
平成 29 年度第 3 回松戸市地域福祉計画推進委員会議事録 

【最終版】 

 

日時：平成 29年 12月 27日（水）午前 10時 30分 

場所：中央保健福祉センター２階 集団指導室 

 

 

 

出席者：  和座一弘委員長     文入加代子副委員長   新屋敷房代委員 

      大野地平委員      平川茂光委員      安蒜正己委員       

今成貴聖委員      佐合智樹委員      梶原栄治委員 

角口早苗委員      角谷昭一委員       白鳥ひさじ委員 

奈賀綾子委員      宮﨑三千夫委員          知久隆委員 

石田尚美委員      山口志津子委員     中沢卓実委員 

毛利多壽子委員     吉田安幸委員 

 

欠席者：  大橋純一委員  大塚清一委員  鎌田啓作委員  斉藤幸男委員 

             

傍聴者：    ０名 

 

事務局：  地域福祉課長 伊東 朱美 

        課長補佐 正木 辰也 

主査 小林 令奈 

主事 岩﨑 剛大 

 

■開会 

 

司会 

本日は忙しい中お集まりいただき、ありがとうございます。 

定刻となりましたので、ただいまより松戸市地域福祉計画推進委員会を開催いたし

ます。私は、本日の司会をつとめさせていただきます、健康福祉部地域福祉課の小林

と申します。宜しくお願いいたします。初めに、健康福祉部長の千石 秀幸よりご挨

拶を申し上げます。 

 

千石部長 

皆様こんにちは。健康福祉部長の千石でございます。 
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本日は、年末のご多忙の中、本委員会にご出席いただき、誠に有難うございます。

また、日頃より、本市の地域福祉の推進にご尽力を賜り、改めてお礼申し上げます。 

さて、本年度は、次期計画である「第３次松戸市地域福祉計画」を策定する年であ

り、これまで委員の皆様には、この推進委員会の場で、多くのご意見を頂戴し、計画

案についてご審議いただいたと存じます。 

また、１０月１日より１か月間は、市民の皆様からもご意見を頂戴するため、パブ

リックコメントを実施し、１０８件のご意見を頂きました。本日は、パブリックコメ

ントの結果報告をさせていただき、再調整した計画案をご提示させていただきます。

簡単ではございますが、本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

司会 

続いて、お手元の資料について確認をお願いいたします。 

本日、机上には、 

○(本日の)式次第 

 ○座席表 

 ○第 3次松戸市地域福祉計画（案）の１１５ページの差し替え 

を配布させていただいております。 

 なお、この差し替えにつきましては、このたび本市が日本経済新聞社と日経ＤＵＡ

Ｌ（デュアル）が調査した「共働き子育てしやすい街ランキング２０１７」において、

全国編１位を受賞したことに伴い、その内容を加筆したものとなっております。 

また、机上の資料以外に、事前資料として、 

○ 第３次松戸市地域福祉計画（案） 

○ 第３次松戸市地域福祉計画（案）に対する意見と市の考え方 

を、送付させていただいております。 

不足の資料があればお申し出下さい。よろしいでしょうか。 

 

次に、本委員会の成立要件についてご報告申し上げます。 

本日は、大橋純一委員・大塚清一委員・鎌田啓作委員・斉藤幸男委員より欠席のご

連絡を頂いております。 

本日の委員会の出席は２４名中２０名の出席で過半数を超えておりますので、条例

第７条の２の規定により、委員会としての成立要件を満たしております。 

なお、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で該当する関係

課の課長が出席しております。 

また、本委員会には、松戸市社会福祉協議会の文入会長に委員としてご参加いただ

いておりますが、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、「地域福祉活動計画」の事務局の方にもご出席いただい

ておりますので、ご報告いたします。 

最後に、議事録についてですが、前回よりホームページにて議事録の公開を開始し
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ております。 

つきましては、本委員会も前回と同様、会議の議事録を、発言者は「委員」とし、

発言内容について、プライバシーに関わる内容がありましたら、適宜修正を加えた形

で議事録を作成し、ホームページに掲載することについて、ご了承いただきたいと思

います。 

それでは、これ以降の議事進行については、「条例第７条第１項」の規定により、

和座委員長にお願いしたいと思います。 

なお、ご発言の際は、お手元にマイクをお持ちいたしますので、恐れ入りますが、挙

手していただくようお願いいたします。 

  

