成３１年度実績

＜教育委員会博物館＞
＜教育委員会博物館＞
＜教育委員会博物館＞
○観覧料の免除
○観覧料の免除
○観覧料の免除
対象者：市内在住で身体障害者手帳、療育手帳、精 対象者：身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保 対象者：身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保
神障害者保健福祉手帳の交付を受けている
健福祉手帳の交付を受けている人とその介
健福祉手帳の交付を受けている人とその介
人とその介護人
護人
護人
博物館条例（観覧料）
博物館条例（観覧料）
博物館条例（観覧料）
第6条2 教育委員会は、特に必要と認める場合にお 第6条2 教育委員会は、特に必要と認める場合にお 第6条2 教育委員会は、特に必要と認める場合にお
いては、前項の観覧料を免除することができる。
いては、前項の観覧料を免除することができる。
いては、前項の観覧料を免除することができる。
管理運営規則（観覧料の免除等）
第5条
条例第６条第２項の規定により、観覧料を
免除することができる場合は、次に掲げるとおりと
する。
(3)市内に居住する身体障害者手帳、療育手帳又は
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び
その介護人が観覧するとき。

管理運営規則（観覧料の免除等）
第5条
条例第６条第２項の規定により、観覧料を
免除することができる場合は、次に掲げるとおりと
する。
(3)身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健
福祉手帳の交付を受けている者及びその介護人が観
覧するとき。

管理運営規則（観覧料の免除等）
第5条
条例第６条第２項の規定により、観覧料を
免除することができる場合は、次に掲げるとおりと
する。
(3)身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健
福祉手帳の交付を受けている者及びその介護人が観
覧するとき。

観覧料の免除

観覧料の免除

観覧料の免除

29年度（介護人含む）

386人

30年度（介護人含む）

1,498人

＜教育委員会戸定歴史館＞
＜教育委員会戸定歴史館＞
○入館料の免除
○入館料の免除
対象者：市内在住で身体障害者手帳、療育手帳又は 対象者：市内在住（６月1日より市外在住も含む）
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けてい
で身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害
る者及びその介護者
者保健福祉手帳の交付を受けている者及び
実 績：３７２ 人
その介護者
実績：１,９３６ 人
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31年度（介護人含む）

626人

＜教育委員会戸定歴史館＞
○入館料の免除
対象者：身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者
保健福祉手帳の交付を受けている者及びそ
の介護者
実績：１,６７１ 人

松戸市障害者計画進行管理票
平成２９年度実績
＜障害福祉課＞
○移動支援
・福祉タクシー券事業
・自動車燃料助成事業

220,229枚(142,418千円)
38,866枚（105,955千円）

平成３０年度実績
＜障害福祉課＞
○移動支援
・福祉タクシー券事業
・自動車燃料助成事業

平成３１年度実績

＜障害福祉課＞
○移動支援
208,159枚（134,748千円） ・福祉タクシー券事業
40,028枚（118,290千円） ・自動車燃料助成事業

195,996枚（127,926千円）
39,577枚（116,074千円）

○居住環境の支援
○居住環境の支援
・障害者住宅増改築等助成金事業 19件(3,248千円) ・障害者住宅増改築等助成金事業14件(1,929千円)
・障害者住宅増改築資金貸付事業 0件(
0千円) ・障害者住宅増改築資金貸付事業 0件(
0千円)

○居住環境の支援
・障害者住宅増改築等助成金事業16件(2,459千円)
・障害者住宅増改築資金貸付事業 0件(
0千円)

○手帳による減免・割引
・自動車税、自動車取得税、有料道路、ＪＲ旅客運
賃、航空運賃、携帯電話加入・使用料、ＮＨＫ受信
料など

○手帳による減免・割引
・自動車税、自動車取得税、有料道路、ＪＲ旅客運
賃、航空運賃、携帯電話加入・使用料、ＮＨＫ受信
料など

○手帳による減免・割引
・自動車税、自動車取得税、有料道路、ＪＲ旅客運
賃、航空運賃、携帯電話加入・使用料、ＮＨＫ受信
料など

○他の割引、免除制度
・戸定歴史館、市立博物館観覧料免除
（※身体・療育手帳所持者及びその介護人）
・県営水道料金の消費税免除（重度障害者）

○他の割引、免除制度
・戸定歴史館、市立博物館観覧料免除
（※身体・療育手帳所持者及びその介護人）
・県営水道料金の消費税免除（重度障害者）

○他の割引、免除制度
・戸定歴史館、市立博物館観覧料免除
（※身体・療育手帳所持者及びその介護人）
・県営水道料金の消費税免除（重度障害者）
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第４節
４

