
第4次実施計画素案への意見への対応表

章 節 項 項名(ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ名)

素案の表記 意見 市の考え方 案の修
正

修正した表現

3-2 2 2 病気や障
害、高齢な
どを理由に
生活に支障
があって
も、自立し
た生活が送
れるように
します

※　対応する実施計画事業なし はじめに、
広報まつどにて拝見。大変よい計画と思います。
この計画に私見ですが次の項目を実施計画に盛
り込んで頂ければ幸いです。

1.政策展開の方向について
　自助努力の精神醸成
　高齢者には、ややもすれば、すぐ行政に頼む傾
向がみられる。できるだけ自力で対処するように促
す。
　また、高齢者にかぎらず、国民全体に対して、
「行政の責任」と云って安易に行政に頼ったりする
風潮を改めて、自力と自己責任で対処する姿勢
を持つように、政府やマスコミを巻き込んだキャン
ペーンを展開して、「自助努力のうねり」を起して
欲しい。

後期基本計画に定める「めざ
したい将来像」において、
「自助・共助・公助を高め
て、」としており、公助の前
には、自助や共助があること
を明確にしています。

無

3-2 3 1 子どもたち
が自らの将
来の目標を
持ち、その
実現に必要
な知識や経
験を得られ
るようにし
ます

※　対応する実施計画事業なし （つづき）
2.次世代を育む文化・教育環境の創造
　教育委員会に要望
　・小中学校における先生方の肉体的・精神的
負担を軽減し、先生方にはもっと学問教育に専
念できるように、雑務から解放する。教育委員会
の職員が先生方に代って現場の手助けをする。
　・先生方を困らす身勝手な親（モンスターピアレ
ント）に猛省を促すため、事例を挙げて、学校に
代り、声を大にして広く世間に訴える。マスコミや
議員を大いに利用する。
　・しつけ、道徳教育の実践は家庭中心でやるよ
うに、世間に訴える。政府に対しては倫理教育教
科書を作るよう要請する。

実施計画事業としては、掲載
しませんが、学校に対する支
援を要望するものと捉え、基
本的な考え方は参考にさせて
いただきます。

無

3-2 2 4 市立病院と
して高度で
良質な医療
を提供しま
す

※　対応する実施計画事業なし （つづき）
3.豊かな人生を支える福祉社会の実現
　市立病院利用者の不払い対策
　・利用者の公平な負担の見地から、不払い者
対策は必要。
　・利用者は保険証提示の際に一定額を前納
（保証制度と考えてよい）する。

実施計画事業としては掲載し
ませんが、事業を実施する中
で、対策を強化していきます

無
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第4次実施計画素案への意見への対応表

章 節 項 項名(ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ名)

素案の表記 意見 市の考え方 案の修
正

修正した表現

3-1 (4) 9 松戸駅周辺
地域活性化
プロジェク
ト

【ビジョン】
　JR東日本が実施する松戸駅の
改造を起爆剤として、・・・

松戸駅は、ＪＲ東日本におい
て、各ホームへのエレベー
ター設置、多機能トイレ等の
整備を行うために、駅改札内
のスペースを拡張するなど、
他の駅に比べ大規模な駅の改
造を計画しており、すでに基
本的な設計に入っています。
本市としては、一日でも早い
バリアフリー化工事の着手に
向け、現在、調整を重ねてい
ます。

無

3-2 5 4 誰もが安心
してスムー
ズに移動で
きるように
します

③公共交通が利用しやすくなり
ます

※　対応する実施計画事業なし

八柱駅および新八柱駅のバリ
アフリー化は、鉄道事業者が
行う事業ではありますが、本
市としては、鉄道事業者の計
画を尊重しつつ、早期に整備
（原則エレベーターの建設）
されるよう、協議および補助
金等の支援を行っています。

無

（つづき）
4.松戸駅周辺地域活性化プロジェクト
　松戸駅・八柱駅（含私鉄）のバリアフリー化
　・ホーム（橋上駅への上り下りも含む）の上り、
下りエスカレーター又はエレベーターの設置。特に
老人には上りより下りが必要。
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第4次実施計画素案への意見への対応表

章 節 項 項名(ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ名)

素案の表記 意見 市の考え方 案の修
正

修正した表現

3-2 6 2 財源、財産
を適正に管
理し、配分
します

№120
[取組み課題]
老朽化した公共施設の再編に向
けて検討し、基本的な方針を定
めます【公共施設再編整備プロ
ジェクト】

[めざす成果]
 施設の有効利用を図ります

[目標]
主要施設の利用価値と再編に向
けた方向性を決定します

[対象事業]
公共施設再編検討事業

（つづき）
5.都市経営の視点に立った行財政の運営
　公共施設の受益者負担の徹底
　・公共施設を利用できる人と利用できない人
（利用の必要性のない人）公平を図る意味で、
次の制度を設ける。
　　公共施設の受益者負担を推進し、たとえ少
額でも市側の経費負担を軽くする
　　（例　21世紀の森　利用料徴収）

