
1 
 

平成３０年度第 1 回松戸市地域福祉計画推進委員会議事録 

 

日 時 平成 30年 8月 1日（水）午後 2時～3時 30分 

場 所 松戸市役所 7階 大会議室 

 

出 席 者  東 仲宣   委員長   文入 加代子  副委員長 

大橋 純一  委員    大野 地平   委員 

平川 茂光  委員    安蒜 正己   委員 

西野 髙嶺  委員    今成 貴聖   委員 

左合 智樹  委員    梶原 栄治   委員 

髙橋 清   委員    白鳥 ひさじ  委員 

鈴木 公一  委員    宮﨑 三千夫  委員 

知久 隆   委員    石田 尚美   委員 

鶴岡 佐奈江 委員    中沢 卓実   委員 

鎌田 啓作  委員    斉藤 幸男   委員 

吉田 安幸  委員 

 

 

欠 席 者  吉田 留美子委員 

 

傍 聴 者    1名 

 

配布資料  ＜別紙１＞を参照
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◇開 会 

 

司 会 

それでは、定刻となりましたので、ただ今より平成３０年度第一回松戸市地域福祉

計画推進委員会を開会いたします。 

初めに、資料の確認をお願いいたします。 

本日の資料は、＜資料１＞、＜資料２＞、＜資料３＞、また、「ひきこもりの理解

と支援についての啓発紙」となります。 

 

◇委嘱状交付 

 

司 会 

つづきまして、委嘱状の交付を行います。 

この度、任期途中での委員の交代がありますので、委嘱状を交付させていただきま

す。牧野副市長、よろしくお願いいたします。 

 

 【副市長による委嘱状交付】 

 

◇副市長あいさつ 

 

司 会 

続きまして、牧野副市長よりご挨拶を申し上げます。 

 

【副市長挨拶】 

 

司 会 

ありがとうございました。 

 

◇新委員自己紹介 

 

司 会 

次に、この度、松戸市地域福祉計画推進委員会委員にご就任いただきました皆様よ

り、自己紹介をお願いいたします。 

 

【各委員より挨拶】 

 

司 会 

皆さまありがとうございました。 
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◇副委員長挨拶 

 

司 会 

続きまして、次第の４、「副委員長の挨拶」につきましては、委員長不在となって

おりますので、副委員長よりご挨拶申し上げます。よろしくお願いいたします。 

 

【副委員長より挨拶】 

 

司 会 

副委員長、ありがとうございました。 

 

なお、副市長におかれましては、公務の都合により、ここで退席させていただきま

す。 

 

次に、本会の成立要件についてご報告いたします。 

本日の推進委員会には、１名、欠席のご連絡を頂いております。 

本会の成立要件につきましては、松戸市地域福祉計画推進委員会条例第７条第２項

の規程により、委員の半数以上の出席が必要となっております。 

本日、定数２４名中、半数以上の委員が出席しておりますので、本会は成立いたし

ますことをご報告いたします。 

 

また、前回の会議から引き続き、本計画の重点項目、及び推進項目などに該当する

関係課の課長が出席しております。 

 

併せて、本委員会には、松戸市社会福祉協議会が策定しております、 

「松戸市 地域福祉 活動計画」との整合性を図るため、松戸市社会福祉協議会より、

「地域福祉活動計画」の事務局にもご出席いただいておりますことを、ご報告いたし

ます。 

 

◇議 事 

 

司 会 

続きまして、次第の５、議事に移ります。 

ここからの進行は、松戸市地域福祉計画推進委員会条例第７条第３項の規程により、

副委員長にお願いいたします。 
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副委員長 

 規定により、議事進行を務めさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

まず、本委員会は公開の会議となっております。 

本日、１名より、傍聴希望を受けております。 

傍聴を許可したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

委 員 

異議なし。 

 

副委員長 

では、傍聴者の入室をお願いします。 

 

【傍聴者入室】 

 

副委員長 

それでは、議事の（１）「委員長の選出」に入ります。 

事務局より説明をお願いいたします。 

 

 

