
平成 29 年度第 2 回松戸市地域福祉計画推進委員会議事録 

 

日時：平成 29年 8月 9日（水）午後 3時 30分～16時 40分 

場所：松戸市役所 新館 7階 大会議室 

 

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       

佐合智樹委員      梶原栄治委員      角口早苗委員 

角谷昭一委員      奈賀綾子委員      宮﨑三千夫委員 

知久隆委員       中沢卓実委員      鎌田啓作委員 

毛利多壽子委員     斉藤幸男委員             

 

欠席者：  大橋純一委員  大塚清一委員  今成貴聖委員  白鳥ひさじ委員 

      石田尚美委員  山口志津子委員 吉田安幸委員 

             

傍聴者：    4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 

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。 

 

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、今成 貴聖 委員、白鳥 ひさじ委員、 

石田 尚美委員、山口 志津子委員、吉田 安幸 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 17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。 

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、
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和座委員長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

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、○○様、他 3名の傍聴希望者があります。

傍聴を許可してもよろしいでしょうか。 

 

委員 

【異議なし】 

 

委員長 

 入室をお願いします。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案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。 

初めに、資料 1‐1「第１回地域福祉計画推進委員会（5 月 31 日（水）実施）から

の変更内容」をご覧ください。前回は、5月 31日に推進委員会を実施し、委員の皆様

よりご意見を頂戴いたしました。5 月からの主な変更点としてまとめましたので、ご

報告させていただきます。 

始めに、①～④は、全体的なレイアウトの変更となっております。今回の計画は、

製本時にカラー印刷となるため、第 2次松戸市地域福祉計画と比べ、より多くの写真

や図を入れるようにしてあります。例えば、紙ファイル計画案の 1ページをご覧くだ

さい。各章の冒頭には「松戸の梨」など、松戸市の名所・名産の写真を掲載しました。

自分の住んでいる街を大切に思い、住み続けたいという思いに繋がってほしいという

願いを込めて掲載いたしました。 

続いて⑤です。計画案 3 ページをご覧ください。地域福祉計画の位置付けとして、

今年の 6 月に社会福祉法の一部が改正され、第 4 条の「地域福祉の推進」、第 107 条

の「市町村地域福祉計画」、5ページに掲載されております第 108条「都道府県地域福

祉支援計画」について、改正に合わせて修正いたしております。 

⑥数値データのグラフ化です。計画案 25 ページをご覧ください。これまで統計資

料として「障害のある人の状況」など、数字のみで掲載していたところですが、経年

変化等、より見やすくするため適宜グラフ化いたしました。  

⑦複合的な生活課題に対応する相談体制（イメージ）についてです。62ページをご

覧ください。地域での課題が多様化する中、様々な理由により支援を求める方が困り

ごとを相談したり、必要なサービスの情報が得られる体制の構築に向け、イメージ図
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を作成し計画に掲載しております。 

