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はじめに
健康で心豊かに暮らせるまちづくりを目指して
健康で長生きをすることは、誰もが願うものです。
松戸市にも 100 歳を超えてもお元気でいる方が増
え、大変喜ばしいことです。しかしながら、松戸市
も国と同様に高齢化が進んでおり、年齢を重ねると
ともに生活習慣病を発症する人や介護を要する人が
増加し、“日常的に介護を必要としないで自立した生
活ができる期間”である「健康寿命の延伸」が重要
な課題となっています。
松戸市では平成 14 年度に松戸市健康増進計画「健康松戸 21」を、平成 23 年
度に「健康松戸 21Ⅱ」を策定し、市民の健康づくりを推進してまいりました。
このたび「健康松戸 21Ⅱ」の改定にあたり、市民の皆さんが 10 年後も健康を
維持・増進できるようにと、特に生活習慣病の発症や介護が必要になる状態を
予防することを視点に計画の充実を図りました。そして、健康づくりは個人が
主体となって取り組むだけでなく、地域の皆さんで支え合うことも大切な要素
と考え、基本理念に「市民が主役！自ら取り組み、地域で共に支え合い、健康
で心豊かに暮らせるまちづくり」を掲げて、「健康松戸 21Ⅲ」（平成 26 年度～
35 年度）を策定いたしました。
この計画が市民の皆さんの健康づくりの一助となり、高齢になっても元気で
いきいきと生活している方が増えることは「健康で心豊かに暮らせるまち松戸」
をつくることにつながります。
今後は計画推進のために、市民の皆さんとともに力を合わせて取り組んでま
いりますので、一層のご理解とご協力をお願いいたします。
結びに、本計画の策定にあたり、多大なるご尽力をいただきました、松戸市
健康づくり推進会議および松戸市健康増進計画健康松戸 21 策定部会委員の皆さ
ま、関係者の方々、並びにアンケート調査などで貴重なご意見をいただいた市
民の皆さまに対しまして、厚く御礼申し上げます。
平成 26 年 10 月

松戸市長 本郷谷 健次
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