事務局 

それではご説明させていただきます。 

本委員会 委員長につきましては、松戸市医師会より、ご選出いただいておりまし

た、和座前委員にご就任いただいておりましたが、委員長不在となっております。 

「松戸市 地域福祉計画 推進委員会条例 第６条 第１項」では、「委員長、及び 

副委員長は、委員の互選による」と規定されております。 

つきましては、委員長の選出について、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

副委員長 

ただいま、事務局より説明がありましたが、どなたかご意見ございますでしょうか。 

 

委 員 

委員長については、健康福祉分野に深く精通されている、松戸市医師会長の東委員

にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

副委員長 

ただいま、東委員を委員長にご推薦されたいとのご提案をいただきましたが、皆様

いかがでしょうか。 
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委 員 

異議なし。 

 

副委員長 

 異議なしとのお声をいただきましたので、委員長には東委員にご就任いただきたい

と存じます。どうぞよろしくお願いいたします。この後の進行について、事務局より

説明をお願いします。 

 

事務局 

恐れ入りますが、委員長に選出されました東委員は、委員長席へのご移動をお願い

いたします。 

 

【委員長 座席移動】 

 

事務局 

ありがとうございました。 

次に、委員長よりご挨拶を頂戴いたします。 

委員長、よろしくお願いいたします。 

 

【委員長挨拶】 

 

事務局 

ありがとうございました。 

それでは、今後の議事進行につきましては、委員長にお願いいたします。 

それでは、委員長よろしくお願いいたします。 

 

委員長 

それでは、議事に戻ります。 

議事の（２）、「行政の取り組みの進捗状況について」事務局より説明をお願いしま

す。 

 

事務局 

それでは、お手元に配布いたしました「資料１ 行政の取り組みの進捗状況につい

て」をご覧ください。 

この調査は、前次計画であります第２次地域福祉計画において、平成２４年度から

毎年、各担当課に、進捗状況の調査を依頼し、推進委員会にてご報告させていただい

ております。 

それでは、平成２９年度の取り組み状況と達成状況について、各担当課から回答 
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された結果をご報告させていただきます。 

 まず、1ページをご覧下さい。 

地域福祉計画は、４つの基本目標からなり、各基本目標には「取り組み課題」が 

設定されております。 

次の２ページから、各取り組み課題に対する、事業評価が記載されております。 

記載内容といたしましては、「関連事業」、「担当課」、「計画目標の抜粋」、及び、 

「進捗状況の抜粋」それらの各事業が、どの程度、達成されたかの指標となる「達成

状況」となっております。 

「達成状況」につきましては、 

Ａが、平成２９年度に設定した計画目標に向けて、順調に推移している、 

Ｂが、概ね順調に推移している、 

Ｃが、進捗はやや遅れている、 

Ｄが、進捗は遅れている 

という評価になっております。 

３ページをご覧頂きますと、関連事業名の横に、「黒丸●」が付いている事業は、

平成２６年度から新たに追加した関連事業となっております。 

また、「星印★」が付いているものにつきましては、平成２７年度から新たに追加

した関連事業を示しております。 

 

 各取り組み課題は、どの項目も重要な事業でありますが、本日は、時間の関係も 

ございますので、各事業の中から「推進項目」と「重点項目」を中心にご説明させて

頂きます。 

それではまず、１ページの「基本目標１ ～安心して暮らせるまちづくり～」では、 

６番の「地域での、防災・災害時 要援護者対策」が、「推進項目」となっております。 

１５ページから１６ページをご覧ください。 

こちらの項目に係る、達成状況につきましては、進捗がやや遅れている事業はある

ものの、概ね、進捗しているものと評価されております。 

続きまして、２４ページをご覧ください。 

「基本目標２ ～自立と参加の促進～」では、４番の「地域福祉 推進のための担

い手の育成」が、「推進項目」となっております。 

３４ページから３５ページをご覧ください。 

こちらの項目に係る達成状況につきましては、全ての事業が「Ａ」評価となってお

り、地域福祉計画にて推進する項目が、順調に推移しております。 

続きまして、４０ページをご覧ください。 

「基本目標３ ～支え合い共に生きるまちづくり～」では、３番の「地域での支え

合い活動の推進 孤立させない地域づくり」が、「重点項目」、５番の「地域での交流・

ふれあいの場づくり」が、「推進項目」となっております。 

 ではまず、４４ページから４６ページの、「重点項目」の取り組み課題をご覧くだ
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さい。 