自立した地域生活の支援
相談支援体制の充実

地域の中で障害のある人もない人も、個人として尊重され、自立した生活を送ることができるようになります。
（１）

相談支援体制の整備・充実
平成２９年度実績

平成３０年度実績

平成３１年度実績

＜障害福祉課＞
○相談支援の充実
●基幹相談支援センター（総合福祉会館２階）
・支援方法１０，４０８件
（来所：８６６件 電話：２，５５８件
訪問：８９５件 その他：６，０８９件）
・支援内容
①権利擁護：５３０件
②就労：５６６件
③健康・医療：１，３０３件
④障害福祉サービスの利用：３，４２５件
⑤家族・人間関係：９１９件
⑥その他：３，６６５件

＜障害福祉課＞
○相談支援の充実
●基幹相談支援センター（総合福祉会館２階）
・支援方法１０，３１６件
（来所：９４６件 電話：２，４１２件
訪問：８０５件 その他：６，１５３件）
・支援内容
①権利擁護：６４３件
②就労：７０５件
③健康・医療：１，２８４件
④障害福祉サービスの利用：３，０１４件
⑤家族・人間関係：９０７件
⑥その他：３，７６３件

＜障害福祉課＞
○相談支援の充実
●基幹相談支援センター（総合福祉会館２階）
・支援方法７，４２６件
（来所：１,０６１件 電話：２，３０２件
訪問：５７５件 その他：３，４８８件）
・支援内容
①権利擁護：２３２件
②就労：６４９件
③健康・医療：８１７件
④障害福祉サービスの利用：１，５６６件
⑤家族・人間関係：１,１６３件
⑥その他：２，９９９件

●ふれあい相談室（健康福祉会館３階）の開設
（３障害対応）
月曜日～金曜日 ９：００～１７：００
・支援方法６，５３３件
（来所：９２６件 電話：２，４３７件
訪問：２７５件 その他：２，８９５件）
・支援内容
①権利擁護：７４件
②就労：４０４件
③健康・医療：１，３３０件
④障害福祉サービスの利用：３，２７６件
⑤家族・人間関係：６８８件
⑥その他：３，４３０件

●ふれあい相談室（健康福祉会館３階）の開設
（３障害対応）
月曜日～金曜日 ９：００～１７：００
・支援方法７，５０３件
（来所：６３５件 電話：２，５１９件
訪問：３４６件 その他：４，００３件）
・支援内容
①権利擁護：１４２件
②就労：５０２件
③健康・医療：１，５１９件
④障害福祉サービスの利用：３，５５３件
⑤家族・人間関係：８０５件
⑥その他：３，８５０件

●ふれあい相談室（健康福祉会館３階）の開設
（３障害対応）
月曜日～金曜日 ９：００～１７：００
・支援方法８，４７６件
（来所：６３２件 電話：２，５２８件
訪問：３７４件 その他：４，９４２件）
・支援内容
①権利擁護：１７９件
②就労：６６４件
③健康・医療：１，６８９件
④障害福祉サービスの利用：３，８３１件
⑤家族・人間関係：９８７件
⑥その他：４，６３５件
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平成２９年度実績

平成３０年度実績

平成３１年度実績

●ハートオン相談室
（身体・知的・精神障害別の相談窓口）
・支援方法４，３７２件
（来所：８２件 電話：１，４８５件
訪問：２８３件 その他：２，５２２件）
・支援内容５，５０１件
①権利擁護：８３件
②就労：２０７件
③健康・医療：６６１件
④障害福祉サービスの利用：２，３８９件
⑤家族・人間関係：３６７件
⑥その他：１，７９４件

●ハートオン相談室
（身体・知的・精神障害別の相談窓口）
・支援方法７，１２６件
（来所：６８件 電話：２，０６８件
訪問：２３２件 その他：４，７５８件）
・支援内容８，８２１件
①権利擁護：１４４件
②就労：４６３件
③健康・医療：９１６件
④障害福祉サービスの利用：３，１４３件
⑤家族・人間関係：７１０件
⑥その他：３，４４５件