　公共施設の受益者負担のあ
り方についても、公共施設再
編整備プロジェクトにおいて
検討します

無

3-1 (2) 3 確かな学力
と豊かな人
間性を育む
教育推進プ
ロジェクト

-関連する取組み-
① 英語・言語技術を軸にした小
中一貫カリキュラムを構築しま
す

小学校は英語がこれから必修課目になりますの
で、ぜひ松戸市に住んでいる外国人たちを学校に
来て頂いて、その国のことを色々教えて欲しいと
思います。せっかく日本にいるので、ぜひ、交流し
て頂きたいと思います。派遣会社に登録する方で
はなく、また登録している大使だけではなく、もっと
広い範囲で松戸に住んでいる外国人が英語を教
えられる人が日本の子どもたちと交流して欲しい
のです。
実際子供を持っている外国人のお母さんが一番
よいか私は思います。その外国人のお母さんにも
日本の生活にも分かるし、自分の子供が実際に
学校に行っていますので、ぜひ貢献して頂きたいと
思っています。
その国のことをいろいろ生の声で行かせられるとい
いですね。

ご意見の内容は、総合的な学
習の時間の国際理解の活動を
指しているものと考えます。
多くの小学校では各学校の工
夫により実施しています。

無
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第4次実施計画素案への意見への対応表

章 節 項 項名(ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ名)

素案の表記 意見 市の考え方 案の修
正

修正した表現

3-2 2 2 病気や障
害、高齢な
どを理由に
生活に支障
があって
も、自立し
た生活が送
れるように
します

※　対応する実施計画事業なし 私は、松戸市で精神に障害を持つ人たちの地域
での生活を支援するサービスを行っている、ＮＰＯ
法人千葉精神保健福祉ネット（通称Ｍネット）の
理事をしています。今日の広報に表題の意見を
募集していることを知り、一言お願いがあります。
第２部　政策展開の方向　第２節　豊かな人生
を支える福祉社会の実現　１～４について
あまりにも素晴らしい題目です。現実があまりにも
かけ離れているのを常々感じています。病気や障
害、高齢などでも自立した生活が送れる社会
は、私たちの希望です。実際は精神に障害がある
人たちの地域生活は大変です。簡単に住む場
所、働く場所を探すことは出来ません。家族、兄
弟が抱え、どこに相談に行ったらよいか分からない
人たちが一杯いることと思います。４８万都市にど
れ位、精神に障害がある人たちがいる事か？自
立支援法が出来て5年になると思いますが、サー
ビスを使っている人が増えません。サービスを知ら
ない人が多いのでしょう。私たち事業者にも責任
があると思いますが、不登校、自殺、虐待の一部
にもなっていることでしょう。

障害福祉サービス利用者及び
利用量については、毎年増加
しておりますが、今後も制度
の普及啓発に努めていきま
す。相談窓口については、№
24の項目で記載しています。

無

3-2 2 4 市立病院と
して高度で
良質な医療
を提供しま
す

※　対応する実施計画事業なし また、「市立病院の高度で良質の医療」について
も、疑問だらけです。
計画を作っている方々は、市立病院の精神科が
平成２０年から休業になっているのをご存知です
か？
松戸市にはもともと恩田第２病院しか精神科の
入院施設が無く、松戸市民の精神の病気の
方々は近隣市町村の精神科病院を探して受
診、入院しなければならない状態です。特に、患
者の高齢化に伴いがんを始め合併症を発症する
人たちも多くなりました。市立病院のような総合診
療が出来るところが必要です。是非早急な精神
科の再開をお願いいたします。現在もそうですが、
これからはますます心を病む人たちが増えることで
しょう。市民に高度な医療が何時でも受けられる
よう、銚子病院の様にはならないよう、市民病院
の経営を何とかして下さい。

現在、３次救急を担う、急性
期の市立病院としての役割に
おいて、主疾患と合わせて精
神疾患をお持ちの患者さんを
治療する際、有効な方法のひ
とつとして、精神科医の病棟
へのリエゾン回診や、手術の
際に精神科医が立会う体制が
あります。今後の取り組み
や、医師の確保についても、
医師の派遣元である大学当局
と臨床研修病院としての側面
を持つ当院とで協力しあい、
その役割を果たして参りたい
と考えています。

無
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第4次実施計画素案への意見への対応表

章 節 項 項名(ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ名)

素案の表記 意見 市の考え方 案の修
正

修正した表現

3-2 2 2 病気や障
害、高齢な
どを理由に
生活に支障
があって
も、自立し
た生活が送
れるように
します

③必要なときに必要な人がサー
ビスを受けられる体制を確立し
ます

№24
[取組み課題]
要援護者の台帳を整備し、地域
包括支援センターや中核地域生
活支援センターなどの機能を充
実し、福祉相談窓口のワンス
トップ化を進めるとともに、地
域で活躍するコミュニティソー
シャルワーカーを養成します
【健）企画管理室、介護支援
課】

第４次「計画素案」の中に1項目追加していただく
ように要請します。

第２部　政策展開の方向
第２節　豊かな人生を支える福祉社会の実現の
中に一項目を追加。

（追加項目）
ともに支え合う地域福祉の推進に努めます

ご指摘にしたがい、1月1日案
のNo.24の取組み課題を修正
します。

有 No.23
[取組み課題]
要援護者の台帳を整備し、地
域包括支援センターや中核地
域生活支援センターなどの機
能を充実し、福祉相談窓口の
ワンストップ化を進めるとと
もに、地域で活躍するコミュ
ニティソーシャルワーカー
（調整役・相談役）を養成
し、地域とともに支え合う地
域福祉の推進に努めます
【健）企画管理室、介護支援
課】