委員長 

本日の会議の円滑な運営につきまして、委員の皆様のご協力を賜りたいと思います。

どうぞ宜しくお願いいたします。 

当委員会は公開の会議となっておりますが、本日は、傍聴の方はいらっしゃらない

とのことですので、このまま議事を進めます。 

始めに、議事の１「第３次松戸市地域福祉計画（案）について」事務局より説明を

お願いします。 

 

事務局 

第３次松戸市地域福祉計画のパブリックコメント結果について報告させていただ

きます。地域福祉課の岩﨑です、よろしくお願いいたします。お手元に配布いたしま

した、資料２「第３次松戸市地域福祉計画（案）への意見と市の考え方」をご覧くだ

さい。一枚めくっていただきますと、パブリックコメント手続結果の概要が記載され

ております。 

パブリックコメントは、１０月１日から１０月３１日の１ヶ月間実施致しました。

ご意見は３名から頂戴し、１０８件のご意見をいただきました。 

１ページ戻っていただき、いただいたご意見の内容を事務局にて５つに分類いたし

ました。 

まず始めに、 

Ａ 言葉の定義等に関するもの ３件 

Ｂ 地域福祉の現状の捉え方に関するもの ３７件 

Ｃ 計画自体のあり方に関するもの ６件 

Ｄ ご提案・要望に関するもの ３５件 

Ｅ 語句訂正に関するもの ２７件、合計１０８件となりました。 

 

それぞれのご意見に対し、庁内関係課と緊密に連携し、調整した結果、１０８件中

６２件の計画内容を修正することとなりました。 

修正後の計画は、お手元に配布しているものになりますので、後程ご覧いただけれ
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ばと存じます。 

なお、修正箇所でございますが、事例を上げてご説明いたします。１ページをお開

き下さい。 

コメントナンバー１は、Ａの言葉の使い方に関するものであり、「ボランティア」

について、無償だけでなく有償ボランティアについての記載とのご意見をいただき、

修正を加えました。 

次に、３ページをお開き下さい。コメントナンバー９、「まつど地域活躍塾」につ

いてです。 

Ｂの現状の捉え方に関する表記に関するものとして、「まつど地域活躍塾」の取り

組みの記載がないとのご意見を頂き、加筆いたしました。 

次に、１０ページをお開き下さい。コメントナンバー４１、「計画期間や推進状況

の評価方法について」です。 

Ｃの計画自体のあり方に関するものとして、ご意見をいただきました。修正はござ

いませんが、地域共生社会の実現が国をあげて重要な取り組みとなる中、地域福祉計

画は、福祉分野の上位計画と位置づけが変わりまして、本年からホームページに委員

会資料や議事録をアップするなど推進状況の見える化を図っており、今後も改善に向

けて検討したいと存じます。 

次に、１２ページをお開き下さい。コメントナンバー５２からについてです。 

分類Ｄの、計画に対してご提案・要望についてですが、様々なご意見を頂戴し、ネ

グレクトなど、語句の説明を新たに加える修正を適宜いたしました。 

最後に１８ページをお開き下さい。コメントナンバー８２からは、分類Ｅの語句訂

正で、文章の誤り、意味が分かりづらいとのご意見を頂戴いたしましたので、確認後

修正いたしました。 

以上、パブリックコメントについてご報告いたしました。 

計画の最終案として、ご承認のほどお願いいたします。 

 

委員長 

ありがとうございました。事務局より説明がありましたが、今の説明について何か

ご質問やご意見ございますか。 

 

委員 

しっかりした計画ができているな、と感じます。一つだけパブコメの中で目標の達

成の評価について、どうしてもこういう計画は「絵に描いたもち」になってしまいま

すので、できるだけ客観的に表現していくことを継続的にやっていく必要があると思

います。 

 とはいえ客観的にというのは難しいですが、先ほどご説明があったように「共働き

子育てしやすい街Ｎｏ.１」、あれが正に、組織が良い仕事をやったことの成果として

評価につながるのだと思います。地域共生社会を作るうえでの芽が、マスコミも含め
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て育っていますので、我々市民も評価されるのは嬉しいと思います。ですので、是非