●ハートオン相談室
（身体・知的・精神障害別の相談窓口）
・支援方法８，６６９件
（来所：９８件 電話：２，９６８件
訪問：２３９件 その他：５，３６４件）
・支援内容１０，４２１件
①権利擁護：１４２件
②就労：９４８件
③健康・医療：１,０８８件
④障害福祉サービスの利用：３，０５５件
⑤家族・人間関係：１,４４６件
⑥その他：３，７４２件

●沼南育成園（事業所における相談）
・支援方法２１５件
（来所：１０件 電話：１０３件
訪問：５０件 その他：５２件）
・支援内容３０７件
①権利擁護：１２件
②就労：３２件
③健康・医療：１４件
④障害福祉サービスの利用：１４件
⑤家族・人間関係：２２件
⑥その他：２１３件

●沼南育成園（事業所における相談）
・支援方法：２２０件
（来所：１０件
電話：９１件
訪問：６７件
その他：５２件）
・支援内容３６８件
①権利擁護：１１件
②就労：２３件
③健康・医療：１６件
④障害福祉サービスの利用：３５件
⑤家族・人間関係：２１件
⑥その他：２６２件

●沼南育成園（事業所における相談）
・支援方法：２１０件
（来所：８件
電話：６３件
訪問：５６件
その他：８３件）
・支援内容３４６件
①権利擁護：１０件
②就労：５２件
③健康・医療：１７件
④障害福祉サービスの利用：４６件
⑤家族・人間関係：２１件
⑥その他：２００件

＜高齢者支援課＞
●福祉まるごと相談窓口
福祉全般に関する困りごとの相談窓口
相談件数１９７件
（高齢者件９９件、障害者９８件）
●在宅医療・介護連携支援センター
医療・介護機関等からの様々な困難事例について
の相談を受け付け、支援を行う。
相談件数３３５件
（高齢者２７５件、障害者６０件）

＜高齢者支援課＞
●福祉まるごと相談窓口
福祉全般に関する困りごとの相談窓口
相談件数４３４件
（高齢者２７３件、障害者１６１件）
●在宅医療・介護連携支援センター
医療・介護機関等からの様々な困難事例について
の相談を受け付け、支援を行う。
相談件数４２１件
（高齢者３４４件、障害者７７件）
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平成２９年度実績

平成３０年度実績

平成３１年度実績

○居住サポート事業（委託事業）
○居住サポート事業（委託事業）
○居住サポート事業（委託事業）
転居や自宅からグループホーム・ケアホーム入居
転居や自宅からグループホーム・ケアホーム入居
転居や自宅からグループホーム・ケアホーム入居
の相談。退院可能な障害者への住居確保･生活支援 の相談。退院可能な障害者への住居確保･生活支援 の相談。退院可能な障害者への住居確保･生活支援
を行う。
を行う。
を行う。
相談件数
６件
相談件数
７件
相談件数
２６件
○地域自立支援協議会
・相談支援部会
・地域生活支援部会
・就労支援部会
・こども部会
・権利擁護部会

（２）

○地域自立支援協議会
・相談支援部会
（年１２回開催）
・地域生活支援部会 （年１２回開催）
・就労支援部会
（年１２回開催）
・こども部会
（年１２回開催）
・権利擁護部会
（年６回開催）

１２回
１２回
１２回
１１回
１２回

○地域自立支援協議会
・相談支援部会
（年１２回開催）
・就労支援部会
（年１２回開催）
・こども部会
（年１２回開催）
・地域包括ケアネットワーク（会議 年２回・部会
年７回開催）
・障害者虐待防止ネットワーク（全体会年２回・担
当者会議 年６回開催）

成年後見制度の普及促進
平成２９年度実績

平成３０年度実績

平成３１年度実績

＜高齢者支援課・障害福祉課＞
○成年後見制度相談支援 １２９件
（高齢者７３件、障害者５６件）
（ＮＰＯ法人 しぐなるあいず）
○講演会（Ｈ２９．１０．２１） ６１名

＜高齢者支援課・障害福祉課＞
○成年後見制度相談支援 １５０件
（高齢者９１件、障害者５９件）
（ＮＰＯ法人 しぐなるあいず）
○講演会（Ｈ３０．１１．４）１０９名

＜高齢者支援課・障害福祉課＞
○成年後見制度相談支援
１８９件
（高齢者 １１６件、障害者 ７３件）
（ＮＰＯ法人 しぐなるあいず）
○講演会（Ｒ１．１０．２７）９２名