3-1 (4) 9 松戸駅周辺
地域活性化
プロジェク
ト

私は昨年の秋に松戸市へ越してきた３０代主婦
です。また、現在１０ケ月の子を持つ一児の母で
す。
魅力ある子育てタウン創造プロジェクトの推進を
強く希望します。
子育てしやすいのは安全な住みやすい街であり、
公共施設が利用しやすいなどの利便性だと感じ
ます。第４次実施計画素案の５つのプランはリンク
されていて早急に推進しなければならないことだと
感じました。
先ず松戸駅のエレベーター設置を強く希望しま
す。越してきてショックだったのが駅にエレベーターと
多目的トイレがないことでした。バリアフリー化の遅
れを感じ、安全をどう考えているのか、憤りを感じ
ました。

松戸駅は、ＪＲ東日本におい
て、各ホームへのエレベー
ター設置、多機能トイレ等の
整備を行うために、駅改札内
のスペースを拡張するなど、
他の駅に比べ大規模な駅の改
造を計画しており、すでに基
本的な設計に入っています。
本市としては、一日でも早い
バリアフリー化工事の着手に
向け、現在、調整を重ねてい
ます。

無
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第4次実施計画素案への意見への対応表

章 節 項 項名(ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ名)

素案の表記 意見 市の考え方 案の修
正

修正した表現

3-2 3 2 生涯学習や
スポーツを
楽しむこと
ができるよ
うにします

No.50
[取組み課題]
近年の社会情勢や市民の学習機
会を取り巻く多様な状況の変化
に伴い、これからの生涯学習社
会を支える情報の拠点としての
図書館のあり方、図書館ビジョ
ンの策定を検討します【図書
館】

図書館の本館にも多目的トイレがありません。他
の市町村では５～１０年前から進められていること
が出来ていないのは、どこかで無駄に予算が使わ
れているのではと疑念を抱きます。

財政状況が非常に厳しい中、
限られた予算ですが、トイレ
も含め計画的に整備していき
たいと考えています。

無

3-2 4 6 緑と花に親
しむことが
できるよう
にします

No.76
[取組み課題]
地域のニーズや時代を反映させ
た公園像を市民とともに探りま
す【公園緑地課】
 

  

次に環境です。公園ですが松戸駅周辺の公園は
薄暗い雰囲気を感じます。もっと明るく、緑豊かな
環境にしてほしいです。遊具は古さを感じ、公園
の入り口付近にゴミ捨て場が設置されているのも
検討していただきたい点と感じています。

松戸駅周辺の公園は設置され
てから長い年月が経過してお
り、施設の老朽化が進み、ま
た利用者のニーズが反映され
ている公園とは言えない部分
があります。松戸の玄関口と
して相応しい公園をめざし、
今後とも地域の皆さんの声を
聞きながら再整備を図ってい
きたいと考えています。ま
た、公園入口付近のゴミ捨て
場については関係部署と協議
し、検討していきます。

無
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第4次実施計画素案への意見への対応表

章 節 項 項名(ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ名)

素案の表記 意見 市の考え方 案の修
正

修正した表現

3-2 4 5 犯罪や事故
のない安全
で快適な市
民社会をつ
くります

No.70
[取組み課題]
市民との連携で、犯罪のおきに
くい環境を整備するとともに、
特に、子どもたちを犯罪被害か
ら守る活動を促進します【防犯
対策室】
 
 

  

駅周辺の環境もゲームセンターやパチンコ店など
ゴチャゴチャしていて、子供への影響を考えてしま
います。

実施計画の取り組み課題とし
ては、設定しませんが、事業
の実施において参考にしま
す。

無

3-2 5 4 誰もが安心
してスムー
ズに移動で
きるように
します

③ 公共交通が利用しやすくなり
ます

※　対応する実施計画事業なし

駅前の放置自転車も問題です。人が行き交う駅
前では歩きづらく、安全ではありません。そこにも
市の対策の遅れを感じてしまう点ですで。

市内各駅前の放置自転車につ
いては、平日は毎日撤去を予
定し、休日については月２回
の休日撤去を行っております
が、放置自転車は無くならな
い状況です。今後も一層努力
をしていきます。

無

3-1 (4) 9 松戸駅周辺
地域活性化
プロジェク
ト

松戸駅の改造計画があるそうですが、駅は市の
価値の尺度だと感じます。松戸駅の改造を起爆
剤としたプロジェクトの推進、駅周辺の再開発は
期待したいです。

実施計画の取り組み課題とし
ては、設定しませんが、事業
の実施において参考にしま
す。

無
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第4次実施計画素案への意見への対応表

章 節 項 項名(ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ名)

素案の表記 意見 市の考え方 案の修
正

修正した表現

3-2 3 2 生涯学習や
スポーツを
楽しむこと
ができるよ
うにします

No.50
[取組み課題]
近年の社会情勢や市民の学習機
会を取り巻く多様な状況の変化
に伴い、これからの生涯学習社
会を支える情報の拠点としての
図書館のあり方、図書館ビジョ
ンの策定を検討します【図書
館】

公共施設として図書館の本館は狭く、ベビーカー
の利用でゆっくりできないのが残念です。広々と
し、陽差しの入る明るい本館としての機能を持っ
てほしいです。

ゆったりとしたスペースの図
書館を提供していきたいと考
えておりますが、現在の未曾
有の不況の中で市立病院の建
替え等、松戸市行政にも多く
の課題があり、早期の図書館
建設は財政的にも非常に困難
な現状です。
一方、図書館を取り巻く環境
も変化していることから、生
涯学習社会を支える情報の拠
点としての図書館のありか
た、図書館ビジョンについて
検討していきます。