外から評価されるような計画を作っていって、それを積み上げていけば、きっと客観

性に繋がっていくと思うので、これからもよろしくお願いしたいと思います。 

 

委員長 

 ありがとうございます。評価の仕方ということでしたが、客観的な評価として、今

回は「共働き子育てしやすい街Ｎｏ.１」と評価を頂いたわけですけれども、それに

ついて事務局から何かありますでしょうか。 

 

事務局 

 客観的な評価については、今回の第３次松戸市地域福祉計画から初めて推進状況を

見える化することに前向きに取り組みました。例えば、地域団体の皆様にアンケート

を取って、その結果を掲載したり、行政の取り組み状況について、目標を立てていた

だいて客観的な評価をしていただくとか、そういうことに取り組んできました。 

また委員からのご意見の中で、評価が大事というところは実感しておりまして、日

経ＤＵＡＬの表彰が、計画を策定している最中にございまして、すぐに担当課と調整

をして掲載するということを企画させていただきましたので、今後も地域福祉の分野、

様々な分野で評価されることがあると思いますので、外部からの評価について、松戸

市が良い評価であれば、皆様と協力して計画の中で公表していきたいと思います。 

 

委員長 

 ありがとうございました。この日経の子育てランキング、私も拝見しましたが、評

価基準というのが公表されております。 

例えば「病児保育に対して実施している」や「待機児童」についてですけれども、

松戸市の場合は特に予防接種に関して非常に自主的に助成をしております。特におた

ふく風邪、これは是非予防接種をしなければいけないのですが、残念ながら日本は非

常に遅れておりまして、現在任意接種ということで保護者が費用負担しております。 

この点で松戸市が助成していることは、実は評価項目の中に入っていません。それ

から小児の救急体制も非常に充実したものがありますが、今回の評価項目にはなって

おりません。なので、きちんとした評価をしている機関に向けて逆に市がＰＲすると

いうことも必要だと、私は感じております。何か他にございますでしょうか。 

 

委員 

 パブリックコメントの１０ページの４２番、民生委員についてです。意見の趣旨に

「見込みがない」にもかかわらず、どうしてＡ評価なのか？という意見について、こ

れはいかがなものですか。 
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委員長 

 いかがでしょうか。 

 

事務局 

 パブリックコメント４０番に「民生委員の定数５４０人に対し、実員数は５１３人

であり、欠員ゼロではない。評価Ａではない」ことに対する市の考え方をお示しさせ

ていただいているところです。 

評価Ａにした理由にいたしましては、全国的な欠員状況もある中で、本市において

は民生委員の委嘱について、欠員が生じた際に欠員を埋めるための努力を地域の皆様

がされているということを当課では存じ上げておりますので、そのことも含めまして

Ａ評価とさせていただいております。 

 

委員 

 それはそうですが、パブリックコメント４２番の表現が少し厳しくないでしょうか。 

 

事務局 

 コメント４２番も同じような内容ですが、行政における進捗状況の評価についての

内容も入っておりましたので、この部分は例示として民生委員が取り上げられており

まして、この客観的な評価法の研究を今後も重ねていきたいというのを申し上げてい

る内容でございます。 

 

委員長 

 他になにかございますか。 

 

委員 

 計画の５７ページ、下の段「まつど医療機関マップ」と書いてあります。この医療

機関マップに１５地区の地域包括支援センターの掲載がありません。それと市内１５

地区の医療機関と地域包括支援センターと地区社会福祉協議会、この３つのマップを

作った方がいいと思います。この医療機関だけのマップというのは１５年前に船橋の

医師会が作成いたしました。その当時に船橋の医療機関マップ、実は私が提案して作

ったもので、現在は、医療と地域福祉と地域包括が重要なテーマなのです。この３つ

がお互いに協働しあっていくのが大事であります。それがこれからの地域ケアシステ

ムの元になるものと考えます。 

その意味では３本柱のマップを作ったら良いと思います。医療機関だけのマップで

はなくて、３つのそれぞれの立場は共に重要になってくると同時に、これからの地域

におけるケアシステムの基礎になる部分です。医療機関マップを３本柱で作るという

ことが大事だと思います。 
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委員長 

ありがとうございました。今の論点ですが、確かに医療機関だけではなくてもう少

し連携している会議も含めて情報を提供しなくてはいけないということを指摘され

ましたが、いかがでしょうか。 

 

