
                                            

 

 

                                                                            

第 4 章  

安心して暮らせるまちづくり 

 

            ～困ったときは、誰もが助け合える地域に～ 

 

   取り組み課題 

１ 地域での防災・避難行動要支援者の避難支援体制づくり 

    ２ 快適な生活環境づくり 

    ３ 地域での防犯・安全対策 

    ４ 障壁のないまちづくり 

    ５ 健康づくりの推進 

    ６ 地域医療の充実 

    ７ 相談支援・情報提供の充実 

    ８ 地域包括ケアシステムの構築 

    ９ 生活を守る権利擁護の普及 

    10 生活困窮者の自立支援 

    11 利用者本位のサービスの提供・福祉サービスの質の向上 
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第４章 安心して暮らせるまちづくり 

 
 
 
 
 

現状と課題 
○ 誰もが安全で安心して暮らせるまちづくりの一環として、災害時に「自力

で避難できない方」（要支援者）を地域で支援する避難支援体制の整備に取

り組んでいます。 

 

○ 平成２３年３月１１日、マグニチュード９.０の巨大な地震による東日本大

震災が発生し、大規模地震と津波により、要支援者が多くの犠牲にあわれ

ました。また、近年、台風・豪雨など、様々な自然災害が発生しておりま

すが、突然の災害によって、要支援者は、より厳しい状況に置かれがちで

す。 

 

○ 誰もが安全で安心して松戸で暮らせるよう日頃から地域の助け合いを促進

し、災害時、少しでも被害を減らせるよう地域で要支援者の情報を共有す

ることが課題になっています。そのために、誰もが、まず、自分の命を自

分で守る「自助」という視点を持って、要支援者自身もその家族などとと

もに、日頃から災害に備えることが大切です。 

 

○ 要支援の方も避難経路の確認や非常時の持出品の準備や家屋の耐震改修、

家具の固定などといった身の回りの安全対策を行うとともに、近所の人と

あいさつや声かけなど地域活動に出来る限り参加して、地域の人に知って

もらうことも大変重要な防災対策です。 

 

○ 福祉避難所 *の開設にあたって、市はマニュアルを作成し、総合防災訓練で

設営訓練などを行っています。また、市内の県立特別支援学校、特別養護

老人ホームと福祉避難所の協定を締結し、開設運営方法についての協議も

行っています。 

 

○ 災害時の情報伝達方法として、防災行政用無線、広報車、安全安心メール、

登録制メールなどがありますが、いざという時に公的な情報伝達だけでな

く、地域住民による情報伝達も重要です。公的な情報伝達手段の拡充とと

もに、避難行動要支援者名簿を活用した地域住民による情報伝達体制の構

築が必要です。 

 

取り組み課題 

１．地域での防災・避難行動要支援者の避難支援体制づくり 
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○防災対策の推進 

 今後の発生が予測される東京湾北部地震を想定し、また東日本大震災以降の

新しい知見も取り入れ、平成２6 年度に「松戸市地域防災計画」の修正を行

いました。今後も市民が安心して生活できる災害に強い安全で安心できるま

ちづくりに向けて防災対策に取り組んでいきます。 

○自主防災組織 *単位での知識・情報提供等の取り組みによる防災意識の向上 

 パートナー講座や防災講演会の開催など、一人でも多くの市民が防災知識を

身に付け、防災意識が向上するよう取り組んでいきます。 

○実践的な防災訓練の実施 

 市が主催する総合防災訓練で、避難所運営訓練やトリアージ *訓練を行うな

ど、より実践的な訓練となるよう取り組んでいきます。 

 自主防災組織の訓練や行事などは、若い方から高齢の方まで、幅広い年齢の

方々の参加が重要ですので、参加促進を図っていきます。 

○自主防災組織の結成の促進、充実強化 

 本市の自主防災組織は、平成２9 年１月１日現在で、３01 団体結成されて

います。 

 自主防災組織未結成の町会･自治会へ結成を促すとともに、自主防災組織が

防災資器材を購入する際の費用を補助します。 

○避難行動要支援者名簿の活用の促進 

 本市では、災害時の支援として、「松戸市避難行動要支援者支援基本方針」

に基づき、要介護認定 3・4・5 の方、身体障害者手帳 *１・２級、療育手帳 *A、

精神障害者保健福祉手帳 *１級の方、65 歳以上で 1 人暮らしの方などのう

ち、避難行動要支援者として登録を希望する方を対象とした「避難行動要支

援者名簿」を作成しました。 

 地域の中で、支援する方と支援が必要な方のマッチングが行われるよう、平

時の避難訓練、見守りに活用されるよう働きかけます。 

施策の方向性 
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個人（自助）の役割 地域（共助）の役割 行政（公助）の役割 

○家具の転倒防止を行う 

○あいさつや声かけを行い、

地域活動に参加・協力する 

○住宅の耐震診断を受ける        

○防災知識を身に付ける 

○防災グッズを用意する 

○非常用の水や食べものの準

備をしておく 

○避難所、避難経路を確認す

る 

○災害時に配慮が必要な人の把

握に努める  

○災害時の安否確認、避難誘導

の体制づくりに努める 

○自主防災組織を立ち上げる 

○消防団に参加、協力する 

○避難行動要支援者避難

支援体制 *の充実、名簿

活用の促進 

○福祉避難所の整備 

○「松戸市地域防災計画」

の推進 

○防災訓練の実施 

○自主防災組織の立ち上

げ、活動への支援  

○防災対策の啓発 

それぞれの役割 
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第４章 安心して暮らせるまちづくり 

 
 
 
 
 

現状と課題 
○ 市民が暮らす「地域」は、生活の潤いや安らぎを感じたり、生きがいを見

出したりする大切な拠点であり、その居住性の充実は、地域に誇りと愛着

をもたらし、住んでいるまちを大切に思うことにつながります。「松戸市環

境計画」では、目指す地域の姿として「人と生き物が共存しているまち」「健

康な日々を過ごすための環境が整ったまち」「地球環境にやさしいまち」を

掲げています。 

 

○ 生活環境では、昭和 48 年に松戸市地区衛生組織連合会として設立された

団体が平成 9 年度からそれまでの衛生活動に加え、地域のより快適な環境

づくりを目指して、名称を松戸市地区環境美化組織連合会に変更し、これ

までの衛生活動に加え、地域の自主的な清掃活動などに取り組んでいます。

また、家庭ごみの収集では、「家庭ごみ訪問収集事業」としてごみ出しの困

難な世帯への戸別収集も実施されています。 

 