無

3-2 5 1 地域産業を
振興し、豊
かな経済活
動ができる
ようにしま
す

※　対応する実施計画事業なし そして松戸駅周辺には赤ちゃん用品が充実して
いません。子どもが少ない地域かもしれませんが、
赤ちゃん用品を充実させるのも子育てしやすい印
象を与えると感じます。西口にあるスーパーにミル
クが置いてなかったのにはショックでした。東京から
越してきましたが、値段も高いと感じました。

実施計画の取り組み課題とし
ては、設定しませんが、事業
の実施において参考にしま
す。

無
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第4次実施計画素案への意見への対応表

章 節 項 項名(ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ名)

素案の表記 意見 市の考え方 案の修
正

修正した表現

3-2 2 1 健康に暮ら
すことがで
きるように
します

④ 受療環境を整備します

※　対応する実施計画事業なし

子供の医療に関して最後に。乳幼児に窓口負
担なし、インフルエンザヤヒブワクチンの助成をして
いただきたいです。以前住んでいた東京都では窓
口負担がなくインフルエンザとヒブワクチンの助成が
ありました。比較してしまいますが、医療に関して
も遅れていると感じました。
松戸は快速電車の停車駅として交通の便がいい
為、東京から越してくる人は多いのではないでしょ
うか？私は快速電車の止まる駅なので、公共
サービスが整っている街だと思っていました。今回、
第４次実施計画への意見の募集を広報で目に
し、松戸市を自慢できる街にしたく、愚痴的な文
章になってしまいましたが意見をあげさせてもらいま
した。

実施計画には記載しません
が、今後の事業推進の参考に
させていただきます。
なお、ヒブワクチンの接種費
用の公費助成については、子
育て支援の一環として松戸市
でも平成２３年２月より、市
と契約をした市内指定医療機
関で無料で接種ができるよう
になりました。また、インフ
ルエンザワクチン接種に係る
公費助成については、市の対
策として市民税非課税世帯の
方を対象に接種費用の助成を
償還払いにて助成をしていま
す。

無
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第4次実施計画素案への意見への対応表

章 節 項 項名(ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ名)

素案の表記 意見 市の考え方 案の修
正

修正した表現

3-1 (1) 1 市民自治検
討プロジェ
クト

　　市民が主役のまちづくりのなかで、自治体内
分権・地域のことは、できるだけ地域で決める地
域協議会の設置を特に望みます。
理由　地域の課題（発展を阻害している要因）が
明確な場合は、具体的に解決策を推進する。上
位目的に対し達成手段を選び出来る事から段
階的に取組む必要がある。
事例（案）六実・六高台地区の場合は、地域発
展を阻害している要因がはっきりしています。従っ
てこのような場合、民主的に選んだリーダーの下に
地域の住民参加で問題解決に本気で取り組む
ことが肝要である。
当該地区が抱えている解決すべきもっとも大きな
問題とは
①都市計画道路　３,4,17号線（稔台～六実）の
完全施行
②東部野田線六実駅をメインに周辺商店街との
一体開発
これらを解決するには従来型の地域組織では、
従来から住んでいる人達と、新住民との考えが違
い総論賛成・核論反対となり、まとまらない。新し
い考えに基づく方向性『次世代に自慢できるまち
づくり』を標榜し、又、なぜ必要かを明確にし、地
域全体での協働のまちづくりを推進しなければな
らない。

実施計画の取り組み課題とし
ては、設定しませんが、事業
の実施において参考にしま
す。

無
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第4次実施計画素案への意見への対応表

章 節 項 項名(ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ名)

素案の表記 意見 市の考え方 案の修
正

修正した表現

現在当該地区には、様々な町会組織が存在
し、バラバラな運営がなされています。地域住民に
は不満を抱えている人たちが大勢います。これら
の問題を解決するため、まず、地域協議会の設
置を強く望みます。（松戸市のモデル地区として）
地域協議会で第１にやることは、
六実・六高台・高柳新田などを一体とした連合
町会組織を作ること
次に新組織が取組む大きな課題は、①・②の解
決に取り組むことが急務である。
地域発展（活性化）には危険な県道、（道路幅
が狭い、歩道が危険）の拡幅が欠かせません。現
状では六実駅を中心とした商店街も陳腐の一途
を辿り、近隣市の後塵を拝す結果になっている。
地域・市民が主役のまちづくりを推進するにあた
り、取りまとめを行う組織としても地域協議会の設
置は是非とも必要です。
順次地域活性化策として地産地消（当該地区）
区域として、五香・六実間の県道に道の駅設置
の構想を発展させて行きたいと思う。

3-2 1 1 市民と行政
の協働を推
進します

No.3
[取組み課題]
（仮）地域協議会などを含めて
地域のことは地域で決める仕組
みをモデル事業として検討しま
す【市民自治検討プロジェク
ト】

  

○市民参加の市政を是非推進して頂きたい。
但し、地域協議会のあり方には、注意が必要と
思います。
地域に新しい風が入るよう、公募などで広く人材
を発掘して下さい。

実施計画の取り組み課題とし
ては、設定しませんが、事業
の実施において参考にしま
す。

無
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第4次実施計画素案への意見への対応表

章 節 項 項名(ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ名)

素案の表記 意見 市の考え方 案の修
正

修正した表現

3-2 3 2 生涯学習や
スポーツを
楽しむこと
ができるよ
うにします

No.50
[取組み課題]
近年の社会情勢や市民の学習機
会を取り巻く多様な状況の変化
に伴い、これからの生涯学習社
会を支える情報の拠点としての
図書館のあり方、図書館ビジョ
ンの策定を検討します【図書
館】