続いて、⑧制度ボランティアの活動内容についてです。77ページをご覧ください。 

前回の推進委員会では、「調査予定」として、掲載内容を保留にしていたところです

が、担当課に掲載内容を確認していただき、記載することができたのでご報告になり

ます。 

⑨～⑪についてです。119 ページをご覧ください。前回の推進委員会で、委員の皆

様よりご意見をいただいた際、外国人についての議論が活発に行われたかと思います。

そのため、外国人に関する記述の充実を図った一環として、「心のバリアフリー」に

「外国人の記述」を追加し、推進委員会にて情報提供いただきました、「海外から来

たママとパパの広場」の写真を掲載いたしました。合わせて、142～143ページをご覧

ください。松戸市の外国人市民の推移を掲載し、合わせて、15地区社会福祉協議会別

の外国人人口を掲載しております。 

⑫といたしまして、143 ページに、今回初めて 15 地区社会福祉協議会別の面積と、

それぞれの松戸市に占める面積割合を掲載しました。 

⑬として、144 ページをご覧ください。出生数の推移など、142 ページからはじま

ります統計資料の「数値データをグラフ化」し、視覚的に見やすくいたしました。 

⑭として、159ページから 170ページまで、平成 28年度の行政における進捗状況調

査結果を追加しております。基本目標に対応した取り組み課題を設定し、各課で「計

画の方向性」、「計画目標（Ｈ29）」を決めていただいております。達成状況について

は、目標に対し、直近の平成 28 年度の達成状況を各課で自己評価していただいたも

のを掲載しております。この進捗状況調査については、毎年推進委員会にて報告させ

ていただいておりますが、今回はこの計画案をもって報告させていただきます。 

最後に⑮として、171 ページに「地域福祉サロン～困ったときはお互いさま～」に

ついて記載をさせていただきました。開催日時は、第 1回が 6月 8日（木）14：00～

16：15、「災害時の助け合い」をテーマとして、ゲストに危機管理課職員をお招きい

たしました。第 1 回は、13 名の方に参加していただき、掲載している写真のように、

災害時の助け合いについて、グループで議論していただきました。 

また、第 2回、第 3回は 7月 3日（月）の午前・午後で開催いたしました。午前の

テーマが「地域デビューのきっかけを探る」とし、ゲストに松戸市赤十字奉仕団副委

員長をお招きいたしました。また、参加者として、地域福祉計画推進委員会委員で市

民公募委員である 吉田 安幸委員を含めました合計 21 名の方々にご参加いただき

ました。午後のテーマは「見つけよう広げよう地域を支えるボランティア活動」とし、

ゲストに松戸市社会福祉協議会のたすけあいセンター所長にお越しいただきました。

午後の回には市民公募委員である 斉藤 幸男委員を含めました合計 24 名の方々に

ご参加いただきました。 

地域福祉推進のため、地域福祉サロンは今後も開催していければと考えております。 

以上、5月からの変更点についてご案内させていただきました。 

計画案について、ご承認のほどよろしくお願いいたします。 
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委員長 

事務局より説明がありましたが、説明について何かご質問やご意見ございますか。 

 

委員 

表紙を空白にするのではなく、何かイラストや写真を入れたほうがいいと思います。

それから本郷谷市長のあいさつ文のところに見出しをつけた方がいいと思います。 

一番大事なことを入れた方がいいと思う。写真が大きすぎてバランスがおかしい、

丸のほうがいいので全体のバランスを見てレイアウトしてください。委員長のところ

も同じく、どのように見出しを立てるのか、写真が大きすぎるので全体のバランスを

考えて入れてほしいです。 

計画案のなかでは第 8章が一番重要だと考えます。各地区にそれぞれ支所がありま

すが、地域の皆さんと支所がどのように連携をとるかが私は重要な機能だと思います。

支所のみなさんが各地区の地区社協の理事会に参加するくらいのことを考えないと

まずい。 

それから 2番目、地域資源の充実のところで町会・自治会連合会と地域の地区社協

がどれだけ連携を保っていけるかというのが重要なテーマなのです。特に町会・自治

会の地区別の体制が不十分だと私は思います。 

町会・連合会の各地区の事務所がありません。地区社協の事務所はあるが、完全な

町会・自治会の地区の事務所がありません。その前は各地区に事務所があることが一

番の強みです。事務所と町会連合会の地区の事務所を一緒にして地域活動を展開する

というのが一番望ましいと私は思っています。 

そのことを地区社協、或いは社会福祉協議会と十分検討していただきたいと思いま

す。地元の関係で言うと、町会・自治会、民生委員、地区社協、この 3本がお互い連

携をとることがとても大事。その体制の環境をどうあるべきか、ということを十分検

討したほうがいいと思う。 

それからこの中には地域包括ケアシステムについても書いてありません。これから

は地域ケアシステムというのが非常に重要なテーマになりますので、ここをしっかり

構築することが重要なテーマです。ここに書いてあることは非常に抽象的だと思う。

地域の助け合い、ケアの趣旨もどうやって作るかというということを抽象的に言って

いるけれども、特に今年度の市長の施政方針演説の中で書いてあります。どうやって

地域の趣旨を作るか、特に医療の問題、介護の問題についてもどうやって助けていく

のかというのがあまりにも抽象的です。活動というのはもっと具体的だと思います。

そういう面でもっと誰でもわかるような形に、具体的に謳う必要があると思います。 

 