○ 住環境は、高齢者の住宅型有料老人ホームや障害のある人のグループホー

ムなどの施設整備が進み、地域で暮らす環境が拡充されてきています。こ

うした住宅には、障害者や高齢者と健常者とが分け隔てなく最初から、だ

れにでもやさしいアクセシビリティ *や使いやすさに配慮した浴室やトイ

レの設置がされているところが多くなっています。（ユニバーサルデザイ

ン *） 

 

○ 住人が高齢化し、ライフスタイルの変化にミスマッチが生じ、住まい（特

に借家）に対して段差の解消、手すりの取り付けなど高齢者対応が不足し

ていることや所有者等が死亡したり、経済的な事情等から家の管理を十分

に行うことができないために空家が生じることで、住環境への悪影響が懸

念されています。高齢者の住まいは、持ち家が主体であるものの借家も多

く占めており、低所得者、被災者、障害者など住宅の確保に配慮の必要な

方が増加しています。住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後ま

で続けることができるよう住宅に関するセーフティネット機能も重要です。 

 

○ 私たちの生活に潤いと安らぎを与えてくれペットの存在ですが、近年、近

隣住民からの悩み相談の対象になるケースも見受けられます。マナー向上

や飼い主のいない猫を減らしていくことが課題となっています。 

 

取り組み課題 

２．快適な生活環境づくり 
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○ 市民の身近な自然環境では、文化交流拠点でもある 2１世紀の森と広場、

健康遊具も備えた公園や日本の音風景 100 選の矢切の渡しのある江戸川

の水辺に設置された水辺の健康エコロードなど市民が自らの健康づくりに

も役立てることのできる公園や水辺空間などが整備されてきました。今後

も心身のリフレッシュや健康増進等のために、子どもから高齢者まで幅広

い世代が自然環境を身近に感じられる取り組みが必要です。 

 

 

 

 

 

個人（自助）の役割 地域（共助）の役割 行政（公助）の役割 

○ごみの分別の徹底   

○飼い主のマナー向上 

○地域猫活動に協力する  

○ごみを持ちかえる  

○マイバッグを活用する 

○新築家屋の省エネ化、樹木

の増加 

○省エネ家電への買い替     

 え 

○緑化、花壇を整備する 

○里やま活動への参加 

○公園の清掃 

○ごみ集積所をきれいに保つ 

○クリーンデーなどに参加す  

 る 

○地球にやさしい行動宣言、 

緑のカーテン普及 

○クリーンエネルギー車、カー

シェアリング ＊の普及 

○事業所は目標をもって温室

効果ガス削減に取り組む 

○地域猫活動を行う 

○「松戸市緑の基本計画(改定

版）」の推進 

○３Ｒ（ごみの発生抑制・再

利用・再生利用）の推進 

○「ごみ処理基本計画」の推   

 進 

○「松戸市地球温暖化対策実

行計画」の推進 

○地域猫活動を支援する 

○まちの美化活動への市民参加の促進 

 緑の愛護団体の皆さんが道路、河川、公園等の公共用地を利用して、緑化活動を

実施しています。 

 春と秋の「市民ぐるみでクリーンデー」に多くの市民が参加して、まちの美化に

努めています。 

 次の世代を担う子どもたちが、環境問題に興味を持ち活動していくことは、快適

なまちづくりの第一歩となるものです。市では、環境関連の学習として学校内で

実施できる「環境学習出前講座」を紹介しています。 

施策の方向性 

それぞれの役割 
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第４章 安心して暮らせるまちづくり 

 
 
 
 
 

現状と課題 
○ 地域の安全を守るためには、「地域の安全は地域住民が守る」という意識を

市民一人ひとりが持ち、まず地域の中でできることからはじめることが重

要です。同時に、市民と事業所及び市、警察が連携して、防犯活動を行う

必要があります。また、そのような活動は、地域の人と人とのつながりに

支えられ、活動を通して地域のまとまりや新たなつながりを生み出します。 

 

○ 本市の刑法犯罪認知件数（警察が発生を認知した件数）は平成１１年から

１４年まで１３，０００件台と高い水準にありましたが、その後、減少し

続け、平成２３年には６，２２４件となりました。平成 24 年には若干の

増加が認められたものの、その後は更に減少を続け、平成 27 年には４，

７９２件となりましたが、平成２８年は増加傾向にあります。犯罪の種類

としては、自転車などの乗物の盗難、ひったくり、空き巣などの窃盗犯が

全体の約 8 割（平成 28 年 11 月末現在）を占めており、高齢者が被害者

となりやすい電話 de 詐欺等を含め、今後も犯罪の被害を未然に防ぐための

取り組みが求められています。 
 

○ 本市では、平成１９年４月に「松戸市セーフティーネットワーク」から「松

戸市警防ネットワーク」に改組し、地域の犯罪を抑制するため防犯体制を

より強化しています。また、子どもたちが不審者などにあった時に逃げ込

める「こども１１０番の家」のプレート設置協力者は２，３９３件（平成

28 年 11 月末現在）あり、子どもたちが安心して暮らせるためには地域の

方の協力が不可欠です。犯罪の防止だけではなく、交通事故の防止につい

ては「松戸市交通安全計画 *」のなかで、交通弱者（高齢者、子ども等）の

関係する交通事故が増加傾向にあることを重視すべき視点としています。 

 

○ 国全体では犯罪件数が減少傾向にあるものの一度罪を犯してしまった人の

再犯率が一貫して上昇していることから、平成 28 年 12 月に「再発の防

止等の推進に関する法律」が施行され、国とともに地方自治体が更生保護

の観点から、再犯防止等に関する施策を講じる責務が求められています。 

取り組み課題 

３．地域での防犯・安全対策 
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  （平成 28 年度 社会を明るくする運動「講演会とコンサート」） 

 