○魅力ある子育て・教育
教育・文化面での充実は、必ずや、働きざかり・
子育て世代の人々を松戸市によび寄せる力をも
つことになると思います。
そのための基盤になるのが図書館です。
県内近隣市にも我孫子・市川・浦安その他の素
晴しい図書館を持つまちがあります。そして公立
図書館と学校図書館が連携して、大きな成果を
上げています。よい図書館があるからという理由
で、他市から移り住む人々がある程です。
そのように、図書館を基盤として、先進的な活動
をしている他市に学び、活力ある松戸市を市民と
共につくって頂きたいと願っています。
また、図書館の働きは、本の貸出しにとどまらす、
市民への行政サービスの拠点として、大きな力を
発揮することを認識すべきです。
ビジネス支援（就業・起業支援や現実の仕事に
おける相談ごとなど）・医療（闘病記を含む）・法
律などの情報提供等、いつでも誰でも、気軽に
足を運べる敷居の低い図書館の大切な役割は、
広く認識されるようになりました。
松戸市も、そのように、市民生活における問題解
決のための身近な情報を提供できる図書館を、
是非とも目指してほしいと切望します。
それが、人々をよび寄せ、活力ある松戸市をつく
ることに結びつくと確信しています。

ゆったりとしたスペースの図
書館を提供していきたいと考
えておりますが、現在の未曾
有の不況の中で市立病院の建
替え等、松戸市行政にも多く
の課題があり、早期の図書館
建設は財政的にも非常に困難
な現状です。
一方、図書館を取り巻く環境
も変化していることから、生
涯学習社会を支える情報の拠
点としての図書館のありか
た、図書館ビジョンについて
検討していきます。

無
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第4次実施計画素案への意見への対応表

章 節 項 項名(ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ名)

素案の表記 意見 市の考え方 案の修
正

修正した表現

3-1 (3) 後期基本計
画における
重点施策

② UR都市機構などの集合住宅の
ある街について、若者と高齢者
などあらゆる層が交流できる活
気あるまちづくりに向けて検討
します

④ 高齢者が住み慣れた街で安心
して暮らせるように、身近な問
題を地域のみんなで解決できる
まちづくりを進めます

１．第１部　３．（３）松戸の住みやすさ再生プラン
後期基本計画における重点施策についての意見
１．②「････若者と高齢者などあらゆる層が、交
流できる････」を「････若者・高齢者･障害のある
人などあらゆる人が、交流できる・・・」に変えてくだ
さい。

２．④「高齢者が住みなれた町で安心して暮らせ
るように・・・」を「高齢者･障害のある人が住みな
れた町で安心して暮らせるように・・・」に変えてくだ
さい。
　
　●重点施策には「障害者」という言葉が一語も
ありません。松戸市は、「障害者は市民ではない」
と考えているのですか？
障害者になる可能性はすべての松戸市民にある
はずです。しかし、「障害者」という言葉が一語も
ないのはなぜですか？　松戸市では、障害がある
場合には、他市に出て行かなくてはならないという
ことでしょうか？
生まれつき障害がある人も、病気や事故で障害
を負うことになった人も、住みなれた町で安心して
暮らせることを目指すべではありませんか？
　　重点施策の②④に「障害のある人」という言
葉を入れてください。

ご指摘の箇所につきまして
は、今回意見募集をいたしま
した第4次実施計画の上位計
画である「総合計画後期基本
計画」の記載を引用している
ところであり、今回の意見募
集の対象範囲ではありません
（後期基本計画におきまして
は、昨年、市民意見の募集、
タウンミーティング、パブ
リックコメントなどを実施し
ました。）。

当該箇所には、障害者という
記載はありませんが、それ
は、年齢に視点をあてて記載
しているためであり、ご指摘
のような意図をもって、記載
していないということではあ
りません。

無
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第4次実施計画素案への意見への対応表

章 節 項 項名(ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ名)

素案の表記 意見 市の考え方 案の修
正

修正した表現

3-2 2 2 病気や障
害、高齢な
どを理由に
生活に支障
があって
も、自立し
た生活が送
れるように
します

No.21
[取組み課題]
障害福祉サービスについて、業
務内容を精査します【障害福祉
課】
[めざす成果]
財源の有効活用が図れます
[目標]
難病者援護費事業費を減らしま
す

２．第2部　政策展開の方向
第2節第2項「施策の展開方向　Ｎ０．２１につい
て」について
　
　　●障害福祉サービスの業務内容の精査とし
て、「難病者援護事業費を減らす」理由を述
べてください。
難病者援護事業費が、なぜ「財源の有効活用
ではない」のですか？

本事業は、事業仕分けにおい
て目的が難病者の経済的支援
なのか、あるいは、難病者へ
の見舞金なのか、目的が重複
しているという指摘がありま
した。今後、この指摘への対
応を検討していきます。検討
の結果、事業内容の見直しを
図ることにより、事業費の増
減が考えられますが、福祉に
対する需要が増える一方、財
源の確保が困難となっている
ことから、将来的な財源を確
保するためにも、出来れば事
業費の見直しをしていきたい
と考えます。

無
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第4次実施計画素案への意見への対応表

章 節 項 項名(ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ名)