事務局 

 委員がおっしゃられたことについて、まつど医療機関マップに地区社会福祉協議会

や地域包括支援センターなどの情報も盛り込んでほしいとのご趣旨だと思います。 

地域包括支援システムについては今回初めて地域福祉計画に取り組み課題として

入れさせていただいた通り、今後地域福祉の分野でそういったことも深めていかなく

てはいけないと考えていますし、方向性もそうだと考えます。医療機関マップにつき

ましては、様々な調整も必要だと思いますので、貴重なご意見として承らせていただ

きたいと考えております。 

 

委員長 

 ありがとうございます。私もやはりこういう意見は非常に貴重だと思います。市も

一緒になって、より一層ケアしていかなくてはいけないと思います。他にございます

か。 

 

委員 

 質問ではなくて、日経ＤＵＡＬの「共働き子育てしやすい街ランキング１位」とい

うことですけれども、この記事は東京都を除いてということが書いてあります。その

中での全国１位ということですが、松戸市は様々な団体が子育て支援をしています。 

保育園については、夜間保育や病気児童のケア、あるいは送迎ステーション、様々

なことを実施しているのですが、実際、一般市民がどの程度全国１位になったことが

浸透しているかということが気になるところです。そういうところもＰＲした方がい

いのではないかと思いました。 

 

委員長 

 ＰＲのことについてですが、いかがですか。 

 

事務局 

 ＰＲにつきましては各担当課で実施する事になるかとは思いますが、地域福祉計画

の中でも呼びかけをすることは、様々な団体の中でも広がっていくかと思います。 

地域福祉の分野でも、松戸市は子育てが充実しているということを積極的に私もＰ

Ｒさせていただきたいと思っておりますので、今後ともいろいろ調整しながら進めて

いきたいと思います。 
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委員長 

 ありがとうございます。○○委員、あるいは○○委員、この点についていかがです

か。この実績はメディアで非常に大きく取り上げられていますが、この点についてご

感想やご意見などございますか。 

 

委員 

 幼稚園はようやく子どもたちを親のニーズに合わせて、預かる時間の延長の形を取

れるようになったのですが、この点は地域差がありまして、多いところ少ないところ

があります。また、ここのところ私達が一番問題にしているのは人件の関係です。教

師が集まってこないところです。子育てのしやすいところというのは、やはり教師達

が万全を期してこどもたちを預かる、これが「安全」というかたちで、ＰＲのひとつ

と思いますので、是非この人件、保育士、教師に対しても目を向けて、市で「子ども

たちを預かる人材がいて、安全で、時間延長もできる」と、すべての親が安心して子

供を預けられる体制を取っていきたいと思います。今のところは、教師不足が一番ネ

ックでありまして、今後も協力をいただけるとありがたいと思います。 

 

委員長 

 人材とか教師不足ということですが、いかがですか。 

 

事務局 

 「共働き子育てしやすい街ランキング」に載ったという一方で、現場の方で保育士

不足、教諭不足の状況があるということは認識しております。 

働いている方々の満足がないと保育や教育の質の向上というのは図れないと認識

をしておりますので、そういったことにも視野に入れて協力していきたいと思ってお

ります。 

 

委員長 

 ありがとうございます。他はいかがですか。 

 

委員 

 「共働き子育てしやすい街ランキング」ということで今のニーズにあった、働きや

すいということだと思いますが、松戸市として子育てに対してしっかりと考えていた

だいていると思ってうれしく思っています。 

ただ、現場の利用者の声を聞いていると「何で 1 位なの？」という声も聞きます。

他の地域に出ると「松戸ってこんなによかった」と思うのですが、ただそのハード面

はしっかりと出来ている中で、ソフト面が先ほどおっしゃった教師の面、保育士の面

など子育てに係わる方以外にも、福祉に係わる人材をどう育てていくかということを

松戸市としては考えていく必要があるのかな、と思います。 
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委員長 