○市民、事業者及び市が警察と連携協力して防犯活動を効果的に実施する 

 日常生活における身近な犯罪は、各自が防犯の意識をしっかり持つと同時

に、市民、事業者、市が警察と連携協力して防犯活動を効果的に実施する必

要があります。 

 高齢者の安全確保のため、各地域の活動を活発化させ、効果的な活動を行う

よう努めていきます。 

○犯罪のない安全で安心な地域社会づくりを推進する 

 国、県などの動向を見据えながら、犯罪をした者等の円滑な社会復帰支援策

の検討を行い、松戸地区保護司会とともに関係団体や機関と犯罪のない安全

で安心な地域社会づくりを推進していきます。 

○子どもたちが安心して暮らせるための取り組みの推進 

 「こども１１０番の家」や地域や学校による登下校中の見守り活動を継続す

るとともに、不審者情報等を迅速に市民に伝えるため、携帯電話等を活用し

た市民への情報提供についても継続します。 

○安全で快適なまちづくり条例に基づき、公共の場所でのポイ捨て、落書きなどを

禁止 

 犯罪やめいわく行為が起こらない住みやすいまちをめざして、「松戸市安全

で快適なまちづくり条例」に基づき、公共の場所でのポイ捨て、落書きなど

を禁止するとともに、重点推進地区内で過料徴収を行っていきます。 

○交通安全対策の推進 

 交通事故が市民の身近な地域で発生していることから、地域のコミュニティ

を活用して、地域ぐるみで交通安全対策に取り組むことが重要です。 

 そのため、自主的に安全な行動を実践できるような交通安全教育を推進し、

子どもが安全に遊べる場所の確保整備を推進します。 

施策の方向性 
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個人（自助）の役割 地域（共助）の役割 行政（公助）の役割 

○路上喫煙をしない 

○振り込め詐欺や悪質な訪問

販売に注意する 

○犯罪に巻き込まれない知識

を子どもに伝える    

○声かけをする 

○ひったくり防止の自転車か

ごカバーを活用する 

○防犯組織を立ち上げる   

○防犯灯を設置する 

○登下校時の見守り、誘導     

○防犯ボランティア活動

の実施 

○「こども１１０番の家」

のプレートを設置する  

○再犯防止に向けた啓発

活動等に協力する 

○松戸市安全で快適なまちづ

くり条例の推進 

○「松戸市交通安全計画」の推

進    

○防犯灯の設置を支援する 

○携帯電話等を活用した市民

への情報提供 

○悪質商法・消費者被害等に関

する情報提供 

○青色灯のパトロールカーで

の防犯活動の継続 

○再犯防止に向けた啓発活動

等を推進する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                      （第 66 回「社会を明るくする運動」 

                               松戸地区作文コンテスト表彰式）  

それぞれの役割 
 

各種啓発用パンフレット 
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第４章 安心して暮らせるまちづくり 

 
 
 
 
 

現状と課題 
○ ベビーカーを利用中の方、妊婦、高齢者や障害のある方などが、安全で安

心して外出しやすい環境を整えるためには、市内の公共施設や道路、交通

機関の歩行者優先の整備、わかりやすい案内、手助けしてくれる支援者な

ど様々な配慮が必要です。 

 

○ 建物のバリアフリー*化とともに、社会活動への参加につながる心のバリア

フリー*、情報を得る機会を保障する情報のバリアフリーなど、ソフト面で

も障壁を作らない、取り除いていく取り組みも大切です。障害者差別解消

法の施行もあり、「合理的配慮」が明記され、個々の障害者の個別の困難に

気付き、支援していくよう求められています。 

 

○ 情報のバリアフリーでは、障害のある方のために、点訳や音読、手話やホ

ームページ・Ｅメール・ＦＡＸ送信など、必要とする人が誰でも自由に利

用できる情報となることが求められます。 

 

○ 急速な高齢化が進む中、高齢者や障害のある方々や子育て世代も含めて、

誰もが安心してスムーズに移動できるよう歩行空間の整備が進められてい

ますが、放置自転車が歩道を塞いだり、ＩＴ化された（切符を買う、ＡＴ

Ｍ、セルフレジなど）様々な窓口での対応の困難さなどもあり、安心して

移動できる歩行空間ネットワークつくりが課題となっています。今後も、

全ての地区でバリアフリー化するためには、引き続き段階的に整備を計画

し、実施することが必要です。 

 

○ 市内には 6 本の鉄道路線と 23 の駅と約 250 のバス停があり、都内への

アクセスがよく公共交通の利便性の高いまちとなっていますが、今後、高

齢化がますます進む中で、バス停留所までが遠かったり、高低差のある地

形などにより、交通を不便に感じる人が増加することが予想されます。 

 

○ 公共交通機関の利用が難しい高齢者や障害者の移動のサポートする福祉有

償運送 *事業の利用者は、年々増加しています。 

 

取り組み課題 

４．障壁のないまちづくり 
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○情報のバリアフリーの推進 

 点訳や音読、手話やホームページ・Ｅメール・ＦＡＸ送信などの活用や誰

でもわかりやすい表現での情報発信に努めます。 

○認知症サポーターを増やす 

 認知症についてより正しく理解した人を増やし、認知症への偏見等のバリ

アを取り除くことが必要です。 

 認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう取り

組んでいきます。 

○松戸市交通バリアフリー基本構想 *に基づき、バリアのないまちづくりを推進 

 重点整備地区内の整備を中心に推進します。 

○鉄道駅へのエレベーターの設置を推進 

 鉄道駅のホームから地上（改札を経由）までの段差をエレベーターまたは

エスカレーターで解消し、車いす利用者などが円滑に移動できる経路を１

駅に１経路以上の整備率１００％を目指します。 

○放置自転車については、買い物客の放置自転車が多くなる午後にも自転車の撤去

を展開・啓発 

 午前中の通勤客による自転車の放置は減少してきていますが、買い物客に

よる放置自転車が多くなる午後にも自転車の撤去を展開して啓発を行い

ます。 

○福祉有償運送事業の推進 

 福祉有償事業の立ち上げや運営のための相談・指導を行い、事業の周知を

図ります。 

 

 

例えば、認知症の人が困っている様子が見えたら「何かお手伝いすることはありま

すか」と一声かけてみます。たとえ、具体的な援助はできなくても理解者であるこ

とを示すことができます。一人ひとりが違うように、対応は一様ではありません。

そのことを頭に置きながら自分たちに何ができるかを考えていきましょう。 

認知症サポーターについて 

施策の方向性 
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個人（自助）の役割 地域（共助）の役割 行政（公助）の役割 

○違法駐車・違法駐輪をしな

い         

○電車・バスで席をゆずる 

○子ども・高齢者・認知症や

障害のある人等について

理解を深める   

○声かけをする 

○事業者は駐車場・駐輪場を

整備する 

○事業者施設のバリアフリー

化        

○道路の清掃 

○看板、商品を道路に置かな

い   

 

○「松戸市交通バリアフリー

基本構想」に基づく施策の

推進 

○放置自転車等の撤去、啓発 

○路上障害物撤去の指導 

○誰もが利用しやすい情報発

信の工夫 

○認知症サポーターを増やす 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それぞれの役割 

11 
 



第４章 安心して暮らせるまちづくり 

 
 
 
 
 