委員長 

かなり多岐に渡っておりますけれども、挨拶文の話から始まって、地域の町会とか、

民生委員、地区社協との連携の中での事務所の設定の話とか、或いは地域包括ケアの

部分についてもっと具体的に記述したらどうか、というようないろいろなご意見があ
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ったようですが、いかがですか。 

 

事務局 

 6点ほどご質問、ご意見を頂いたので順次ご説明を含めましてお話をさせていただ

けたらと思います。 

まず 1点目に表紙なのですが、松戸市役所のエレベータが「思いやりエレベータ」

と言いまして、エレベータの図表を今回、思いやりエレベータという趣旨が地域福祉

の支えあいと合致すると考えましたので、デザインを入れさせていただいております。

こちらはカラーになりますので、もっときれいになると思います。お帰りの際にご覧

になっていただけたらと思います。 

2点目の市長や委員長のレイアウトにつきましては、ご意見の通り見出しを入れる

かどうかというところと、写真のバランス、丸いほうが見やすいですとか、そういっ

たことも踏まえまして、作成をさせていただけたらと思います。 

3点目、第 8章の支所と地区社協の連携でございますが、もちろん支所は松戸市の

行政の機関ですので、市の機関としまして連携を強めているところでございます。 

今後も地域福祉の視点で推進がなされるように、こちらとしましても働きかけをさ

せていけたらと考えております。 

4点目ですが、町会と地区社協の連携の中で事務所のことがご意見としてございま

したが、事務所につきましては、現在地域の中で地区社協が地域の中で根付いている

最大の理由としましては、やはり場があるということだと思いますので、町会との連

携というかそのあたりにつきましても今後も推進ができるように検討していきたい

と考えております。 

最後の地域包括ケアシステムは、大変大きな課題になるのですが、また今後の検討

ですとか推進の内容になるかと思いますが、医療や介護の問題といったところの専門

的な部分につきましては、高齢者の計画の中で詳しく記載されていくことになると思

いますし、地域共生社会の実現についての大きなところでは今後も地域包括ケアの支

援体制を充実させるべく、地域福祉の視点でも取り組んでいきたいと考えますので、

今後ともそちらの充実を図っていきたいと思います。以上です。 

 

委員長 

 できるだけ多くの委員さんのご意見を伺いたいと思います。他にございますか。 

 

委員 

ハローワークの○○です。就労支援の関係で申し上げます。中身を見ますと、ハロ

ーワークと連携をしながら就労支援を行っていくというのは見えるのですが、1点、

69ページですが、生活困窮者、生活保護受給者を始めとした生活困窮者の就労支援を

平成 26年から松戸市と協定を組みながら進めている事業があります。これは市長と

千葉労働局長とハローワークの所長 3名による連名で協定を結んでおります。施設名
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は「ジョイントワーク松戸」という冠をつけ、本館 3階に設置しております。年間約

220名の困窮者等の就労支援をしているところです。このことをやはり就労支援をす

るということが現状と課題の中で具体的な方策として載っていないのかな、と思いま

したので、国と自治体との連携を表に出していただければと、画期的な事業でありま

すので、記載をお願いできればと思います。以上です。 

 

委員長 

今の生活困窮者について非常に画期的な事業に関しての記載ということですが、い

かがですか。 

 

事務局 

 関係課と情報を共有いたしまして、是非書かせていただける方向で入れさせていた

だきたいと思います。 

 

委員長 

 本日はまさにこの議題のみですので、みなさんの中からいろいろなご意見他にござ

いますか。 

 