こちらの項目に係る、達成状況につきましては、「Ａ」評価が３事業、「Ｂ」評価が

２事業となっております。 

このうち、４５ページの「町会・自治会等の活動支援」につきましては、 

平成２７年度から、新たに追加された関連事業、また、４６ページの、「生活困窮者

等に対する事業所との連携」につきましては、平成２６年度から、新たに追加された

関連事業となっております。 

 次に、４９ページから５１ページの「推進項目」の取り組み課題をご覧ください。

こちらの項目に係る、達成状況につきましては、「Ａ」評価が４事業、「Ｂ」評価 

が１事業となっており、順調に推移していることがわかります。 

続きまして、５４ページをご覧ください。 

「基本目標４ ～福祉文化の創造～」では、４番の「ふるさとづくりの推進」が、

「推進項目」となっております。 

６０ページから６１ページをご覧ください。 

こちらの項目に係る、達成状況につきましては、「伝統的文化活動の育成」「新しい

祭りや催しなどの育成」の両事業とも「Ａ」評価となっており、順調に推移したと 

評価されています。 

続きまして、６２ページの「データ編」をご覧ください。 

こちらにつきましては、４つの基本目標に紐付けされている関連事業の総事業数１

０４事業のそれぞれの達成状況の評価を数値化したものでございます。 

６３ページをご覧ください。 

地域福祉計画全体で合計「１０４」事業ありますが、平成２９年度の「Ａ」評価は

「７５％」、「Ｂ」評価が「１６％」となっており、全体の約９割は、目標に対して、

順調に推移していることがわかります。 

続いて、各基本目標の進捗状況ですが、６４ページの基本目標１「安心して 

暮らせるまちづくり」では、「Ａ」評価が「６４％」、「Ｂ」評価が「１９％」と 

なっており、全体の約８割が、目標に対して、順調に推移しています。 

６５ページの基本目標２「自立と参加の促進」では、「Ａ」評価が「７６％」、 

「Ｂ」評価が「１６％」となっており、全体の約９割が、目標に対して、順調に推移

しています。 

６６ページの基本目標３「支え合い共に生きるまちづくり」及び、６７ページの 

基本目標４「福祉文化の創造」でも、各種事業が、順調に推移していることがわかり

ます。 

以上が、地域福祉計画に係る、行政の取り組みの進捗状況となります。 

 

 

続きまして、＜資料２＞をご覧ください。 

まず、訂正が１件ございます。２１ページをお開きください。 
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関連事業「地域包括ケアシステム」の担当課が「生活支援一課」と記載されており

ますが、正しくは「高齢者支援課」でございますので、訂正させていただきます。 

それでは、資料２「第３次 松戸市 地域福祉計画の計画目標 及び方向性について」

ご説明いたします。 

 第３次 松戸市 地域福祉計画は、今年度が計画初年度となっております。 

 １８ページをお開き頂きますと、事業項目の上段の「関連事業」の横に「三角印▲」

が付いておりますが、これは第３次 計画の策定に伴い、新たに設定された事業で、

全１０事業となっております。 

また、各事業の推進にあたり、推進をさらに強化する必要がある事業については、

「拡大」の表記を、引き続き着実に進める事業につきましては、「維持」の表記を 

各事業担当課において判断し、表記させて頂いております。 

今後は、計画期間である５年間で、各取り組み課題の進捗を確認し、推進委員会 

にてご報告させていただきます。 

事務局からの説明は以上でございます。 

委員長、よろしくお願いいたします。 

 

委員長 

 ありがとうございました。 

ただいま、事務局より説明がありましたが、何かご質問はありますか。 

 

委 員 

１０４もの膨大な課題を高い進捗率で実行していることに敬服いたします。 

 資料１のＰ．６のがん検診受診率について、進捗率の値は全国平均的に見ても低い

値であると思われますが、なぜ松戸はこの値なのか、またどのようにすれば向上する

のか、考えをお聞かせいただきたいと思います。 

 