私は人材を育てるにしても、子育てのみにフォーカスするのではなくて、多世代に

わたって包括的に見ていく方々、例えば幼児保育でも保育士だけではなく、福祉の経

験があるボランティアの人が入るということも一つの方法なのかもしれません。そう

いうような形で「子育て」が、他世代に繋がる社会を作りあげればよろしいのではな

いかと思います。 

いかがでしょうか、他になにかございますか。 

 

委員 

 計画書の７８ページに民生委員のことが書いてあります。民生委員の役割がこれか

らますます重要になってきます。そこで、民生委員は１００周年にあたって、大会宣

言というものを発表しました。それから同協議会の信条もあります。誰にとっても地

域福祉の視点に立った重要な内容が盛り込んでありますので、この二つを資料として

計画書の中に入れたらいいと思います。 

 

委員長 

それについてなにかございますか。 

 

事務局 

 今年度、民生委員児童委員制度１００周年を迎えまして、委員がおっしゃられたよ

うに大会宣言ですとか、民生委員児童委員の信条などございまして、非常に大事なも

のだと考えておりますが、紙面の都合もございますので、貴重な意見ということで承

って検討させていただきたいと考えております。 

 

委員長 

 今のお話はそういうことですが、委員よろしいですか。 

 

委員 

わかりました、ありがとうございます。 

 

委員長 

 他になにかございますでしょうか。 

 

委員 

 前の方でも申し上げましたが、パブリックコメントはどこかで公表されるのですか。 

 

事務局 

 本委員会の会議で公表させていただいた後に、2月頃に公表させていただく予定に
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なっております。 

 

委員 

 それは市民に対してということですか。 

 

事務局 

 パブリックコメントも広く皆様からご意見を頂くという場になっておりますので、

それに対するご意見を公表するということになっております。 

 

委員 

 それでは民生委員の立場で、パブリックコメント４２番の例がございますが、「民

生委員が～」というもの、これを別のものに変えていただくことはできませんか。 

 

委員長 

 別のものと言いますと。 

 

委員 

これは民生委員の推薦会にも係わることですが、この方のご意見で２９年度には民

生委員が増える見込みはない、とありますが、先ほどお話もありましたが何回か推薦

会を設けまして推薦にいたるわけです。そういう背景をご存じないまま、このまま公

表されますと、推薦会も民生委員も各地区の会長も努力していないのではないか、と

いうような捉え方をされる恐れもありますし、我々の団体としてはこういった例示を

出していただかない方がいいと感じています。 

 

委員長 

 ○○委員、お願いいたします。 

 

委員 

 これはパブリックコメントで市民の意見からということだと思います。ですので、

例えばここのところを「見込みがない」というのはきついと思うのですが、市民から

の意見なので、こういった表現は致し方ないと私自身は思っております。 

 

委員 

 パブリックコメント４０番には市の考え方としてきちんとした説明があります。あ

くまで例示として民生委員を示しているということだと思います。ですので、他の事

例もある中で、たくさんの中から民生委員をここの例に持ってきただけだと思います。 
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事務局  

 委員のおっしゃる通り、確かに４０番に同じことが書いてありまして、それをまた

再度４２番に例示という形で記載がありますので、この意見の趣旨のまとめ方につき

ましては、例示を消しても市民の方の意見の趣旨は消えないと考えております。意見

の趣旨というのも、非常に長い文章でご意見を書いていらっしゃる方もいらっしゃい

ますので、私どもで趣旨という形で対応させていただいております。確かに４０番と

４２番で同じことを掲載しているので、４２番の例示は特段不要ではないかと思いま

す。 

 

委員長 

 委員、いかがですか。 

 

委員 

 必要であれば我々の民生委員に関連したものではなくても構わないと思うので、調

整していただければと思います。 

 

委員長 

 ありがとうございます。それでは貴重なご意見を参考にして修正させていただきた

いと思います。他にご意見ございますか。 

 