委員 

 社会福祉協議会といたしまして、いくつかございますのでよろしくお願いいたしま

す。1つ目、100ページの市社協と地区社協の連携の関係性でございますけれども、

この本文に書いてある地区社協ですが、「地域福祉の自主組織で任意団体」というよ

うなことが書いてありますが、これは変えていただきます。というのは、私どもの『地

域福祉活動計画』の中でもきちんとした位置づけをしておりまして、「自主性を備え

た内部組織」という位置づけなのです。ですので、そのあたりきちんとした文言は後

ほど言いますけれども「任意団体」というのは違いますので、それを特に修正してほ

しいということでございます。ですから「自主組織」と「任意団体」これは文言とし

ては除いていただきます。文言につきましては、事務局も来ておりますので、確認し

ていただければと思います。 

 またいくつかあるのですが、例えば 36ページ、「推進項目 3 地域での交流・ふれ

あいの場づくり」の中の、施策の方向性の下から 2つ目の部分で「ふれあい・いきい

きサロンの設置と充実」と書いてありますが、上にも町会・自治会、国際国流協会と

いうような名称もございます。それに準じてといいますか、この辺のところの地区社

協としての「地区社会福祉協議会としてのふれあい・いきいきサロン」というような

ことで、「地区社協」と入れて欲しいと思います。 

この計画案を見ますと、私ども社会福祉協議会、地区社会福祉協議会に関して様々

なところで挙げていただいて本当にありがたいと思っておりますけれども、このとこ

ろにもきちんと位置づけとして書いて欲しいです。これに関しましては今年度更なる、
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子どもの貧困も含めて、子ども食堂とか或いは子どもの居場所、学習支援等の居場所

作りということを推進していまして、各地区社協に全部出しております。そういうこ

とを立ち上げてくれる、立ち上げる場合は市社協から支援費を出すということを全地

区社協にお話してございますので、是非その点をよろしくお願いいたします。 

 それと、75ページの渡し船です。こちら松戸の観光としても位置づけが大きいので

すが、まだ櫓をこいでおりますので、せっかくなので櫓をこいでいる写真を是非載せ

て欲しいです。これは大きな違いですので、本当にインパクトが全く違いますので、

よろしくお願いします。 

 

委員長 

 いくつかありましたがいかがでしょうか。 

 

事務局 

 3点頂いたと思いますが地区社協の位置づけ、名称、記載内容につきましては、そ

の方向で直させていただきます。自主性を備えた内部組織ということで訂正させてい

ただきたいと思います。 

 2つ目の地区社協としてのいきいきサロンですとか、子どもの居場所作りやそうい

った支援を開始したということも含めて書き方を調整して直したいと思います。 

 3つ目の矢切の渡しの写真については、観光マップに載っている写真をそのまま持

ってきている状況でございますので、いきいきと櫓をこいでいる写真もあると思いま

すので探して掲載したいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

委員長 

 他に何かございますか。 

 

委員 

 ○○でございます。安心して暮らせるまちづくりの、防災対策の推進についてです

が、ここ最近大きな地震とともに大きな水害が発生しています。被害者の声を聞くと

「私は 50年来住んでいるけれども初めて経験した」というようなことを皆さんよく

言われています。これを松戸市に当てはめますと、江戸川の氾濫というのが一番大き

な問題だと思います。江戸川の氾濫というのがこれだけ大きな川だとまず氾濫は起こ

る可能性は無いとは思いますが、ただ、どんなことが起きるかわからない今の世の中、

皆さんの啓蒙を含める意味でも最近は予知し得ない水害があるというような文言を

追加していただければありがたいと思います。 

 それと、この計画には載せる必要はないと思いますが、江戸川の氾濫状況といいま

すか、何日間、何百ミリ降ったら氾濫の危険がある、こういったことは防災計画だと

思いますが、これももしシュミレーションしているのであれば、載せていただければ

ありがたい。内閣府で荒川の氾濫の条件が載っています、確か上流の降雨量が 72時
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間で 550ミリでしたか、そのような条件をひとつの目安として載せていただければあ