素案の表記 意見 市の考え方 案の修
正

修正した表現

3-2 5 3 ゆとりを感
じるまちに
住むことが
できるよう
にします

③　美しいまちなみを増やしま
す

※　対応する実施計画事業なし

都内から松戸に転居して来たものです。
    交通の便が非常によく、自然も残る、由緒あ
るよい街だと思いますが、そのよさが十分生かしき
れてないと思います。
    松戸市をよりよい街にするために、次のとおり、
意見を提出します。
　　なお、意見の対象箇所がずれていたり、複数
の箇所にまたがっている場合は、適宜、該当箇所
への意見として、置き換えて解釈願います。
(1)　21頁　地域産業活性化プラン
　　後期基本計画における重点施策
　　2 松戸の新しい都市ブランドを構築し、若者
が住みたくなるモデル都市を検討します
　　① 松戸駅周辺の商業(中心市街地)の活性
化を図ります
（意見）
　新しい都市としてのブランドを構築し、松戸を若
者が住みたくなるモデル都市にするには、おしゃれ
な街でなければならないと思います。そのために
は、些細なことでも、気付いたことから取り組むこと
が重要だと思います。
第１に、松戸駅前の景観をなんとかすべきです。
駅を出てすぐに目に入る、消費者金融、個室ビデ
オ店等の大きな看板は、非常に汚らしく、街の印
象を著しく悪くしていると思います。対策を検討
し、施策に反映して下さい。

　屋外広告物法や景観法で
は、私権の制限（特定業種の
看板の設置制限）をすること
はできません。しかし、屋外
広告物は、まちの賑わいを演
出する一方、過度な掲出は景
観を阻害するばかりではな
く、広告物の機能の低下を招
くことにもなります。そのた
め、屋外広告物の掲出に関す
る景観づくりのコンセプトに
ついては、地域住民や事業者
等と共に、景観への価値観を
共有し、慎重なる協議合意の
うえ定めるべきものと考えて
います。

無
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第4次実施計画素案への意見への対応表

章 節 項 項名(ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ名)

素案の表記 意見 市の考え方 案の修
正

修正した表現

3-2 4 4 環境にやさ
しい地域社
会をつくり
ます

②　廃棄物による環境負荷を減
らします

※　対応する実施計画事業なし

第２に、松戸駅西口を出たところに、京成バスの
発券事務所がありますが、その裏がごみ置き場に
なっていて、山積みになったゴミ袋が否応にも目に
飛び込んできます。これも、非常に汚らしく、駅前
の印象を悪くしているのはもちろんのことですが、京
成バスの企業としての見識を疑います。京成バス
に申し入れて改善していただきたいと思います。

ご意見の箇所につきまして
は、本市が松戸駅東西口デッ
キを皆様に快適に利用してい
ただけるよう清掃を委託して
実施し、清掃したゴミを一時
仮置きしているものですが、
当該個所につきましても、環
境美化の一環として、衛生管
理の向上を図るため更に指導
をしていきます。

無

3-1 (4) 9 松戸駅周辺
地域活性化
プロジェク
ト

(2)　21頁　2 松戸駅周辺のバリアフリー整備を推
進するとともに、歩行者などが安心して利用でき
る快適な歩行空間の整備について検討します
 (意見)
　松戸駅は、松戸市の中心駅でありながら、駅
構内外にエレベータが設置されておらず、バリアフ
リー化されていないのは、駅を不快極まりない空
間にしています。ベビーカー使用者、お年寄り、障
害者等に対して非常に厳しい駅だと思います。こ
の駅に初めて降り立つ人は、とてもこの街で子育
てをしたり、老後を過ごしたりする気にはならないと
思います。ＪＲ東日本に対して、強烈にバリアフ
リー化の改善申入れをお願いします。

松戸駅は、ＪＲ東日本におい
て、各ホームへのエレベー
ター設置、多機能トイレ等の
整備を行うために、駅改札内
のスペースを拡張するなど、
他の駅に比べ大規模な駅の改
造を計画しており、すでに基
本的な設計に入っています。
本市としては、一日でも早い
バリアフリー化工事の着手に
向け、現在、調整を重ねてい
ます。

無
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第4次実施計画素案への意見への対応表

章 節 項 項名(ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ名)

素案の表記 意見 市の考え方 案の修
正

修正した表現

3-2 5 4 誰もが安心
してスムー
ズに移動で
きるように
します

①　歩行者等が移動しやすくな
ります

(3)  80頁　誰もが安心して気軽に外出できる街
並みを増やすために、人と自然にやさしい公共交
通と道を整備することによって、いつまでも住み続
けていたいまちを実現します。
　　　1 歩行者等が移動しやすくなります
(意見)
松戸市内には、安全で安心して通行できない歩
道が多いと思います。
歩道を歩いて、歩きにくいだけでなく、身の危険を
感じることがあります。
ガードレールがなく、車道より高くなっているだけの
歩道。
歩道と歩道を挟む車道に横断歩道がない。
横断歩道を渡った先が、段差のある歩道。
消えかけていて、ほとんど見えない横断歩道の道
路表示。
駐車場の出口が横断歩道。
道路事情の良い東京都に長く住んでいたこともあ
り、歩行者として、松戸市の道路事情の悪さを痛
感しております。
東京都と比較しても、財政力が違うので、仕方あ
りませんが、少なくとも前述の例ような問題箇所を
改善し、歩行者が安心して、かつ、身の危険を感
じないで通行できるような歩道の整備をお願いし
ます。