委員 

 この地域福祉計画は「絵に描いたもち」にしてはいけない、実施することに意味が

あります。この内容を語っているだけでは駄目だと思います。もっと社会福祉協議会

の活動計画と連動させなければ駄目です。連動するに当たっては、市の社会福祉協議

会はどういうメンバーでどのように連動させるのか、これが重要です。実施は社会福

祉協議会に任せるにしてもそれだけではいけない、この計画をどのように行政は実施

するのか、抽象論では駄目です。具体的にどうするか、その問題が問われています。

そうでないと地域福祉は向上しません。 

その点で申し上げますと、今日参加している委員の皆様はそれぞれ会報を出してい

ると思います。会報の中にこの計画をどのように紹介しようか、この計画を各々の団

体で周知するのか、それが大事です。 

私から委員の皆様へ申し上げたいのは、各々の団体で発行している会報の中にこの

計画の関連するところを紹介して欲しいと思います。それぞれ団体を抱えております

ので、団体の中で地域福祉計画についてもっと討論して欲しい。 

市民の中にこの計画をどれだけ下ろしていけるか、この計画の実施が行政と地域住

民の協働で行わなければ駄目です。私達の団体は実際にこの計画書の中に一部を紹介

しています。「ときわだいら」という会報がありますのでそこで紹介しようと思って

います。 
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委員長 

 ありがとうございます。非常に貴重な意見だと思います。今まで市民の運動という

のはよくありますが、行政にお願いして行政にやっていただく、そのために我々から

様々要求しているということになったのですが、委員がおっしゃったとおり、今回提

示された事を我々自身が自分の問題として、例えば私の場合だったら『地域医療の充

実』という５６ページに書かれているところ、ここが実際にどういった形で実施する

のか。それをこの計画と合わせながら、各団体の会員にも出していかなければいけな

いし、それが市民の方にも伝わっていくことで一人一人の問題として、ここにいる委

員は代表者ですので、そういった気構えを持って欲しいというご意見だったと思いま

す。私もその通りだと思います。事務局何かご意見ございますか。 

 

事務局 

 委員、委員長からおっしゃっていただいたこと、ありがたく思っております。 

市といたしましても地域福祉計画を策定するだけではなく、実践の計画でございま

す。様々な市政活動、地域福祉課も例えば共同募金など、様々な活動を実施しており

ます。そういった地域福祉の実践も含めて、パートナー講座も実施しておりますので、

もし団体でお呼びいただいてお話が出来るような場面があれば、地域福祉計画のお話

もお時間を頂いて共有させていただけたらありがたいと思っておりますのでよろし

くお願いいたします。 

 

委員長 

 ありがとうございます。最後に副委員長からお願いいたします。 

 