りがたいと思います。 

 

委員長 

 今災害、水害について江戸川の氾濫とかの条件の話がありましたが、いかがでしょ

うか。 

 

事務局 

 予知のできないという表現方法については、記載の方法があるかと思いますので、

関係課と協議した上で市民の方に伝わるような、防災のところを見ますと現状と課題

一番下のところに「危険だな」というところの情報の共有というのが家の中に居たり

するとわからないことがあると思いまして、第 2次の時には書いていなかったところ

を情報の伝達手段まで書き込んでいるというところが、今回見直しとしてあります。 

予知できない災害が起きる可能性というのも、高まっているというような表現につ

いては関係課と協議をして入れられる方向で検討してまいりたいと思います。 

 江戸川の氾濫がどのくらいの条件で起こるかということは、危機管理課で分かりま

すでしょうか。 

 

危機管理課 

 2点目の江戸川のシミュレーションですが、江戸川の水防法の改正、平成 26年に水

防法の見直しがございまして、国土交通省で江戸川の浸水想定区域図をホームページ

で公表する準備を進めていると聞き及んでいます。それで各自治体においても、ホー

ムページでリンクを貼ったり、国の動きに合わせて対策を検討中でございます。 

 この地域福祉計画に「何時間後にどうなるか」などは、別途水防の関係で河川局も

ございますので、地域福祉計画に載せるというより情報提供を、ホームページに載せ

るとか、そういうご案内の仕方を事務局と今後協議して検討してまいりたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 

委員長 

 お時間が迫ってきているようですが何かございますか。 

 

委員 

 今の防災の関係ですが、40ページに地域での防災・避難行動のことなど書いてあり

ますが、この中で福祉避難所のことが書いてあります。この福祉避難所は、特にお年

寄りや障害者が福祉避難所に避難することになっておりますが、実際に伊豆大島の災

害時に、体育館に避難した小さなお子さんを抱っこしながら避難したときに、子ども

が泣いてなかなか体育館の中に居辛かった、それで体育館から出て行ってそれ以降戻

らなかった。ということを考えて、青森県五所川原市では市と保育団体とが協定を結
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んで、保育園あるいは幼稚園も含めてでしょうけれども、やはり乳幼児のお子さんを

持った方がそういったところに避難できるようになればいいと思います。 

オムツとかミルクとか乳幼児の子どもが避難できるようなところになっていくの

かな、というところで今松戸市保育園協議会でも少しずつ進めていければと思ってい

るのですが、その辺については危機管理課とも話し合いながら進めていこうと思って

おります。まだ冊子に載せるような問題ではないかと思いますが、やはり近い将来的

には防災についても考えていったらいいかと思っています。 

 もうひとつは 14ページの「安心して暮らせるまちづくり」で、地域の防災と安全

対策と書いてありますが、このところ松戸市は六実第二小学校の事件や金ヶ作公園の

事件とか、この頃そういった事件や事故が多いというところで、防犯対策についてこ

の資料を見る限りあまり載っていないのですが、その辺をやはり少し加えていったほ

うがいいのではないかと思いますが、いかがですか。 

 

委員長  

 事務局、2点ありましたがよろしくお願いします。 

 