健康推進課 

 まず前提として、資料に記載されているがん健診の受診率については、算出方法が

国民健康保険加入者の特定健診におけるがん健診の受診率をベースとしていること

にご注意ください。 

 現在の状況としては、市民のほとんどが都内へ働きに出ており、それぞれで社会保

険に加入している方が多くいらっしゃいます。 

そのような状況で、加入している社会保険での、がん健診、人間ドックを受診して

いる方が多いことが、受診率が低いことの一つの要因となっていると思われます。 

当課でも受診率が低いということは喫緊の課題であると十分に認識しております

ので、今後は、医師会とも協力、連携し、本市のがん検診受診率向上のため取り組ん

で参る所存です。 

その一つとして、地道な取り組みではありますが、胃がん健診において、１０月に
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胃カメラを導入する予定であります。 

このように、実際には受診率への反映は難しく、また、それぞれ保険組合の加入が

１万以上ある状況の中での、その方々の受診率を市でおさえるという点も厳しいとい

う状況をご理解いただければと思います。 

 

委 員 

 各自治体が毎年受診率を向上するようなアクションをしている中で、国民健康保険

ベースであっても、毎年向上させていくところをしっかりとベンチマークし、本市に

おいてもこの比率が経年で上がっていくことを期待します。 

 

委 員 

先程の受診率についてお伺いします。 

社会保険を除く国民健康保険ベースということでありますが、パーセンテージを国

民健康保険ベースで表せないでしょうか。 

 また、健康診断を受けたくないという人がいると思いますが、その理由については、

把握されていますでしょうか。 

 

健康推進課 

 あくまでも、先程述べたとおり、こちらの比率については、国民健康保険ベースで

の数値となっております。 

 健康診断や予防接種を受けたくないというお声については、当課においても伺って

おります。 

 やはり、がん治療においては早期発見・治療が望ましいと考えておりますので、引

き続き、がん検診の重要性、大切さを市民の皆様に周知、広報を徹底してまいります

のでよろしくお願いいたします。 

 

委員長 

 私から補足させていただきます。 

 健診を受けたくないという人が多いというのは、国民健康保険に加入している人の

ポピュレーションによると思います。 

 社会保険から国民健康保険に代わっていく年齢は高く、自営業の人が追いかけます

ので、もともと医療機関にかかっているから問題ないという人や、若年者の方で全く

医療機関にかからない、またはかかるチャンスがない人にも、健康まつど２１Ⅲのマ

イレージプログラムという事業を行い、徐々に効果が出ています。 

しかし、ドラスティックに効果がでないため、医師会としても協力するつもりです。 
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委 員 

受診率が伸びないことについては理解いたしました。 

では、本市のがんの発生率については、全国平均に比べどのようになっていますで

しょうか。 

 

健康推進課 

 がんの発生率のデータについては、市としては押さえておりません。 

 

委 員 

 それは、押さえられないということでしょうか。 

 

健康推進課 

 市として押さえているデータについては、基本的には国民健康保険加入者の情報に

なります。 

そのため、本市のがん発生率となりますと、市としては社会保険加入者の情報を 

把握していないため、押さえていないというのが現状です。 

 要精密検査のあった市民のみなさまに改めて受診していただくよう案内を出して

おりますが、その後対象者が医療機関を受診してどのようになったかまでは把握して

いないのが実態でございます。 

 

委 員 

 資料１のＰ．２５について、民生委員の欠員状況はどのようになっていますか。 

 また他に、市民の町会・自治会への加入率についてはどのようになっていますか。 

 この加入率については、昨今低くなっていることかと思いますが、向上に向けて、

行政及び町会・自治会はどのように考えていますか。 

 

地域福祉課 

 ご質問ありました、民生委員の欠員状況につきましては、現在、５４０名中 

５２１名が活動しておりますので、欠員は１９名となっております。 

 また、町会・自治会への加入率については、本日、担当課が欠席であり、状況を把

握しておりませんので、議事録にて補完させていただければと思います。 

（※市民の町会・自治会の加入率については、別紙２参照） 

 

委 員 

町会・自治会は住民の基本組織になるので、加入の問題については、庁内、また社

協とも共有していただきたいと思います。 
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地域福祉課 

担当課、社協との連携は行っておりますが、今後、ご指摘いただいたとおり、数値

に関しても目を配るようして参ります。 

 