＜障害福祉課＞
○啓発リーフレットの配布
○市長による後見等申立 ５件
（類型；後見３件 保佐２件
○後見人等報酬助成
２５件
○市民後見協力員活動支援
・市民後見協力員 人数４０名

＜障害福祉課＞
○啓発リーフレットの配布
○市長による後見等申立 ３件
（類型；後見３件）
○後見人等報酬助成
３０件
○市民後見協力員活動支援
・市民後見協力員 人数３６名
・市民後見協力員養成講座 ※２年に１回開催
申込者２１名 受講者１９名 修了者１０名

＜障害福祉課＞
○啓発リーフレットの配布
○市長による後見等申立 ３件
（類型；後見３件）
○後見人等報酬助成
３６件
○市民後見協力員活動支援
・市民後見協力員 人数４０名

補助０件）

＜高齢者支援課＞
○権利擁護支援アドバイザー事業 １７件
（一般社団法人千葉県権利擁護支援ネットワーク)

＜高齢者支援課＞
○権利擁護支援アドバイザー事業 ３件
（一般社団法人千葉県権利擁護支援ネットワーク)
○市民後見協力員スキルアップ研修
（Ｈ３１年２月２７日、２８日）※２年に１回開催
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＜高齢者支援課＞
○権利擁護支援アドバイザー事業 ２件
（一般社団法人千葉県権利擁護支援ネットワーク)
○市民後見協力員スキルアップ研修
（Ｒ２年３月４日、５日）※２年に１回開催
⇒コロナウイルスの影響により中止

松戸市障害者計画進行管理票
（３）

虐待防止体制の整備
平成２９年度実績

平成３０年度実績

平成３１年度実績

＜障害福祉課＞
○障害者虐待防止センター通報件数
・養護者による
：５１件
・福祉施設従事者による：１０件
・使用者による
： ４件

＜障害福祉課＞
○障害者虐待防止センター通報件数
・養護者による
：２５件
・福祉施設従事者による：１６件
・使用者による
： ４件

＜障害福祉課＞
○障害者虐待防止センター通報件数
・養護者による
：３７件
・福祉施設従事者による：１８件
・使用者による
： ２件

内訳（認定分のみ、重複あり）
①身体的虐待：１６件
②性的虐待 ： １件
③心理的虐待：１４件
④経済的虐待： ６件
⑤ネグレクト： ２件

内訳（認定分のみ、重複あり）
①身体的虐待： ８件
②性的虐待 ： ０件
③心理的虐待： ６件
④経済的虐待： １件
⑤ネグレクト： １件

内訳（認定分のみ、重複あり）
①身体的虐待：１０件
②性的虐待 ： １件
③心理的虐待： ３件
④経済的虐待： ０件
⑤ネグレクト： ４件

○研修会（従事者向け）
「勇気を持って通報しよう！？
た！障害者虐待とその対応～」
みぎわ法律事務所 所長
弁護士 神保 正宏 氏

～弁護士は見

○講演会（市民向け）
「楽しく学ぶ！ 障害者への配慮」
みぎわ法律事務所 所長
弁護士 神保 正宏 氏
お笑い芸人 ホーキング青山 氏
※内容は、障害者差別解消法を含む。

○研修会（従事者向け）
「勇気を持って通報しよう！？
た！障害者虐待とその対応～」
みぎわ法律事務所 所長
弁護士 神保 正宏 氏

○講演会（市民向け）
「さらなる一歩を踏み出そう！」
みぎわ法律事務所 所長
弁護士 神保 正宏
シンガーソングライター
立木 早絵
※障害者差別解消法を含む。
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～弁護士は見

○研修会（従事者向け）
「勇気を持って通報しよう
～弁護士にきいた虐待とお金の話～」
ななつぼし法律事務所
弁護士 神保 正宏 氏
※障害者差別解消法を含む。

○講演会（市民向け）
※新型コロナウイルス感染症感染拡大予防の
観点から中止とした。
氏
氏

松戸市障害者計画進行管理票
（４）

障害者差別解消法の推進
平成２９年度実績

平成３０年度実績

＜障害福祉課＞
○障害者差別相談受付・対応件数 １５件
○講演会
・事業者向け「発達障害の子ども及び保護者支援」
子育て本著者・講演家 立石 美津子 氏
・市民向け「楽しく学ぶ！ 障害者への配慮」
弁護士
神保 正宏 氏
お笑い芸人 ホーキング青山 氏
※内容には、障害者虐待防止法を含む。