事務局 

 1点目は○○委員自ら危機管理課と協議していくというお話もございましたが、

様々な場面でどんな手助けができるかな、ということを考えていただいているという

ことは非常にありがたい話だと思います。災害時、特に緊急時に子ども、弱い立場の

子を抱えている方たちが困らないようにということを皆さんで考えていくことが非

常に大事だと思いますので、そういった協定が結ばれることができたら、またそれも

評価として地域福祉の中で取り込んでいければと思っております。 

 2つ目の安全対策につきましては、非常にショッキングな事件が立て続けに起きま

して、松戸市として子どもの安全対策としまして非常に力を入れてやっているという

こともございますので、関係課ともう一度検討させていただきまして、書き加えると

ころがあれば、案を考えていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

委員 

○○です。第 4章の中の「取り組み課題 6．地域医療の充実」の現状と課題で『高

齢化の進展に伴い～』という課題をとりあげている中で、国の方でも県の方でも医療

計画の中で、今後高齢化に伴いロコモティブシンドロームや肺炎、大腿骨の頸部骨折

等の対策について、疾病予防や介護予防を中心に医療・介護が連携した総合的な対策

を講ずることというのが、国も県も計画の中で示していますので、ここをもう少し加

えていただけるとより今後に向けた取り組みが具体的に示せると思うので、いかがで

しょうか。 
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委員長 

いかがですか。 

 

事務局 

 国、県の動向と協調して松戸市としましても、ロコモティブシンドロームや肺炎に

ついて、記載しているところであります。 

 

委員 

 53ページの松戸市の健康増進計画の方に、ロコモについても取り入れさせていただ

きまして、平成 28年度ですが、強化項目として昨年度 1年間取り組んできた実績が

ございます。 

 

委員長 

 それから肺炎に関しては肺炎球菌ワクチン、全国では 5年後ということですが松戸

市ではそんなことはなく取り上げているということが画期的だと思うのですが、その

点についても書かれていましたよね。 

 

委員 

 はい、肺炎球菌についても先駆的に予防接種を取り組んでおります。地域の健康教

育といたしまして、老人クラブ等で依頼があったときに、肺炎予防というところでも

健康教育をさせていただいております。 

 

委員長 

 では私からいくつかよろしいでしょうか。まず 57ページでございますが、施策の

方向性の中で、比較的松戸市の場合は予防接種だとか或いは乳児検診に関しては、非

常に画期的な助成が入っております。今は任意摂取でありますロタだとかおたふく、

これらは 50万都市ではそんなに日本では無いと思いますが、助成が入ってしっかり

とやっております。それから 6ヶ月検診についても千葉県については千葉市と浦安市

くらいだと思いますが、きちんと助成が入って完全にこれも施行されております。そ

ういう意味で予防接種或いは検診事業に関する充実、これはある程度自信を持って言

えるのではないかと思います。 

その点と同時に、去年 8月に麻疹が流行りました。松戸市で流行り全国でも注目さ

れましたがこれも終息しました。関係の皆様のご協力だったのですが、そういうこと

でやはり市民に関して予防接種を徹底してやる、麻疹も含めてですが、そういった啓

発活動も充実させてやっていくといったような文面も入れていただければありがた

いな、と思います。 

 それからもうひとつ、52ページの「まちっこプロジェクト」について取り上げてい

ただいたのは非常にありがたいと思っておりますが、キーワードの中に「認知症」に
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ついてということでやっておりますのでそれも一言入れていただくと、よりいいのか

なと思います。 

 最後に受動喫煙に関してですが、国会では別の案件で中々取り上げられないのが残

念なのですが、5月に我々医師会と歯科医師会、薬剤師会、それと癌協会が市長に条

例を作って欲しいと申し入れをしています。その際、市長から「市民に対しての受動

喫煙に対しての啓発活動を是非がんばって欲しい」というように言われました。 

その文面も入れていただいて禁煙活動、禁煙対策のお願いで受動喫煙の重要性につ

いての市民に対する啓発について文面を入れていただくとより一層よろしいのでは

ないかと思います。希望です。 

 

事務局 

 予防接種等の先進的な取組をしていることですとか、まちっこプロジェクト、認知

症もしっかりと命の教育のためにやっていただいている、また受動喫煙についても重

要性があると思いますので、そういったことをどうやって文面に入れるかということ

は関係課と協議させていただきながらしっかりと入れさせていただきたいと思いま

す。 

 

委員長 

 時間が無いので最後に○○委員、よろしくお願いします。 

 