委 員 

 資料２、Ｐ．５０の「保育所・保育園の地域交流」になりますが、それぞれ保育園

等にて地域交流を行っている中、計画目標に対象者の拡大とありますが、このことに

ついての内容を教えていただきたいと思います。 

 また、資料２、Ｐ．１５の「かかりつけ医の推進」とありますが、健康を意識する

上で、お薬手帳のような、かかりつけ手帳のような手帳があれば、医療、健康寿命に

ついての意識が向かうかと思うのだが、いかがであろうか。 

 

幼児保育課 

 対象者の拡大については、資料１のＰ．５１をご覧いただき、現在の進捗状況を 

掲載させていただいております。 

 現在、市内１７公立保育所で１，６００回の交流となっておりますが、民間保育所

についても、それぞれの地域で活動を行っていることは十分把握させていただいてお

ります。 

 当然、地域で子供たちを支えていくという側面もありますので、より多くの参加を

促すため、対象者の拡大とさせていただいております。 

 

地域医療課 

 資料２、Ｐ．１５の「かかりつけ医の推進」でございますが、まず当課としまして

は、かかりつけ医を持つということで、医療機関マップを作成し、各支所にて配布し

ております。 

 先程ご提案の「かかりつけ医の手帳」でございますが、行政の力だけでは進めてい

くことが難しいと思われますので、医師会とも意見を交換し、検討して参りますので、

よろしくお願いいたします。 

 

委員長 

 私からも補足させていただきます。 

 現在、本市においては、在宅医療がかなり普及しております。 

この在宅医療では、在宅医と病院の先生の連携という２人主治医制を取り組み始め

ており、この取り組みを起爆剤とし、２人主治医制の連携を目に見える形で進めてい

き、推進していきたいと思います。 

 お薬手帳については、役に立つものの、１人で複数所持していることや、自分が何

の薬をもらっているかわからない、同じ薬を別病院にて処方してもらっているなどの

現状があります。 
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 この現状を踏まえて、連絡手帳のような、薬の内容や、患者の検査データ等、患者

にとって必要なことが書かれているものの作成を目標、理想とし、取り組んでいます

が、現実的に作成するには難しい状況であります。 

 ですが、このような取り組みを行うことで、無駄な薬、誤飲、患者の状況理解等に

つながると考えております。 

 

委 員 

 資料２のＰ．２９の関連事業「民生委員・児童委員」について、計画の方向性、計

画目標抜粋に人権擁護委員と記載されているが、これは記載間違いではないか。 

 

事務局 

 事務局より回答いたします。 

 こちらは、人権擁護委員の内容を重複して記載しておりますので、後ほど訂正した

資料を配布いたしますので、お詫び申し上げます。 

(※資料の訂正については、別紙３参照) 

 

委員長 

資料の訂正をお願いいたします。 

 

委 員 

資料１のＰ．１６の関連事業「自主防災組織の立ち上げ、活動への支援」について、

自主防災組織の結成率が８６.９３％であるが、残りの１３％に共通する状況や、地

域性などを把握されているのでしょうか。 

 

危機管理課 

 申し訳ございません、地域性等の把握は当課では行っておりません。 

 

委 員 

 では、仮にマンション群が多い等の共通する地域性がある場合は、地域福祉課や社

会福祉協議会との連携が必要であると考えますが、どうお考えでしょうか。 

 

危機管理課 

 確かに、マンションでの自主防災組織の結成は難しいと考えていますが、この点に

関してはパートナー講座を用いて周知啓発に努めていくところでございます。 

 

委員長 

 私の知る限りでは、小金原地区での防災組織が市の防災訓練に関わらず独自で防災

訓練を行う等、非常にしっかりしているものであると認識しています。 
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委 員 

 だとするならば、各地域の特徴や実状に合わせた対策、連携を各課が考え実行すべ

きであると意見いたします。 

 もう一点、資料１のＰ．２３関連事業「生活困窮者自立支援事業」の達成状況が「Ｃ

評価」であることについて、プラン作成件数の少なさが直接の原因かと思うのですが、

これは単純に広報が足りていない、もしくは制度へのアクセシビリティが不足してい

るといった理由があるのでしょうか。 

 

生活支援一課 

 こちらについては、第二次地域福祉計画の途中から盛り込まれ、見込みがつかみづ

らいという状況でありました。 

そのため、国の目安値を参考しましたが、周知を徹底するといった部分も影響して

いるのか、現実は開きが出てしまいました。 

これに対し現在、各方面の出先機関や各関連機関へチラシ等を用い、周知を行って 

参ります。 

 