＜障害福祉課＞
○障害者差別相談受付・対応件数 ６件
○講演会
・事業者向け
「これでいいの？思いあたることありませんか？」
東葛総合法律事務所
弁護士 萩原 得誉 氏
・市民向け
「さらなる一歩を踏み出そう！」
みぎわ法律事務所 所長
弁護士 神保 正宏 氏
シンガーソングライター
立木 早絵 氏
※障害者虐待防止法を含む内容

＜障害福祉課＞
○障害者差別相談受付・対応件数 １５件
○講演会
・従事者向け
「勇気を持って通報しよう
～弁護士にきいた虐待とお金の話～」
ななつぼし法律事務所
弁護士 神保 正宏 氏
※障害者虐待防止法を含む。

○研修 市職員対象障害者差別解消法研修
「障害者差別解消法の概要と具体的な事例につい
て」
十文字学園女子大学 人間生活学部
人間福祉学科 教授 佐藤 陽 氏

○研修 市職員対象障害者差別解消法研修
「障害者虐待について」
「共生社会を目指して
～合理的配慮の実践を中心に～」
弁護士 佐久間 水月

＜人事課＞
○市新人職員対象障害者差別解消法研修

＜人事課＞
○市新人職員対象障害者差別解消法研修

○研修

市職員対象障害者差別解消法研修

＜人事課＞
○市新人職員対象障害者差別解消法研修

平成３１年度実績

・市民向け
※新型コロナウイルス感染症感染拡大予防の
観点から中止。

氏

＜総務課＞
＜総務課＞
＜総務課＞
○市職員対象文書説明会「障害者差別解消法と視覚 ○市職員対象文書説明会「障害者差別解消法と視覚 ○市職員対象文書説明会「障害者差別解消法と視覚
障害者への文書送付方法」
障害者への文書送付方法」
障害者への文書送付方法」
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松戸市障害者計画進行管理票
第５節
１

安全安心なまちづくり
生活しやすいまちづくり

障害のある人もない人もすべての人が生活しやすい地域社会が実現されます。
（１）

バリアフリー化の推進
平成２９年度実績

平成３０年度実績

平成３１年度実績

＜都市計画課＞
○「松戸市人にやさしい公共施設整備設計指針」の
啓発
⇒啓発活動として、各公共施設管理者に対して説
明会を実施（４月１９日）

＜都市計画課＞
○「松戸市人にやさしい公共施設整備設計指針」の
啓発
⇒啓発活動として、各公共施設管理者に対して説
明会を実施（４月１８日）

＜都市計画課＞
○「松戸市人にやさしい公共施設整備設計指針」の
啓発
⇒啓発活動として、各公共施設管理者に対して説
明会を実施（４月２５日）

＜交通政策課＞
○エレベーター等設置補助
・ＪＲ 松戸駅（改札内エレベーター設置に係る支
障移転工事）
・ＪＲ 北松戸駅（内方線付き点状ブロック）
・ＪＲ 新松戸駅（内方線付き点状ブロック）
・ＪＲ 北小金駅（内方線付き点状ブロック）
・ＪＲ 東松戸駅（内方線付き点状ブロック）
・新京成 八柱駅（北口エレベーター）

<交通政策課>
<交通政策課>
○ エレベーター等設置補助
○エレベーター等設置補助
・ＪＲ松戸駅（改札内エレベーター設置に係る支障
・ＪＲ 松戸駅（改札内エレベーター３基）
移転工事）
※ＪＲでは併せて多機能トイレ（改札内）も整
※エレベーターの供用開始は２０１９年度下期予定 備
・北総線 松飛台駅（多機能トイレ）

○ノンステップバス導入補助金
・新京成バス（大型ノンステップバス1台）
・京成バス（中型ノンステップバス1台）

○ノンステップバス導入補助金
・新京成バス（大型ノンステップバス2台）

○放置自転車撤去

○放置自転車撤去

○放置自転車防止の啓発
・駅前放置自転車クリーンキャンペーン
（平成 29年10月～11月）
・放置自転車クリーンキャンペーンポスターの掲示

○放置自転車撤去
○放置自転車防止の啓発
・駅前放置自転車クリーンキャンペーン
○放置自転車防止の啓発
（平成 30年10月～11月）
・駅前放置自転車クリーンキャンペーン
・放置自転車クリーンキャンペーンポスターの掲示 （令和 元年10月～11月）
・放置自転車クリーンキャンペーンポスターの掲示
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※ノンステップバス導入については、Ｈ29、30年度
で国の目標値を達成したため、実施なし。