委員 

 全体を見させていただいて、細かい部分は松戸の皆さんということで、この計画の

肝はどこなのかな、ということを全体通して何回か見させていただいたのですが、33

ページが一番の、例えば地域福祉課であるとか、松戸市役所であるとか行政であると

かいうところが一番伝えたい部分になっていると思います。例えば 33ページの下の

段、「地域は支えあいが」というところです。見た感じここが埋没している、という

ところで、ここをどういう風に訴えるかというところをもう一度考えていただけると、

細かい施策は今、委員の皆さんがおっしゃってくれたことはもちろんとして、この計

画で推進していかなければいけないのは地域福祉ですよね。なので、地域福祉、地域

のことを謳っているのはここなので、ここをもう少し訴えられるようなレイアウトを

考えていただけるとありがたいと思います。 

 

委員長 

 いかがでしょうか。 

 

事務局 

 レイアウトも工夫して、何が言いたいのかをシンプルにして、地域福祉は誰もが住

みなれた地域での支えあいによって安心して幸せな生活を送るためにみんなで支え
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あって、総合的に市のみんなでやっていくということが大事だと思いますので、その

ことをシンプルに書けるように表現を工夫して参りたいと思います。ありがとうござ

いました。 

 

委員 

 最後に、松戸市における在宅医療が十分であるとお考えなのかどうか、委員長から

コメントしていただけたらありがたいと思います。 

 

委員長 

 在宅医療に関しては非常に私たちのところでは非常に活発に、例えば「ふくろうプ

ロジェクト」というものが動いております。 

それと医療・介護連携事業というものが 5つくらいのプロジェクトチームを組んで

やっておりまして、その中で今非常に議論が高まってきて、市長或いは市からも要請

がございましたけれども、いままで地域包括支援センターというものがこれは地域住

民に対する介護ということで非常に重要な 15の地区の包括センターがございます。 

そして基幹型というものもあって非常にうまくいっている。比較的充実してやって

いると思うのですが、ただ残念なことに「医療と介護」の「医療」の部分に対しての

専門的部分に関しては今分散した形でどうしてもうまくいかなかったというところ

がございます。そこで今、医療・介護の支援センターというものを市の方や医師会或

いは様々な医療機関が一緒になりながらこれからどういう風に作っていくかという

ようなことを今探っている状態でございまして、こういったことも含めて非常に私た

ちがやっていることは、柏も頑張っていますけれども、それに劣らず非常に先進的な

フロントランナーとして走っているのではないかと思います。もちろん○○委員の目

からみるとまだまだ不十分な点もあると思いますし、だからこそみんなで一生懸命お

互いにいろんな多職種の方々が一緒になりながら市の方たちとも協力しながらやっ

ていかなければならないなというように思っております。 

 そして私個人的な見解なのですが、お年寄り云々、在宅というとそうなってくるの

ですがそれだけじゃなくて多世帯、みんながごちゃまぜになりながらいろいろと介護

をしっかりとしたものにしていく。 

また、元気なお年寄りの方たちが社会の中にいかに参画していくかということも重

要ですし、そういったことも含めてまだまだこれから課題も多いと思いますけれども、

全体的には非常に医師会のそういった担当理事の先生も一生懸命やっておりますの

で、私としては様々な多職種の方たち、いろんな協議会という形で多職種の方たちも

協議会というひとつの固まりを作っております。 

最近では在宅の訪問看護ステーションの協議会が去年立ち上がりましたが、そのほ

かにもリハビリテーションの協議会を今準備中でございます。あといくつかの多職種

の様々な協議会がまたできようとしているので、そういった協議会が一緒にやりなが

ら多職種としていろんなものが作れればいいなというように思っておりますので、○
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○委員も様々なご助言いただければありがたいなと思います。よろしいでしょうか。 

それでは、いろいろと議論をありがとうございました。本日予定されていた議題に

つきましては終了いたしましたので事務局にお返ししたいと思います。 

 