現状と課題 
○ 地域で活力のある生活を送るための基盤となるのは、「健康」であり、地域 

福祉の推進においても大切な視点です。まず「自分の健康は自分で守る」と 

いう主体的な意識を持ち、日常生活の中で正しい生活習慣を築くことが大切 

です。 

 

○ 平成２６年度に「健康松戸２１Ⅲ*」を策定し、「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」をめざし、

健康診査・がん検診の受診勧奨とともに、骨や筋肉、関節等の機能が衰え

て要介護や寝たきりの状態になったり、そのリスクが高くなったりするロ

コモティブシンドロームの予防などを推進しています。 

 

○ 平成 28 年 7 月から「まつど健康マイレージ」がスタートしました。各種

健(検)診や健康に関するイベントへの参加、健康に配慮した店舗等を利用

することでマイル（ポイント）が貯まり、特典の抽選に参加できます。健(検)

診の受診率の向上、自分自身の健康づくりのきっかけとなることを目的と

して、事業を推進しています。 

 

○ 現代社会においては、バランスを考えた食事をとっていない方、友人、家

族と食事を楽しむ機会が少ない方など、食に関する課題を抱える人が増え

ています。心身の健康の増進には市民が食育への関心を高め、食に関する

課題を改善する必要があるため、松戸食育まつりなどのイベントへの出展

や、一日の食事の摂取量がイラストで示された「松戸版バランスガイド」

などの配布を行い、普及活動を推進しています。 

 

○ こころの健康づくりは、全ての世代で周囲の人に相談したり、自分にあっ

たストレス解消法を実践し、職場や学校だけでなく、地域の中でどのよう

に支え合っていくかが大切な取り組みとなります。自殺の原因は、健康問

題、経済問題、職場・家庭の問題などが複雑に絡み合っていますので、「身

近な人への変化」に気づいたら声かけや見守りなど地域ぐるみで行うこと

が大切です。また、高齢期の特徴として、これまでの人生経験を生かし、

地域との関わりをもち、地域で活躍することがこころの健康づくりに有効

です。 

 

取り組み課題 

５．健康づくりの推進 
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○ 松戸市医師会では、「地域や行動変容」「リビングウイル」「人と人とのつな

がり」「かかりつけ医」をキーワードとして「受けた授業の内容を大人に伝

えること」を宿題に課す形で、親世代、祖父母世代にまで波及効果を及ぼ

すことを考え、小中学生を対象に健康に関する出前講座「まちっこプロジ

ェクト」を開催しています。健康の意義を語り合う場が生まれるために貴

重な取り組みとなっています。 

 

○ 松戸市の認知症の人の数は、平成 28 年４月１日現在、要支援・要介護認

定者の認知症高齢者日常生活自立度Ⅱ以上（日常生活に支障をきたすよう

な症状・行動や意思疎通の困難さがみられる状態）の人数より、10,950

人で６５歳以上に占める割合は 9.1％となっており、65 歳以上の約 10 人

に１人が認知症という状況です。 

「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」による認知

症有病率による推計から、松戸市の認知症の人は、２万人に近い方が認知

症であると推計されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          （松戸市食育かるた） 

（集まれ！秋の健康まつり） 
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○健康松戸２１Ⅲの推進 

 「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」を基本理念に、「健診」「ロコモ予防」「栄養・食生活」

「身体活動・運動」「禁煙」「歯・口腔の健康」など、健康づくりの要素

となる 10 の分野の課題に取り組みます。 

 「健康松戸 21 応援団」を平成２６年３月に創設し、市民の健康づくり

を応援します。 

 「まつど健康マイレージ」で健康づくりの「きっかけ」「定着」「継続」

を推進します。 

 

○（個人の）健康診査・各種検診の積極的な受診を推進 

 定期的に健康診査を受け、積極的に自分の健康状態を把握し、自分の健康

を自分で守る努力が必要です。特に、勤務先での健康診査がない主婦や自

営業者などは未受診の人が比較的多いので、人間ドックや市が実施してい

る健康診査・各種検診を受診するよう推進していきます。 

 

○自殺対策の取り組みを推進 

 「健康松戸２１Ⅲ」策定にあたっての市民アンケート調査（平成 25 年 10 

月）からは、健康状態が良いという市民は約７割ですが、悩みやストレス 

があるという市民も約６割います。本市においては自殺が、１０～３０歳

代の死因の１位となっています。 

 自殺の原因は、健康問題、経済問題、職場・家庭の問題などが複雑に絡み

合っていますので、「いつもの自分と違う」と感じたり、「身近な人の変化」

に気づいたら、誰かに相談したり、声かけや見守りなどを地域ぐるみで行

うことが大切です。 

 「心の健康（自殺対策）」として、心の健康づくりに関する情報や知識を普

及します。また、地域で見守るゲートキーパー等を育成、支援します。 

○介護予防事業の推進 

 高齢になっても元気で自立した生活が送れるよう普及啓発や地域活動の支

援などを行う一般介護予防事業を充実し、高齢者が自ら取り組める事業を

推進するとともに、生活機能が低下してくる高齢者には早期の機能改善・

回復ができる短期集中予防サービスを実施していきます。 

 生活機能を維持、改善し、要支援・要介護状態になることを防ぐために、

介護予防事業を行政、民間で連携して実施します。 

 

施策の方向性 
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○認知症対策の推進 

 認知症の症状がある人は、高齢化により年々増加しており、今後もさらに

増加することが見込まれます。「認知症になっても安心して暮らせる街・ま

つど」を目指して、関係機関との連携、支援やネットワークづくりを念頭

に置き、認知症の本人や支える家族が何を望み、何に困っているのかとい

う視点に立ち、認知症対策を推進していきます。 

○食育についての継続的な情報発信と、ライフステージに応じた取り組みの継続的

な推進 

 本市では５４の多岐に渡る関連事業を展開してきました。学校給食法、幼

稚園教育要領、学習指導要領、保育所保育指針にも食育が正式に規定され、

それぞれ対象となる年齢に応じた取り組みも行われています。 

 平成２２年に実施しました食育アンケート結果では、市民の食育に対する

周知度・認知度は９割と高いものの、若い世代への働きかけが課題となっ

ています。 

 食への感謝の念や理解を深め、生産者と消費者相互の交流を促進すること

で地域社会の活性化や地球環境にも配慮した食育を目指し、継続的な情報

発信に努めます。 
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個人（自助）の役割 地域（共助）の役割 行政（公助）の役割 