委 員 

 自分たちの地域の身の丈に合わせた数値を目標にできるようしていただければと

思います。 

 

委 員 

 資料２のＰ．４３関連事業「まつど孤独死予防センター、孤独死ゼロ作戦の支援」

で孤独死について、いくつか質問いたします。 

 まず一つ目としては、孤独死が発生する社会的背景をどのように見ており、なぜ増

えているのか。 

 次に、孤独死の要因について、行政としてどのように理解し、どの程度解明してい

るか。 

 特に孤独死の場合は、早期発見・対応がとても重要であるため、お聞かせいただき

たいと思います。 

 そして、行政は孤独死に対して、どのような支援策を検討しているのでしょうか。 

 市内が１５地区に分かれているかと思いますが、その地区ごとの孤独死のデータを

把握しているようでしたらお教えいただきたいと思います。 

 最後に、孤独死予備軍といわれる方の状況について把握されていますでしょうか。 

 

地域福祉課 

 周囲の方の無関心や、部屋の中の状態が悪化しているとなど、いくつかの孤独死に

至る要因がある語った資料を拝見したことはあります。 

 そういった要因があるため、孤独死を引き起こすということを勉強させていただき
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ました。 

 また、質問にありました１５地区別の孤独死のデータについては、市では持ち合わ

せておりません。 

 

委 員 

孤独死の実態については、例年データを公表しているかと思いますが、１５地区別

のデータがないというのには疑問があります。 

 

地域福祉課 

 地域福祉計画のＰ．２４において、孤独死のデータを年齢階層順でのデータを公表

させていただいているところでありますが、地域福祉計画及び当課においてもこれ以

上のデータは持っておりません。 

 

委 員 

 孤独死の実態を把握していないと、対策や予防策を講じることができないと考えて

おり、回答については問題があると思われます。 

 予備軍の方の特徴としては、町会・自治会に未加入であり、友人が少なく、身寄り

と連絡することができない場合がほとんどです。 

 このように、どういった方々が予備軍なのか把握する必要あると考えています。 

 つながりが弱い彼らを行政が支援し、どういった方法で地域のコミュニティを発展

させるのか、つながりの問題をどうやって解決するかが孤独の防止策につながります。 

 こういった点を十分に、行政に考えていただきたい。また、みなさんにもこういっ

た点を考えていただきたい。 

 次回の推進委員会では、行政からの報告を期待しているのでよろしくお願いしたい。 

 

高齢者支援課 

 孤独死につきましては、委員からご指摘いただいたとおり、人や社会とのつながり

が弱い方に孤独死の恐れがあるということは当課でも認識させていただいておりま

す。 

現在当課では、様々な地域の見守り活動を皮切りに、孤立しない地域づくりを行っ

ております。 

 中には、一つのボタンで助けを呼ぶことができる緊急通報装置の設置や、スーパー

や移動販売車と協定を結び、常連のお客さんについて様子を気にしていただくといっ

た、様々な地域の目を活かし見守れるような地域づくりを目指しております。 

 また、福祉長寿部では、地域共生社会を目指し、地域が独自で問題を解決できるよ

う取り組んで参りますのでよろしくお願いいたします。 
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委 員 

 それでは孤独死やその予備軍への対策、予防策がはっきりしていないため納得はで

きない。 

 この問題について、県や国の対策をどこまで把握しているかお聞かせいただきたい。 

 

地域福祉課 

 委員がおっしゃられている周囲からの孤立を防ぐといった意味では、地域共生社会、

地域包括支援体制の構築といった、人と人とのつながりを作る取り組みを始めており、 

こういった取り組みが、孤独死またはその予備軍の対策、予防策の始まりとしての原

動力になると考えております。 

 また、そういった中でも地域のつながりというのは、行政の働きかけだけでは成立

するものではないとも考えておりますが、行政から地域へと全国の成功体験等を提案

していく提案型といった形で、合致したものから進めていくといった形も一つの方法

であると考えております。 

このように、地域共生社会の実現はなかなか難しいですが、なかでも孤独死を防ぐ

といった意味では、大きな原動力になると考えておりますので、全庁的にも力を入れ

て進めてまいります。 

 