司会 

 皆さまありがとうございました。最後にその他の（1）といたしまして、「平成 28

年度社会福祉協議会の取り組み状況について」事務局より説明させていただきます。 

 

事務局 

 本日は松戸市社会福祉協議会の方々にお越しいただいております。ご説明のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

社会福祉協議会 

 松戸市社会福祉協議会○○でございます。委員の皆様には日頃より本会事業にご支

援ご協力いただきましてありがとうございます。平成 28年度の社会福祉協議会の取

り組み状況につきまして抜粋ではございますが担当よりご報告させていただきます。 

 

社会福祉協議会担当 

 それでは資料 2、平成 28年度事業報告書抜粋というものをご覧ください。 

こちらは市内 15 地区社会福祉協議会の活動を報告したものになっております。申

し訳ございません、こちら見開きのページであったものが一部見づらい構成になって

おりますところをご容赦いただけたらと思います。 

まず 3ページ、こちらは地区社協支援事業といたしまして、各地区の設置状況を記

載しております。 

また、6 ページ以降では各地区社協が実施しております、評議員会・理事会等の組

織運営事業、地域ボランティア等の支え合い活動、ふれあい会食会やサロン、結婚 50

年祝賀事業などの高齢者への支援活動、子育てサロンなどの子ども・子育て支援活動、

広報活動、研修事業、ふれあい広場やグラウンドゴルフ大会等の地域住民の交流事業、

その他、防災訓練等の活動の一覧として 15地区分載せさせていただいております。 

14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。地区社協では評議員

といたしまして、町会・自治会より 428名、民生委員児童委員の方々より 171名、福

祉ボランティアの方として 158名をはじめ、福祉団体・社会活動団体や学校・医療関

係団体等、計 988 名の方が評議員として各地区社協に参画していただいております。

その他にも、多くのボランティアの方が地区社協事業で活動されております。 

15 ページでは各地区社協のふれあい広場の開催状況を記載しております。平成 28

年度は 12地区にて実施され、延べ 338団体、21,187人の参加者がございました。 

16、17ページでは、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

を載せさせていただいております。15地区にて、計 187回開催され、延べ 8,030人の
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参加者と 3,689人のボランティアによって開催されております。参加者は年々増加し

ております。 

18～21ページは、ふれあいいきいきサロンの実施状況となります。申し訳ございま

せん、こちらも見開きの表がずれてしまっておりますが、14 地区 41 会場で、820 回

開催されたということでございます。19,467人の高齢者と、3,984人のボランティア

が参加しました。こちらも、参加高齢者数は年々増加となっています。 

22、23ページは、乳幼児とその保護者、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 24会場で開催され、平成 28年度は合計 403回、子ども 4,576

人、保護者が 4,253人と、ボランティアは 2,696人にて開催されました。こちらも一

昨年度に比べ、参加者は１割以上の増加となっています。 

24ページ以降は、結婚 50年祝賀事業の実施状況等となっていますので、後ほどご覧

いただければと思います。ご報告は以上でございます。 

 

司会 

 ありがとうございました。続きまして、その他の（2）といたしまして、今後のス

ケジュールについて事務局説明させていただきます。 

 

事務局 

 それでは、資料 3平成 25～29年度 取り組みスケジュールをご覧ください。 

 今後のスケジュールといたしましては、9月上旬に「第 3次松戸市地域福祉計画

（案）」を議会にて説明させていただき、10月 1日～31日までの 1ヶ月間、住民の皆

様に公開し、パブリックコメントを行いたいと考えております。 

 そしてその後、12月 27日（水）に第 3回推進委委員会を開催したいと考えており

ますので、年末でお忙しいとは存じますが、ご予定くださいますようお願いいたしま

す。 

 

司会 

 それでは、これをもちまして、平成 29年度第 2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） 

14 
 


	平成29年度第2回松戸市地域福祉計画推進委員会議事録