○定期的に健康診査を受診する 

○自らの健康は自ら管理する意

識を持つ 

○バランスのとれた食事・適度

な運動と休養など望ましい生

活習慣を心がける 

○自分にあったストレス対処法

を見つける  

○たばこの害を正しく理解する 

○医療機関と連携した医

療・健康講座等の開催 

○事業者はこころの健康（ 

 自殺予防）への取り組みや

受動喫煙防止に努める 

○見守り、声かけをする 

○「健康松戸２１Ⅲの推

進、実行 

○健康診査などの受診率

の向上 

○自殺対策の推進  

○介護予防及び認知症予

防の事業を実施 

○食育の推進 

 

身近で悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聴いて、必要な支援につなげ、見

守る人のことです。本市では自殺を防ぐため、市民の方を対象に平成２３年度よ

りゲートキーパー養成講座を開催し、27 年度末までに１，０００人以上の方に

受講していただいております。２５年度からはパートナー講座としてもゲートキ

ーパー養成研修を位置づけており、更に見守りの目を増やしていきます。 

それぞれの役割 

「ゲートキーパー」について 

16 
 



第４章 安心して暮らせるまちづくり 

 
 
 
 
 

現状と課題 
○ 誰もが安心して生活するため、地域医療の充実は欠かすことができません。 

 

○ 子育て世代にとって安心して子どもを産み育てるため、小児医療の充実や

体制の整備は、必要不可欠な基盤となります。夜間にお子さん（中学校 3

年生まで）の具合が悪くなってしまったとき、毎日午後 6 時から午後 11

時まで診療が受けられる「夜間小児急病センター」が松戸市立総合医療セ

ンター内にあります。 

 

○ 病気や病気の回復期であるために集団保育や家庭保育が困難な子どもを専

用の施設にて預かり、一人ひとりの年齢、病状、症状にあわせた上で、通

常の保育内容に準じた保育を行う「病児保育・病後児保育」を行う医療機

関があります。 

 

○ 市内には、東葛北部の中核的医療機関である松戸市立総合医療センターを

はじめとして１８の病院があり、一般診療所２８５、歯科診療所２６９の

施設があり、医療資源に恵まれています。今後、少子高齢化の進展が見込

まれており、限られた医療資源を効果的・効率的に活用し、地域において

安心で質の高い医療サービスがうけられるように、県は、医療機関の病床

機能の分化と連携の推進を図っており、市は市民への啓発活動等が必要で

す。（医療機関数は平成２７年度事業年報：松戸健康福祉センター） 

 

○ 高齢化の進展に伴い、何らかの病気を抱えながら生活をすることは特別で

はなく、身近な地域で日常的な医療を受けたり、健康の相談等ができる存

在であるかかりつけ医等の普及・定着が求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

取り組み課題 

６．地域医療の充実 
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○在宅医療と介護の連携強化 

 高齢者の安心を支えるためには、医療は欠かすことのできないものであり、 

さらに住み慣れた地域で暮らし続けるための地域包括ケアシステムを構築

するためには、在宅医療と介護の連携は必要不可欠となります。 

在宅医療と介護を担う専門職や関係者が互いの役割を理解し、多職種連携が

図ることができるよう、松戸市医師会、松戸歯科医師会、松戸市薬剤師会と

協議を重ね、地域包括ケアシステムの構築を目指します。 

○在宅医療の推進 

 国では、平成２３年度より多職種協働による在宅医療を担う人材の育成が行

われており、千葉県においても平成２４年度より地域での在宅医療を担う地

域リーダーの養成研修が開始されました。本市では、松戸市医師会と市が連

携して東京大学によるモデルの多職種連携研修会を開催しました。 

 多種多様化する医療ニーズに対応するためには、医療機関の相互の連携を強

化していくとともに、従事する多職種がお互いの専門的な知識を活かしなが

らチームとなって患者・家族をサポートしていくことが求められます。 

○夜間急病救急医療の充実 

 松戸市医師会、松戸歯科医師会、松戸市薬剤師会の協力のもと、休日在宅当

番医、夜間小児急病センター、休日土曜日夜間歯科診療所、市内病院群の輪

番制当番病院と松戸市立総合医療センターの連携により「松戸市夜間急病救

急医療」を運営するなど、急病の時には、休日や夜間であっても市民が安心

して医療を受けられる体制づくりに努めています。 

 小児科を専門とした夜間小児急病診療所とし、松戸市立総合医療センター敷

地内に診療時間や医療スタッフ等診療体制を充実させた「松戸市夜間小児急

病センター」を開設し、小児医療対策に取り組んできました。今後も松戸市

医師会、松戸市立総合医療センター、松戸市薬剤師会等との連携を図りなが

ら運営していきます。 

○かかりつけ医を持つことを推進 

 市民は、症状に応じた適切な医療が受けられるように、日頃から「かかりつ

け医」を持ち、住み慣れた地域で生涯を過ごせるように今後も地域医療の充

実が求められます。 

 本市では、「まつど医療機関マップ」を作成し、医療資源の情報を提供しま

す。また、ホームページで掲載し広く情報提供します。 

施策の方向性 

18 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      （健康医療都市まつど HP） 

個人（自助）の役割 地域（共助）の役割 行政（公助）の役割 

○かかりつけ医を持つ   

○日頃から、休日・夜間等の医

療体制を知っておく 

○在宅医療・介護保険制度の基

礎知識を知っておく 

○在宅療養を支援する診療所

など多職種との連携を推進

する 

○まつど医療機関マップ

など医療サービスの情

報の提供 

それぞれの役割 
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第４章 安心して暮らせるまちづくり 

 
 
 
 
 

現状と課題 
○ 厚生労働省は、平成２７年９月に公表した「新たな時代に対応した福祉の提

供ビジョン」において、全世代・全対象型地域包括支援を実現するために、

対象者やその世帯について、分野横断的かつ包括的な相談・支援を実現する

ための方策を検討していくとし、平成２８年１０月に「他人事」になりがち

な地域づくりを地域住民が「我が事」として主体的に取り組む仕組みを作っ

ていくともに、市町村の地域づくりの取り組みの支援と公的な福祉サービス

へのつなぎを含めた「丸ごと」の総合相談支援の体制整備を進めるため「「我

が事・丸ごと」地域共生社会実現本部」を設置しました。 

 

○ 本市においても地域での課題が多様化しており、支援を求める方の中には、

介護と子育てに同時に直面するような複合的な

課題を抱えるケースもあり、地域の中で、いつで

も気軽に困り事の相談をしたり、必要なサービス

の情報提供が受けられる環境を整えていくこと

が課題となっています。また、相談したい内容に

応じてどこに相談すればいいかを地域住民や支

援者に周知していくことが課題です。 

 