委 員 

県や国の取り組みについて把握しているかお聞きしていますので、その部分につい

てご回答お願いいたします。 

 

地域福祉課 

 申し訳ございません、存じ上げておりませんので、勉強したいと思いますのでよろ

しくお願いいたします。 

 

委 員 

地域共生社会に関連しまして、分野をまたがった横断的連携、例えば比較的関連す

る管轄課が共同で活動を行うといったようなものはあるのでしょうか。 

 

高齢者支援課 

当課での一番わかりやすい成果としましては、４月より基幹型包括支援センターの

窓口を拡充し、分野を横断した他分野の相談を受けとめるといった「福祉まるごと相

談窓口」を設置いたしました。 

こちらの窓口は、制度の狭間を埋めるため、また地域で孤立している方を救おうと

いう強い思いから始まった窓口であります。 

順調に始まっており、窓口も「ふくまる窓口」として、徐々に関係者に定着してき

ている状態であり、４月から６月には３２件もの新規の相談がありました。 
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この相談の中には、引きこもりに関することや、刑務所を出所された方、地域にな

じむことができないといった相談が寄せられています。 

近年増加している、一世帯に複数の問題があるといった相談も、３２件のうち１５

件と多くの割合を占めております。 

これらに対応すべく、医療機関などを含めた関係機関が担当者会議を行い、連携を

密にし、取り組んでいます。 

 

委員長 

それでは、以上で質疑を終了します。 

皆様多くのご意見をいただき、ありがとうございました。 

 次に、その他について、事務局より説明をお願いします。 

 

◇その他 

事務局 

 まず始めに、その他の（１）、「平成２９年度 地区社会福祉協議会の取り組み状況

について」、松戸市社会福祉協議会より、ご案内いただきます。 

 

市社協 

それでは、地区社会福祉協議会の昨年度の活動状況についてご報告いたします。 

お手元の資料３ 平成２９年度事業報告書（抜粋）をご覧ください。 

１ページでは、地区社協支援事業といたしまして、各地区の設置状況と助成状況を

記載しております。 

 

２ページでは、各地区社協の評議員構成をまとめております。町会・自治会、民生

委員児童委員、福祉ボランティアをはじめ、福祉・社会活動団体や学校・医療関係 

団体等、計９５５名の方が評議員として各地区社協に参画していらっしゃいます。 

評議員以外にも、多くのボランティアの方が地区社協事業で活動されています。 

３・４ページでは各地区が実施している事業実施状況の一覧となっております。 

事業の詳細は５ページから１２ページをご覧ください。 

１３・１４ページは、７０歳以上の独居高齢者などを対象にして開催されるふれあ

い会食会の実施状況です。 

１５地区にて、計１８７回開催され、延８，８８３人の参加者と３，５６７人の 

ボランティアを集めるなど、参加者は年々増加しています。 

１５・１６ページは、地域の高齢者の居場所づくりとして、誰でも気軽に参加し、

談話や音楽、催し物や体操などを行う、ふれあいいきいきサロンの実施状況となり 

ます。 

１４地区、４２会場で、８５１回開催され、２０，０１６人の高齢者と、４，４５

７人のボランティアが参加しました。 
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参加高齢者数、ボランティア数ともに昨年度より増加しています。 

１９・２０ページは、乳幼児とその保護者など、子育て中の親子が交流する子育て

サロンの開催状況です。 

１３地区２６会場で開催され、合計３３１回、子ども４，６８２人、 

大人４，１９９人と、ボランティアは２，８５６人にて開催されました。 

こちらは２８年度に比べ、子どもの参加者は微増しています。２１ページは、各地

区社協のふれあい広場の開催状況です。ふれあい広場は、小中学校の体育館や市民セ

ンターなどで開催される地域住民の交流イベントで、平成２９年度より本庁地区社協

が実施し、計１３地区で実施され、のべ３５１団体、２２，４４６人の参加者を集め

ました。 

２２ページは、結婚５０年祝賀事業の実施状況です。 

対象者に記念品を贈呈する他、各地区により祝賀会等が開催されており、申込者は

年々増加しています。 

２５ページ以降はボランティアセンターの事業報告ですので、後ほどご覧ください。 

 

事務局 

ありがとうございました。 

ただいま説明がありましたが、何かご質問はございますでしょうか。 

 