松戸市内における歩道の段差
解消につきましては、人にや
さしい道づくりをめざし、高
齢者や車椅子の方が安心して
利用できますよう、歩道から
横断歩道へのすり付け後の段
差を5ｃｍから2ｃｍに改良す
るなど、また、歩道内の街路
樹の根による段差の解消につ
いても緊急性を考慮して順
次、改善に努めています。さ
らに、交通量の多いと思われ
る駅周辺においては、バリア
フリー基本構想に基づき重点
整備地区を定め、順次指定エ
リアの歩行者が移動しやすく
なる道路整備をしていきま
す。

無
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第4次実施計画素案への意見への対応表

章 節 項 項名(ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ名)

素案の表記 意見 市の考え方 案の修
正

修正した表現

3-2 3 2 生涯学習や
スポーツを
楽しむこと
ができるよ
うにします

No.50
[取組み課題]
近年の社会情勢や市民の学習機
会を取り巻く多様な状況の変化
に伴い、これからの生涯学習社
会を支える情報の拠点としての
図書館のあり方、図書館ビジョ
ンの策定を検討します【図書
館】

松戸に６０年以上住む一市民として市立図書館
のあまりの貧弱さが恥ずかしい。大学生の孫も
「松戸の図書館には参考書もないから、市川図
書館へ廻ってべんきょうしてくるんだよ」と情ながって
いました。
せめて我孫子図書館位の明かるくて、気持の良
い、本が大好きになる子供が増えるような、大人
には、生活のメドが見つかるような、役に立つ図書
館を計画の中に入れてください。
宮間市長の時には入っていたのに川井市長が
切ってしまったのだから、ぜひ復活すべきです。

ゆったりとしたスペースの図
書館を提供していきたいと考
えておりますが、現在の未曾
有の不況の中で市立病院の建
替え等、松戸市行政にも多く
の課題があり、早期の図書館
建設は財政的にも非常に困難
な現状です。
一方、図書館を取り巻く環境
も変化していることから、生
涯学習社会を支える情報の拠
点としての図書館のありか
た、図書館ビジョンについて
検討していきます。

無

3-1 (1) 1 市民自治検
討プロジェ
クト

１. 地域分権化と地域利権化は表裏関係になり
やすく、自治体内分権は、市民が受ける公平公
正な行政サービスと矛盾をつくることが考えられま
す。
特にNPO化の進む協働には利権化に結びつきや
すく、分権化の内容を市民に事前明示、意見集
約の仕組みが必要と考えます。

実施計画の取り組み課題とし
ては、設定しませんが、事業
の実施において参考にしま
す。

無

3-1 (2) 3 確かな学力
と豊かな人
間性を育む
教育推進プ
ロジェクト

２. 教育システムの構築には、教育行政と一般行
政とが緊密な連携が図れているかがカギになり、
現に県、国、市とも教育行政との一体感は不足
していると考えます。何故、教育行政が特殊な状
況にならざるを得ないのか、課題を整理し、市民
に提示すべきです。表面上の教育改革プランで
は、受ける側の人間改造には結びつかないと考え
ます。

実施計画の取り組み課題とし
ては、設定しませんが、事業
の実施において参考にしま
す。

無
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第4次実施計画素案への意見への対応表

章 節 項 項名(ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ名)

素案の表記 意見 市の考え方 案の修
正

修正した表現

3-1 (3) 5 魅力ある大
規模団地等
検討プロ
ジェクト

UR団地は、行政がURと連携し、都市再開発に
取り組むべき課題です。先住者の入居権は保証
し（占有面積を減らし、家賃は現状）、再開発に
よる効率的住環境をつくることで倍ぐらいの住居を
確保でき、若年住民を呼び込み、新住民との年
齢や街づくりの調和、活性化を図るべきです。
先住者優先保護での小細工的まちづくり指向
は、公共的財産の利権化であり、更なる過疎
化、老化、の進行になり、街づくりの阻害になると
考えます。

ＵＲ都市機構の団地について
は、若者から高齢者までがい
きいきと暮らせるまちにする
ために、今後プロジェクトに
よる検討を進める予定です
が、現時点では、具体的な手
法までは決まっていません。
今後の検討において、参考に
させていただきます。

無

3-1 (3) 7 病院経営健
全化プロ
ジェクト

３. 病院事業は行政事業としては特殊性強くなじ
まないし、極めて限られた受益者の公共事業であ
り、現状を考えると民間の特殊経営力を利用し
た民営化により、経営健全化を図るべきと考えま
す。医療施設環境は、設立時の状況と取り巻く
環境は大きく変化しており市民の負担減、利益
になると考えます。高度医療や特殊医療問題
は、国民の受けられる医療権利レベルの課題で、
国、県を含む地域医療計画のなかで考えるべき
で、民間医療機関のなかにどう介入、負担、する
かの役割分担にて論ずるべきと考えます。

病院経営については、現在、
国の指導に基づき公立病院改
革プランを策定するなど健全
化に向けて取り組んでいると
ころです。また、市立病院が
東葛北部地域において担って
いる政策医療（救急・小児・
周産期・感染症・災害拠点・
がん拠点等）については、千
葉県の医療政策の中で位置づ
けられているものです。な
お、こうした政策医療に対す
る財政的な支援策の充実につ
いては、機会ある毎に国・県
に要請活動を実施していると
ころです。

無
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第4次実施計画素案への意見への対応表

章 節 項 項名(ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ名)