副委員長 

 事務局の方には社会福祉協議会から事前に何点か確認させていただいております

が、その他に計画の中でお願いや意見が４点ほどあります。 

まず１６２ページの評価ですが、最後の７番、『小中学校相談活動の活用』という

ことで私の手元の資料ではＢ評価になっております。その内容が計画の方向性とか計

画目標が全く空欄ですので、入れていただければと思います。よろしくお願いします。 

 ９７ページなど、社協について多く取り上げていただいて私どもとしては良かった

というところですが、９７ページなどに「市社協の」という表現が結構あります。例

えば８７ページに「市社協ボランティアセンター」という表記があります。ですが、

その他に「市社協の何々」という表記があります。例えば８５ページでは『市社協が

運営する無料職業紹介所』これは理に適っていると思いますが、適切な表現に統一し

ておいた方がよろしいかな、と思いました。 

 それから１１１ページの四角に囲まれた中の一番下『障害のある人との交流の促

進』ということが書いています。その中で『市社協等で実施している地域でのふれあ

い事業』ということが書いています。希望ですが、市社協が４年を経過している事業

12 
 



で、『ハートフル運動会』ということありまして、障害がある方もない方も共に交流

できる場作りということで開始しております。 

最近２年間は矢切特別支援学校の体育館をお借りして実施しています。私どもの構

想では、もう少し充実して、多くの方が参加しているわけですけれども、構想として

は地区社協あたりで事業展開してもらうと、より身近なところで交流できるのではな

いかと考えています。 

先日、障害者福祉計画推進会議でお話しましたら、市の方で記載すると言っていた

だいたので、共生社会という中で、障害者福祉計画では入れてくださるということに

なりました。ですので、是非この『ハートフル運動会』というようなことを入れてく

ださるとありがたいと思っております。 

 あともう一つはプラスして欲しいというところですが、１２０ページです。ここに

は一番下のところに『学校の児童と一緒に地区社協の活動』ということが書いてござ

います。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、ふれあい広場の開催にあたって、

最近は非常に小学校、中学校、高校生が運営側に立ったボランティアということで、

スタッフとして参画しているということが増えてきておりますので、是非その小・

中・高校生がスタッフとして参画しているという状況をお知らせしていかなければと

思います。市民の方々に対して連携しつつあるんだなということを確認していただけ

ると思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

事務局 

 頂きましたご意見、１点目『小中学校の相談の活動の活用』については記載がもれ

ていたのでもう一度確認をしたいと思います。 

 ２点目の市社協についての表記は、統一されていない部分につきまして、確認して

統一させていただきたいと思います。 

 ３点目のハートフル運動会については、私も非常に新しい活動だと存じております

が、表記が抜けておりましたので、それについて記入させていただくように調整をさ

せていただきたいと思います。 

 最後に１２０ページの世代間交流では、ふれあい広場が小・中・高校生がスタッフ

として参加しているイベントに私も参加しておりますので、記載できるように調整さ

せていただきたいと思います。ありがとうございます。 

 

委員長 

 ありがとうございます。私からも一言だけお願いがあります。５６ページに地域医

療の充実の記載があります。ここには事細かに子育てや介護などが書いてありますが、

私の場合は元気なこと、つまり健康増進ということ、出来るだけ健康年齢を延長する

という意味でマイレージをやっております。 

そしてまた、禁煙活動をやっておりまして、３月１８日には市民向けの受動喫煙に

関する講演会を医師会で実施しますが、いわゆる運動や食事、禁煙あるいは生きがい
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を図ることを含めてマイレージも含めて健康増進という観点での視点を入れていた

だいて、より一層市民の健康増進に対する予防的な部分、これは非常に重要だと思い

ますので、その点も入れていただくとありがたいと思います。 

 

事務局 

 健康の関連で言うと、今おっしゃられた地域医療の充実の中に、高齢者が元気で活

躍できる社会を作ることがあります。現在、高齢になってもみんなが元気に健やかに

暮らせる社会づくりを行っております。 

それと、２０２０年には東京オリンピックパラリンピックがありますので、禁煙に

関しては積極的に進めていかなくてはいけないと考えております。国会が開会されま

すので、その中でも恐らく法案が出ると思います。ただし様々な考え方がありますの

で、どういう方向性が一番受動喫煙をしない社会になるかを考え、その社会を目指す

べきだと考えます。喫煙させない社会を目指すのではなく、分煙を進めていく必要も

あると思います。今度のオリンピックに向けての取り組みは、あと２年余りというこ

とになりますが、現在実施している市の取り組みもありますので、伝えていけること

については伝えていきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

委員長 

 どうぞよろしくお願いします。３月１８日は様々なプログラムを実施したいと思い

ますので、いろいろとご期待いただければと思います。 

どうもありがとうございました。それでは時間も来ましたので、本日は様々な貴重

なご意見ございましたので、私が委員長として参画しながら最後しっかりとまとめて

いきたいと思いますので、そういった形で修正した計画案を最終案としてよろしいで

しょうか。 

 

各委員 

 異議なし。 

 

委員長 

 ありがとうございました。 

それでは、議事の２.その他として事務局からございますか。 

 

事務局 

その他として、「今後のスケジュールについて」事務局より説明させていただきま

す。今後のスケジュールといたしましては、広報まつどにて、地域福祉計画の特集号

を３月１０日に発行予定となっております。市民の皆様に、より広く地域福祉計画を

知っていただくため、順次作成しておりますので、出来上がった際には皆様にご覧い

ただければと存じます。 
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また、次回の推進委員会は、開催する場合にはお手紙にてお知らせいたしますので、

ご多忙と存じますが、開催の場合にはご出席の程よろしくお願いいたします。以上で

す。 

 

委員長 

 ありがとうございました。 

それでは、本日の予定されました議題については、終了いたしましたので、事務局に

お返しします。 

 

司会 

 ありがとうございました。それでは、これをもちまして、平成２９年度第３回松戸

市地域福祉計画推進委員会を終了したします。本日はありがとうございました。 

  

（終了） 
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