○ 社会的に孤立している人は、高齢者に限らず、若

者や中高年など世代を超えて拡大しています。そ

れらを地域の支え合いに結びつけることは大変

難しいですが、まず、支援が必要な人がいること

を地域の中で把握し、専門的な相談支援に結びつ

けることがセーフティネット機能の強化につながります。 

 

○ 情報提供する場合は、各種情報を集約し、広報やホームページをはじめ、Ｓ

ＮＳ等(フェイスブック、ツイッターなど)の伝達手段を活用し、スピーディ

ーかつわかりやすく広く伝達できることが必要です。また、相談支援体制の

充実・強化のために、各関係機関との連携が不可欠です。 

 

○ 各分野の情報や資源を横断的に把握しコーディネートする人材育成も課題

となっているため、千葉県社会福祉協議会のコミュニティソーシャルワーカ

ー*の研修などに参加し、その視点をもった人材を計画的に増やしていくこ

とが重要です。 

取り組み課題 

７．相談支援・情報提供の充実 
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○ 子育て支援では、妊娠・出産から子育て期にわたる様々な疑問や不安など気

軽に相談できるよう親子すこやかセンター（中央・小金・常盤平保健福祉セ

ンター内）を平成２８年度にオープンさせ、支援の充実を行っています。ま

た、市内 20 箇所に設置されているおやこＤＥ広場 *・地域子育て支援セン

ター*に子育てコーディネーターを配置し、子育てに関する様々な相談を受

けたり、市の子育て支援情報の提供を行ったりしています。情報発信につい

ては、市のホームページに「子育て情報サイト」を開設したり、子育てガイ

ドブックの発行や子育て支援 PR 動画を作成し、積極的に行っています。 

 

○ 障害のある人が地域の中で自立した生活を送れるよう、総合的な相談拠点で

ある基幹相談支援センター*や「ふれあい相談室」を設置し、電話や来所だ

けでなく、職員の訪問による相談も受け付けています。また、障害の特性に

対応する相談窓口として「ハートオン相談室」も設置し、より身近で専門的

なきめ細かい相談ができるよう体制を整えています。 

 

○ 平成１６年１０月に千葉県が設置した「中核地域生活支援センター*」では、

子ども、障害者、高齢者など対象者にとらわれず、２４時間、３６５日体制

で福祉に関する総合相談等を行い、地域で重要な役割を担っています。 

 

○ 女性であることにより、生きづらさを感じる一方、男性も悩みを抱え相談で

きずにいる現状があります。女性は家事・育児、男性は仕事、と固定的性別

役割分担意識が男性を仕事に追い込み、パートナーである女性や家族の状況

を悪化させることがあります。 
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○地域包括支援センターを増設し、地域包括ケアシステムづくりの推進 

 地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすため

の地域包括ケアの中心的な役割を担っています。地域包括支援センターに

は、保健師、社会福祉士 *、主任介護支援専門員が配置されており、それぞ

れ保健、医療、福祉や介護の専門性を生かして協働し、高齢者の総合相談

窓口として、介護、介護予防、総合相談支援、権利擁護事業など高齢者の

生活に関わる様々な相談に対応しています。  

 業務改善を行うとともに、日常生活圏域 *に準じて平成 29 年４月に 11 ヶ

所から 15 ヵ所に増設の地域包括支援センターによる支援体制の更なる強

化を図ります。 

○地域住民に分かりやすい必要な情報を身近な相談窓口で提供  

 千葉県が設置した中核地域生活支援センターは、すべての市民を対象とし

た２４時間体制の相談窓口業務を行っています。 

 子ども、障害のある人、高齢者の身近な相談窓口として地域住民に周知し、

それぞれの機関がお互いの役割を理解し、連携が図れるよう努めます。 

○松戸市子育てコーディネーターの推進 

 おやこＤＥ広場、地域子育て支援センターでは、市が養成した子育てコー

ディネーターが、保育所・幼稚園をはじめとした子育て支援に関するサー

ビスの紹介や相談の窓口となります。 

○基幹相談支援センターの設置 

 地域における相談支援の拠点として市内に設置し、障害のある人とその家

族の様々な問題を受け止め、その解決に向けて、他の相談機関、地域の社

会資源と連携強化しながら支援を行います。 

施策の方向性 
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個人（自助）の役割 地域（共助）の役割 行政（公助）の役割 

○困ったときは、1 人で悩

まずに深刻化する前に気

軽に相談する 

○相談窓口に関する情報 

 を収集する 

 

○事業者は地域への広報活動

を行い、相談事業所の周知

を図る 

○松戸市社会福祉協議会「福 

 祉なんでも相談所」の開設 

 を周知する 

○相談窓口に関する情報の周

知を効果的に行う 

○相談者のニーズに合った窓

口を紹介し、つなぐ 

○相談者の人材育成を図り、 

 ソーシャルワーク機能を充

実する 

 
 

それぞれの役割 
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第４章 安心して暮らせるまちづくり 

 
 
 
 
 

現状と課題 
○ 高齢者が住み慣れた地域で人生の最後まで尊厳をもって自分らしい生活

を送れるように、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供さ

れる地域包括ケアシステムの構築を実現し、高齢者がいつまでも元気に暮

らすことができるまちづくりを推進しています。 

 

○ 一方、高齢化の進展により、独居高齢者の急増もあり、孤独死 *など公的

なサービスだけで解決の難しい課題にも直面しています。特に、在宅医療

を支える医療的、医学的見地からのサポートの強化が求められていること

から、平成 28 年度から松戸市医師会に委託し、市内 15 の日常生活圏域

ごとに地域サポート医を配置し、相談支援や訪問支援を実施しています。

また、高齢者の増加に伴う介護人材不足を解消するためにも、様々な主体

による多様なサービス・支援を充実し、地域と共に考える生活支援体制の

整備に取り組んでいます。 

 

○ 地域の身近な相談窓口である「高齢者いきいき安心センター」（地域包括支

援センター*）は、平成 29 年 4 月から、日常生活圏域（地域福祉推進地区）

ごとに設置し、主任ケアマネージャー、社会福祉士、保健師等が権利擁護、

介護予防ケアマネジメント、介護・医療・福祉に関する総合相談などを行

い、地域ケア会議や認知症サポーター養成講座の開催、松戸市あんしん一

声運動、介護者のつどいの運営、高齢者支援連絡会等と連携を行い、高齢

者の日常生活支援を担っています。 

 

○ 併せて、市役所本庁内に直営の基幹型地域包括支援センターを設置し、 

各圏域を担当する地域包括支援センターの総合調整や後方支援を実施し、

高齢者施策全般や他の関連施策と密接に連携していきます。 

 