松戸市障害者計画進行管理票
平成２９年度実績
＜道路建設課＞
○歩道の新設
・３・３・６号三矢小台主水新田線歩道新設
場所：八ヶ崎地先
道路幅員：16～17m
歩道幅員：3m
施工延長：504m
施工期間：平成２９年度完成

平成３０年度実績

平成３１年度実績

＜道路建設課＞
○歩道の新設
・３・４・３５号和名ヶ谷紙敷線歩道新設
場所：大山橋・紙敷区間
道路幅員：16～17m
歩道 3m
施工延長：824m
施工期間：平成３０年度完成

＜道路建設課＞
○歩道の新設
なし

＜財産活用課＞
○バリアフリー化の推進
視覚障害者用点字タイルの延長

＜財産活用課＞
○バリアフリー化の推進
本庁舎階段下に設置している坂サインについて、バ
リアフリーに関する内容を記載。

・３・４・３５号和名ヶ谷紙敷線歩道新設
場所：大山橋・紙敷区間
道路幅員：5～7m（現道）⇒ 道路 16～17m
歩道 3m
施工延長：824m
施工期間：平成２６年度より工事実施
＜財産活用課＞
○バリアフリー化の推進
本館階段昇降機設置工事

平成２９年度実績

平成３０年度実績

平成３１年度実績

＜市民自治課＞
○市民センター管理運営事業－バリアフリー化推進
業務
・馬橋東市民センターのエレベーター設置及びバリ
アフリー化工事
・各市民センターの出入り口、トイレの段差解消
（順次）

＜市民自治課＞
○市民センター管理運営事業－バリアフリー化推進
業務
・各市民センターの出入り口、トイレの段差解消
（順次）

＜市民自治課＞
○市民センター管理運営事業－バリアフリー化推進
業務
・明市民センターのバリアフリー化に伴う移転
・各市民センターの出入り口、トイレの段差解消
（順次）

○市民センター管理運営事業―施設維持管理業務
・清掃業務委託（六実市民センター・六実支所）
「特定非営利活動法人 松戸市身体障害者福祉会」
に委託

○市民センター管理運営事業―施設維持管理業務
・清掃業務委託（六実市民センター・六実支所）
「特定非営利活動法人 松戸市身体障害者福祉会」
に委託

○市民センター管理運営事業―施設維持管理業務
・清掃業務委託（六実市民センター・六実支所）
「特定非営利活動法人 松戸市身体障害者福祉会」
に委託
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松戸市障害者計画進行管理票
＜公園緑地課＞
＜公園緑地課＞
○松戸市公園再整備事業(水洗便所設置工事を含む) ○公園バリアフリー対策修繕
工事箇所：つつじ公園、広田公園、
工事箇所：浅間公園
松戸３丁目公園、向町公園
予算額 ：80,000,000円
予算額 ：1,000,000円
決算額 ：91,503,000円
決算額 ： 940,000円
○公園バリアフリー対策修繕
○明地区公園再整備工事
工事箇所：城町公園、美野里公園、
工事箇所：旭ケ丘第３公園、南花島公園
川向公園、籠益第２公園、秋山天神公園
予算額 ：57,262,000円
予算額 ：1,000,000円
決算額 ：57,262,000円
決算額 ： 999,000円

＜公園緑地課＞
〇公園バリアフリー対策修繕
工事箇所：つばき公園、さざんか公園
予算額 ：1,000,000円
決算額 ： 955,600円

＜障害福祉課＞
○災害時に備え、オストメイトのためのストマ用装
具等の保管
（中央・小金・常盤平の３保健福祉センター）
保管者：９８名／３月末現在

＜障害福祉課＞
○災害時に備え、オストメイトのためのストマ用装
具等の保管
（中央・小金・常盤平の３保健福祉センター）
保管者：９８名／３月末現在

＜障害福祉課＞
○災害時に備え、オストメイトのためのストマ用装
具等の保管
（中央・小金・常盤平の３保健福祉センター）
保管者：９８名／３月末現在
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〇馬橋地区公園再整備工事（水洗便所設置工事を含
む）
工事箇所：とのやま公園、八ヶ崎公園
予算額 ：76,395,000円
決算額 ：39,545,000円