委 員 

 資料３のＰ．３～４について、この表は社会福祉協議会の行っている活動状況及び

社会福祉協議会の役割がよくわかるため、市民への周知啓発へ、ぜひ利用していただ

きたいと思います。 

 こういった表は、地域福祉全体のレベルアップに繋がると考えておりますので、行

政の方におかれましても、市の広報への掲載等検討していただければと思います。 

 

地域福祉課 

 ぜひ、検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。 

 

事務局 

続きまして、その他の（２）、今後の予定についてご説明いたします。 

今後の予定として、本年１０月１９日金曜日に、昨年度より開催している 

「地域福祉サロン ～困ったときはお互いさま～」を開催いたします。 

開催内容等につきましては、今後の地域福祉計画 推進委員会にてご報告させてい

ただきます。 

また、庁内の予定といたしましては、１１月に「松戸市地域福祉計画庁内連携会議」

を開催し、庁内各課との情報共有を図ってまいります。 

また、来年１月には、「第２回地域福祉計画推進委員会」を開催する予定となって
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おります。 

開催日程等につきましては、改めて発送させていただきます。 

 委員の皆様におかれましては、ご多用のこととは存じますが、引き続き、本委員会

の推進にご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。 

最後に、松戸市が後援となっておりますイベントについてご紹介させていただきま

す。啓発紙を配布させていただきましたが、「ひきこもり応援ネット」様 主催の、 

「ひきこもりの理解と支援について」の講演会が、８月２５日 土曜日の１３時から、

稔台市民センター、第２ホールにて開催されます。 

 このイベントは、ひきこもりに関する実情や、具体的な支援について、多くの方に

理解していただくことを目的に、第１部では、聖徳大学短期大学部 保育科 准教授で

あります、檜垣先生にご講演をいただき、第２部では、関係機関や団体の皆様から、

活動事例等を、ご紹介いただく内容となっております。このような機会を通じて、「ひ

きこもりに対する実態」への理解が深まり、支援に対する輪を広げてまいりたいと考

えておりますので、ぜひとも、皆様のご参加をよろしくお願いいたします。 

事務局からは以上でございます。委員長、よろしくお願いいたします。 

 

委員長 

ありがとうございました。 

 ただいま、事務局より説明がありましたが、何かご質問はありますか。 

 

【質問なし】 

 

委員長 

 以上で、本日の議事は全て終了いたしました。 

 皆様のご協力をいただき、ありがとうございました。 

 

◇閉 会 

司 会 

 皆様、本日はご協力をいただき、ありがとうございました。 

 以上をもちまして、平成３０年度第一回松戸市地域福祉計画推進委員会を終了いた

します。 

 ありがとうございました。 

 

（終了） 
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＜別紙１＞ 

 

配付資料一覧 

 

・次第 

・座席表 

・委員会条例 

・資料１ 

・資料２ 

・資料３ 

・ひきこもりの理解と支援についての講演会 チラシ 
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＜別紙２＞ 

 

 

 

松戸市民に関する町会・自治会への加入率について 

 

議事進行中にて、質問がありました「現在の町会・自治会加入率について」は下記

のとおりとなっております。 

 

 

松戸市民の町会・自治会加入率   ７０．４％ （平成３０年４月１日現在） 

 

 

 

所管課 市民部 市民自治課 
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＜別紙３＞ 

 

平成３０年度第１回松戸市地域福祉計画推進委員会における＜資料２＞の訂正内容 

 

１ 配布資料  「＜資料２＞第３次松戸市地域福祉計画の計画目標及び方向性について」 

 

２ 該当ページ  ２９ページ（関連事業：民生委員・児童委員） 

 

３ 訂正内容  （１）計画の方向性 

        ・松戸市民生委員推薦会をはじめ、町会・自治会や関係機関と連携 

         を図りながら、欠員数を減少していく。 

        ・広報誌等による民生委員制度のＰＲを実施。 

 

        （２）計画目標抜粋（Ｈ３４） 

        ・定数５４０名に対する欠員数ゼロを目指す。 

        ・松戸市民児協だより「愛の小鳩」等の広報誌を活用することで、 

民生委員制度の周知・啓発に努め、同制度に対する理解を深める。 

 