○ 高齢になっても健康で生きがい、役割を持って、暮らすことができるよう

従来の機能回復訓練中心の介護予防ではなく、地域の中に生きがい、役割

を持って生活できるよう居場所や出番をつくるなど活動的な状態をバラ

ンス良く維持するために社会参加を促す生活支援・介護予防を拡充してい

きます。特に地域の実情に応じた都市型介護予防モデルを開発するため、

協定を締結した千葉大学予防医学センターとの共同研究を推進し、自立期

間の延伸を目指します。 

取り組み課題 

８．地域包括ケアシステムの構築 
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○ 認知症についても、平成 27 年度より「認知症初期集中支援チーム」を設

置するほか、認知症の早期発見と予防、介護者支援について松戸市医師会、

「認知症の人と家族の会」等の関係機関・団体、行政等が連携して、認知

症施策に取り組んでいます。 

 

○ 市社協のたすけあいセンターでは、認知症の方を支援するオレンジ協力員

（認知症サポーター）と、地域包括支援センターや認知症の方の受け入れ

施設などの受け入れ機関とのコーディネート業務を行っています。認知症

の方の支援活動を行うと介護支援ボランティア事業と同様にポイントがた

まり、交付金や障害者施設の生産品と交換できます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

○地域住民どうしの助け合い、支えあっていく仕組みづくりの推進 

 必要な公的サービスの提供体制を整備するだけでなく、制度で提供できない

インフォーマルな生活支援サービスを地域住民どうしがお互いに助け合い、

支えあっていく仕組みの整備に取り組んでいきます。 

個人（自助）の役割 地域（共助）の役割 行政（公助）の役割 

○地域包括ケアシステム

の仕組みを理解する 

○地域活動やボランティ

ア活動に関心を持ち、自分

に役立つ情報を収集する 

○松戸市社会福祉協議会は、生

活支援を行う地域の助け合い

活動の活発化を推進する 

○生活支援コーディネーター*

は、助け合い活動に参加する

関係者同士のネットワークを

構築し、地域住民同士が互い

に助け合い、支えあう仕組み

づくりを進める 

 

○「助け合い活動」を行う団体

や市民のために、出前講座や

勉強会等を実施する 

○「生活支援コーディネータ

ー」の育成や支援を行う 

○地域ケア会議の充実を図る 

施策の方向性 

それぞれの役割 
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松戸市の日常生活圏域（地区社協単位） 

基幹型地域 
包括支援 
センター 
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第４章 安心して暮らせるまちづくり 

 
 
 
 
 

現状と課題 

○ 平成１２年からスタートした介護保険制度を皮切りに、福祉サービスは利

用者本人が選び契約に基づいて利用するという仕組みに大きく転換が図ら

れました。 

 

○ 「第７期松戸市高齢者保健福祉計画・第６期松戸市介護保険事業計画(いき

いき安心プランⅤまつど) *」策定にあたっての市民アンケート調査(平成２

７年３月)では、成年後見制度について約４割、また日常生活自立支援事業

の認知度が約３割と平成２２年の調査同様低く、市民が安心して暮らせる

ように今後もさらに周知していくことが求められています。本市では、判

断能力の十分でない方に、安心して制度や福祉サービスが受けられるよう、

成年後見制度の普及啓発や市長による申し立てを行っています。 

 

○ 市社協の相談センターでは、日常生活自立支援事業として、日常生活を送

る上で、十分な判断ができない方や、体の自由がきかない方が認知症高齢

者、知的障害 *のある人、精神障害のある人等のうち判断能力が不十分な方

が、地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、

福祉サービスの利用援助等を行っています。 

 

取り組み課題 

９．生活を守る権利擁護の普及 
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○成年後見制度・日常生活自立支援事業の普及・促進 

 成年後見人の担い手となる職能団体やＮＰＯ法人 *、日常生活自立支援事業を担

う社会福祉協議会と連携を図り、より制度が利用しやすくなるよう申立支援・相

談に努めます。 

 家族形態の多様化の中にあって、高齢者や障害のある人が安心して生活できるよ

うに当事者の利用周知を強化します。 

○消費者被害対策や任意後見を含めた制度の活用を普及・促進 

 本市では、判断能力の十分でない認知症高齢者、知的障害のある人、精神障害

のある人等にとって、安心した生活が送れるよう、市民への成年後見制度の利

用促進や本人または親族による申立の支援を行っています 

 市民に制度の理解と利用促進を図るため、パンフレットの作成や講演会の開催

等普及啓発活動に取り組みます。 

個人（自助）の役割 地域（共助）の役割 行政（公助）の役割 

○制度を知る 

○制度の利用を考える 

○市社協は、制度を周知し、日

常生活自立支援事業を推進

する 

○地域（共助）で福祉活動する

人は、制度を理解する 

○成年後見制度利用支援事業

を実施する 

○法律に基づく申立てを行う 

○制度について周知する 

それぞれの役割 

施策の方向性 
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成年後見制度は、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が

損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する身近な仕組みです。 

大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の 2 つがあります。 

「成年後見制度」について 

※千葉県成年後見支援センターより 
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第４章 安心して暮らせるまちづくり 

 
 
 
 
 

現状と課題 
○ 経済的に困窮している人はその背景に失業、疾病、負債、社会的孤立等の

様々な問題を抱えています。それらの問題が負の連鎖により深刻化し、自

立した生活が困難になる前に、包括的・早期的に支援を行うため、平成 27

年４月１日、生活困窮者自立支援法が施行されました。本市においても、

同日、相談機関として支援の中心となる「松戸市自立相談支援センター」

を庁内に設置しました。 

 

○ 生活困窮者に対する支援は相談機能だけで達成されるものではなく、本市

においては、離職後の就職活動期間中に住居を失う恐れのある人に対する

住居確保給付金事業、就労の準備ができていない人に対する就労準備支援

事業、家計管理ができていない人に対する家計相談支援事業、住居がない

人に対する一時生活支援事業、子どもの学校外の学習にかける費用を捻出

できない人に対する子どもの学習支援事業を実施し、相談者が抱える一つ

一つの問題解決につなげています。 

 

○ 生活困窮者の抱える問題は多岐にわたるため、問題解決に資する相談やサ

ービスを提供する行政機関・民間機関等が連携する必要があります。 

また、生活困窮者は社会的孤立や情報格差により支援につながりにくい傾

向があり、生活困窮者と接する機会のある各種窓口やライフライン事業者

等と連携が必要であります。 

そのため、「松戸市生活困窮者自立支援ネットワーク会議」を開催し、各

種連携の推進を図っておりますが、今後更に連携を深めていくことが必要

です。 

 