松戸市障害者計画進行管理票
（２）

住まいの確保や居住の支援
平成２９年度実績

平成３０年度実績

平成３１年度実績

＜住宅政策課＞
＜住宅政策課＞
＜住宅政策課＞
○市営住宅入居募集
○市営住宅入居募集
○市営住宅入居募集
身障、精神障害等の手帳交付を受けている方に対
身障、精神障害等の手帳交付を受けている方に対
身障、精神障害等の手帳交付を受けている方に対
し、抽選時、優遇措置を設け、行う。
し、抽選時、優遇措置を設け、行う。
し、抽選時、優遇措置を設け、行う。
○住宅リフォーム相談会開催
○住宅リフォーム相談会開催
◇毎月（3月を除く）第3水曜日 市民相談コーナー ◇毎月第3水曜日 市民相談コーナー
相談件数 12 件（内バリアフリー関連 0件）
相談件数 12 件（内バリアフリー関連
◇毎月（8・12・2月を除く）第2または第3土曜日
◇毎月（12月を除く）第2または第3土曜日
市民センター
市民センター
相談件数 3 件（内バリアフリー関連 0件）
相談件数 11 件（内バリアフリー関連

2件）
0件）

○住宅リフォーム相談会開催
◇毎月第3水曜日 市民相談コーナー
相談件数 13 件（内バリアフリー関連
◇毎月（12月を除く）第2または第3土曜日
市民センター
相談件数
9 件（内バリアフリー関連

2件）
0件）

○下肢の衰え等から住替え要望者に対し、ELV設置
住宅、１階等への住替え
住替件数 2件

○下肢の衰え等から住替え要望者に対し、１階への ○下肢の衰え等から住替え要望者に対し、１階への
住替え
住替え
住替件数 1件
住替件数 0件

○浴室等への手すり設置に伴う市営住宅模様替え
5件

○浴室、トイレ等への手すり設置に伴う市営住宅模 ○浴室、トイレ等への手すり設置に伴う市営住宅模
様替え 6件
様替え 4件

＜介護保険課・障害福祉課＞
○高齢者・障害者住宅増改築等助成金事業
（平成10年4月）
（非課税世帯:30万円限度 課税世帯:15万円限度）
・高齢者
9,297,854円／ 91件
・障害者
3,247,145円／ 19件

＜介護保険課・障害福祉課＞
○高齢者・障害者住宅増改築等助成金事業
（平成10年4月）
（非課税世帯:30万円限度 課税世帯:15万円限度）
・高齢者
11,935,455円／ 97件
・障害者
1,928,567円／ 14件

＜介護保険課・障害福祉課＞
○高齢者・障害者住宅増改築等助成金事業
（平成10年4月）
（非課税世帯:30万円限度 課税世帯:15万円限度）
・高齢者
13,457,553円／ 118件
・障害者
2,459,388円／ 16件

○高齢者・障害者住宅増改築等資金貸付事業
（昭和56年4月）
貸付限度額：300万円
償還：年利 1.5％・10年
貸付実績 ・高齢者
０円／０件
・障害者
０円／０件

○高齢者・障害者住宅増改築等資金貸付事業
（昭和56年4月）
貸付限度額：300万円
償還：年利 1.5％・10年
貸付実績 ・高齢者
712,320円／１件
・障害者
０円／０件

○高齢者・障害者住宅増改築等資金貸付事業
（昭和56年4月）
貸付限度額：300万円
償還：年利 1.5％・10年
貸付実績 ・高齢者
０円／０件
・障害者
０円／０件
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松戸市障害者計画進行管理票
第５節
２

安全安心なまちづくり
防犯・防災対策

障害のある人もない人もすべての市民の日常生活における、安全・安心が確保されるようにしましょう。
（１）

災害時要援護者支援体制の整備
平成２９年度実績

平成３０年度実績

平成３１年度実績

＜危機管理課・地域福祉課＞
＜危機管理課・地域福祉課＞
○県立松戸特別支援学校と協力して福祉避難所開設 ○市内に所在する特別支援学校とのＨＵＧ訓練を実
訓練を実施した。
施し避難所における要配慮者への対応について施設
担当者の理解を深めた。（危機管理課）
○松戸市協働事業において、小金原地区における要
配慮者の支援体制の構築に向けた協議を、医療・福 ○小金原連合町会と小金原要配慮者支援会議を開催
祉の事業所や関係部署・団体等と連携して分科会を し福祉担当課も交えて要配慮者の支援方法を検討し
開催。
た。（危機管理課）
又、小金原版要配慮者支援マニュアルを策定した。
○福祉避難所開設・運営マニュアル及び小金原版要
配慮者支援マニュアルの実効性を高めるための検証
を防災訓練などの機会を活用し実施した。（危機管
理課）

<危機管理課・地域福祉課>
○市内に所在する特別支援学校とのＨＵＧ訓練を実
施し避難所における要配慮者への対応について施設
担当者の理解を深めた。（危機管理課）

○避難行動要支援者避難支援対策
・市内全域で町会・自治会等の回覧やポスター掲示
等を実施し、制度の周知した。
・市内全域で、更新のための名簿を町会・自治会長
や民生委員児童委員などに貸出した。
・避難行動要支援者名簿登録者数 6,331人
(29.6.1現在)

○避難行動要支援者避難支援対策
・市内全域で町会・自治会等の回覧やポスター掲示
等を実施し、制度の周知に努めた。
・市内全域で、更新のための名簿を町会・自治会長
や民生委員児童委員等に貸出した。
・「避難行動要支援者名簿活用の手引き」を作成配
布し、同名簿の活用方法や避難支援をする際に必
要な情報・一例を示した。
・避難行動要支援者名簿登録者数 5,767人
(R2.3.31現在)（地域福祉課）

○避難行動要支援者避難支援対策
・市内全域で町会・自治会等の回覧やポスター掲示
等を実施し、制度の周知に努めた。
・市内全域で、更新のための名簿を町会・自治会長
や民生委員児童委員等に貸出した。
・避難行動要支援者名簿登録者数 6,118人
(30.6.1現在)（地域福祉課）
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○小金原連合町会と小金原要配慮者支援会議を開催
し福祉担当課も交えて要配慮者の支援方法を検討し
た。（危機管理課）

松戸市障害者計画進行管理票
（２）

災害時における情報伝達の確実性の向上
平成２９年度実績

平成３０年度実績

平成３１年度実績

＜消防局警防課＞
＜消防局警防課＞
＜消防局警防課＞
○緊急通報システム・ファックス１１９番により障 ○緊急通報システム・ファックス１１９番により障 ○緊急通報システム・ファックス１１９番により障
害・高齢者の緊急・災害対応
害・高齢者の緊急・災害対応
害・高齢者の緊急・災害対応
・緊急通報システム
１２１件
・緊急通報システム
１６１件
・緊急通報システム
１６０件
・ファックス１１９
０件
・ファックス１１９
１件
・ファックス１１９
０件
○ｗｅｂ１１９及びＮＥＴ１１９により聴覚障害者
（登録者）からのメールによる緊急・災害対策
・ｗｅｂ、ＮＥＴ１１９登録者数
９８人
・ｗｅｂ１１９通報件数
３件
○ｗｅｂ１１９登録者のＮＥＴ１１９への切替え登
録

○ＮＥＴ１１９により聴覚障害者（登録者）からの
メールによる緊急・災害対策
・ＮＥＴ１１９登録者数
１０２人
・ＮＥＴ１１９通報件数
４件

○ＮＥＴ１１９により聴覚障害者（登録者）からの
メールによる緊急・災害対策
・ＮＥＴ１１９登録者数
１２３人
・ＮＥＴ１１９通報件数
３件

平成２９年度実績

平成３０年度実績

平成３１年度実績

＜市民安全課＞
○地域ぐるみ安全安心推進業務・地域ぐるみ犯罪防
止活動業務
・「松戸市安全安心情報のメール」（犯罪や火災等
災害情報）の配信
配信件数
４６３件
登録者数
２０，６９４人

＜市民安全課＞
○地域ぐるみ安全安心推進業務・地域ぐるみ犯罪防
止活動業務
・「松戸市安全安心情報のメール」（犯罪や火災等
災害情報）の配信
配信件数
５１５件
登録者数
２１，７１３人

＜市民安全課＞
○地域ぐるみ安全安心推進業務・地域ぐるみ犯罪防
止活動業務
・「松戸市安全安心情報のメール」（犯罪や火災等
災害情報）の配信
配信件数
５３２件
登録者数
２４，６４１人

（３）

防犯対策
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