○ 生活困窮者自立支援制度は新しい仕組みであり、制度内容がまだ地域・市

民に浸透していないと考えられます。支援につながる段階、支援を行う段

階、自立する段階すべてにおいて、生活困窮者と地域・市民との関わりは

重要であり、今後更なる周知が必要です。 

取り組み課題 

１０．生活困窮者の自立支援 
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○一人ひとりに合わせた支援 

 生活に困っている方は経済的な問題だけでなく、心身の問題、家庭の問題な

どさまざまな問題を複合的に抱えています。松戸市自立相談支援センターで

は、それらの問題に一人ひとりに合わせた支援計画（プラン）を作成し、関

係機関と協力しながら、自立に向けた支援を包括的、迅速に行います。 

 

○支援に繋がりやすい体制の構築 

 関係団体と意見交換を行うネットワーク会議や出張相談会、パートナー講座

(出前講座)等を行い、市民への制度周知・制度理解を広げると共に関係機関

との連携推進を図り、生活に困っている方が支援に繋がりやすい体制を構築

します。 

個人（自助）の役割 地域（共助）の役割 行政（公助）の役割 

○ 不安や心配を抱えた

ら一人で悩まず、深

刻化する前に相談す

る 

○ 「松戸市自立相談支

援センター」をはじ

めとして、生活困窮

者自立支援制度の存

在や役割を知る 

○ 民生委員・児童委員をはじ

め、地域のなかで生活困窮

支援が必要な方がいた場

合、「松戸市自立相談セン

ター」を紹介、案内する 

 

○一人ひとりに合わせた支援

護を行い、生活困窮者自立

支援制度の更なる充実を図

る 

 

○生活困窮者自立支援制度を 

 広く市民に周知すると共に

し、関係機関との連携推進

を図る 

施策の方向性 

それぞれの役割 
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基本目標１ 安心して暮らせるまちづくり 

 
 
 
現状と課題 
○ 日本経済が高度経済成長を経て低成長時代に入る頃から、核家族化、高齢

化が進展し、社会福祉サービスの提供体制が様々な問題が生じ、保育、介

護など福祉サービスの利用者のニーズも多様化する中、必要なときに身近

な地域の中で利用者の立場に立った質の高い適切なサービスを選択できる

社会福祉改革が次々におこなわれました。 

 

○ 平成１０年６月の中央社会福祉審議会社会福祉構造改革分科会では、「これ

からの福祉は、個人が人として尊厳をもって、家庭や地域の中で、その人

らしい安心のある生活を送ることができるよう支援することにある」とし

て、利用者とサービス供給者との対等な関係の確立、地域における福祉・

保健・医療サービスの連携体制の整備、多様な提供主体による福祉サービ

スへの参入促進、適正な競争を通じた良質なサービスの効率的な提供など

改革の方向性を示しました。 

 

○ 平成１２年の社会福祉法改正は、「社会福祉事業の経営者に対し、提供する

サービスへの利用者からの苦情の適切な解決」、「また自らが提供するサー

ビスの質を自己評価等の措置を講ずるよう努めなければならない」とする

とともに、国に対しては、第三者評価機関の育成等、社会福祉事業の評価

の取り組みを支援するよう規定しています。 

 

○ 本市は、社会福祉法第 82 条の規定に基づき本市が提供する福祉サービス

に係る苦情解決の仕組みを整備することにより、苦情に対する適切な対応

を図り、もって福祉サービスの利用者の利益の保護及びその信頼の確保に

寄与することを目的に、苦情解決体制として、苦情受付担当者や苦情解決

責任者を設置しています。 

 

○ 総合的な高齢者の支援を行う地域包括支援センター、２４時間型のサービ

スが受けられる訪問看護事業所や訪問介護事業所、救急時対応する往診医

や特別養護老人ホーム、老人保健施設等の入所施設、障害のある人や高齢

者の参加や活動を促進し､介護家族の自己実現を促しています。 

 

○ 在宅介護を豊かにするための通所施設や入所施設のほか、日中の通いのサ

ービスを中心に、訪問や泊まりのサービスを組み合わせた小規模多機能型

居宅介護、そして、近隣 (ボランティア *)による支援など総合的に、包括

取り組み課題 

１１．利用者本位のサービスの提供・福祉サービスの質の向上 

33 
 



的にサービスを提供する仕組みづくりが求められています。 

 

○ 平成２５年４月から社会福祉法人 *の認可や監査等の権限が県から市へ移

譲されました。 

 

○ 平成２７年の社会福祉法改正によって、福祉サービスの担い手である社会

福祉法人の改革と福祉人材の確保の促進と一体的に行うことにより、福祉

サービスの供給体制の確保に取り組むことになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地域包括ケアシステムを地域住民（市民）・地域も含めた連携体制で推進 

 予防的な視点に立ち、介護・医療・日常生活支援・住まいが提供されるよう

マネジメントし、地域住民(市民)・地域・行政がそれぞれの役割を担いなが

ら、地域包括ケアシステムを推進していきます。 

○第三者評価の啓発、情報提供等を促進 

 福祉サービス等の質の向上及び利用者の適切なサービス選択を支援するた

め、福祉サービス第三者評価、介護サービス情報の公表、地域密着型サービ

ス外部評価の取り組みを推進していきます。 

 社会福祉事業者に対して第三者評価を受ける意義や苦情解決体制の啓発や

利用促進、また利用者への情報提供などを進めていくことが必要です。 

○第三者評価システム *・苦情解決制度の取り組みの維持 

 市においても福祉サービス施設を対象として、それに係る苦情解決の仕組み

を導入し、適切なサービス利用または提供を支援しています。 

個人（自助）の役割 地域（共助）の役割 行政（公助）の役割 

○問題点や課題を意見表明す 

 る 

○サービス提供者は苦情解決

体制をつくる 

○第三者評価を受ける 

○苦情解決制度、第三者評価

の周知等に努める 

○千葉県による第三者評価

システムの確立 

施策の方向性 

それぞれの役割 
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福祉サービス利用者 介護サービス利用者 

社会福祉事業 
社会福祉事業 

社会福祉事業以外 

（保育所・障害者施設など） 
（特養・デイサービスなど） 

（老健など） 

福祉サービス事業者 居宅介護支援事業者 サービス事業者 

千葉県運営適正化委員会 

（千葉県社会福祉協議会） 

千葉県 

松戸市 

国民健康保険団体連合会 

苦情申出 苦情申出 苦情申出 

解決しない場合 解決しない場合 

松戸市で処理困難な場合 

苦情申出 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「苦情解決の流れ」について 
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