素案の表記 意見 市の考え方 案の修
正

修正した表現

3-2 1 1 市民と行政
の協働を推
進します

No.4
[取組み課題]
市政の重要課題について、直接
住民が意思決定をする仕組みを
用意しておくため、住民投票条
例をつくります【総）企画管理
室】
[めざす成果]
市民の特に関心の高い重要案件
については、直接、市民の意思
を確認できるようになります
[目標]
住民投票条例を平成23年度まで
に制定します

４. 行政サービスのあり方を根本的に見直し、受
益者負担、行政負担を社会的公正、公平で整
理し、市民に提示、住民投票にかけ、市民の
ニーズを再確認すべきと考えます。

実施計画の取り組み課題とし
ては、設定しませんが、事業
の実施において参考にしま
す。

無

3-2 6 1 市民ニーズ
に基づく行
政経営を行
います

①　市民ニーズ等を把握し、総
合計画を策定します

※　対応する実施計画事業なし

５. 周辺行政単位とITを駆使した共同した行政
サービスを実行できるよう行政施設等の再構築を
行うべきと考えます。行政コストの大幅削減のため
戦略的行政刷新を目指し、広域併合での行政
コストを市民に提案すべきと考えます。同時に人
員削減と待遇見直しを明示、市民に理解を求め
るべきと考えます。

千葉県における「本市を含む
東葛・葛南地域」の合併の考
え方は更なるステップアップ
をする地域と示され、政令指
定都市等を視野に入れた地域
とされていました。本市にお
いても、一昨年までに近隣市
との広域的な合併について研
究をし、その結果として、合
併をし、政令指定都市となる
ことで、公共施設の統廃合、
行政効率やコスト削減に一定
の効果があり、研究を共にし
た、合併相手となるべき近隣
市においても、料来的には有
効な選択肢とされています。
しかしながら、現時点では、
具体的に踏み出すまでには
至っていません。今後とも広
域的に連携とり、必要に応じ
て検討に入れる体制をつくっ
ていきます。

無
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第4次実施計画素案への意見への対応表

章 節 項 項名(ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ名)

素案の表記 意見 市の考え方 案の修
正

修正した表現

3-1 (4) 10 工業団地の
あり方再検
討プロジェ
クト

６. 首都圏での松戸地域の役割は産業的には消
費財を中心とした集配基地、生活関連の中継
基地化しつつあり、生産基地の必要性は薄れて
いると考えます。工業団地の変貌はそれを表して
おり、設備の固定資産税収入は増える見込み薄
く、交通量は増え、交通関連のインフラ整備費が
増加すると考えます。　　競輪場も一部のファンの
みの利用で市民の憩いの施設には程遠く、収入
も今後も多くを見込めず、抜本的な地域都市計
画を作成、提示すべきと考えます。

実施計画の取り組み課題とし
ては、設定しませんが、事業
の実施において参考にしま
す。

無

７. 工業団地の移転跡や休耕農地を借り上げ、
住宅開発での住民誘致、大型商業施設、大規
模医療介護タウン、老若男女のレジャー施設、
体験農園、農作物自作化振興特別耕地等を
民間開発業者と連携して誘致、地域活性化と
集客訪問人員の増加を目指すべきと考えます。
ただし、行政は事業主体にはならない時間限定
のプロジェクト型行政活動であるべきと考えます。

実施計画の取り組み課題とし
ては、設定しませんが、事業
の実施において参考にしま
す。

無

－21－



第4次実施計画素案への意見への対応表

章 節 項 項名(ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ名)

素案の表記 意見 市の考え方 案の修
正

修正した表現

3-1 (4) 11 中小企業支
援・商店街
活性化プロ
ジェクト

第５節　魅力ある都市空間の形成と産業の振興
について下記のように要望します。

要望事項
☆駅・沿線情報も含めた、駅周辺中小商店街
の活性化とコミニティづくり。

内容
●松戸市内にはＪＲ及私鉄の駅が多数あり、生
活に・通学に・通勤に便利に利用されている。こ
のことから駅周辺の商店街は身のまわり品食料
等日用品の購入に利用しやすい。
●ベビーカー世代・シルバーカー世代にとっては日
常的に必要なもの（食料・生活用品等）を得るに
は都合が良い。
●中小規模の商店の利点として
１）．地元の商店特に農家とのつながりが出来
て、地産地消につながる。（理由は身近かに生産
緑地等畠があるため）
２）．日頃からの顔見知りが出来て地域の情報が
得られコミニティ作りへ発展する。
●各駅及沿線運行企画及観光情報又、行事
等で例えば季節毎の果樹園の催し状況等で地
域参加可能である。
●以上の要望に行政・学識経験者・市民・企業
（農魚業含）の共働協力が必要になると思いま
す。

後期基本計画では、「都市づ
くりの考え方」として、「今
後は多様な世代が、生き生き
と豊かに暮らすことのできる
生活環境の整備が求められて
おり、バリアフリーやユニ
バーサルデザインに配慮しな
がら、徒歩生活圏の形成を図
り、安心、快適でコンパクト
な市街地の形成をめざしてい
く必要があります。さらに、
人々の生き生きとした暮らし
の実現を図り、都市観光の振
興や他地域との活発な交流を
促進するため、歴史、文化な
ど地域特性を生かし、景観や
環境に配慮した魅力ある市街
地の形成を図る必要がありま
す。」と、位置づけています
ので、ご要望については、今
後の事業を推進するにあたり
検討していきます。

無

3-2 4 1 災害に対す
る不安を減
らすように
します

１．阪神・淡路大震災の特別番組をみて松戸市
に置き換えた時、心配になりました。
　　市職員といえども市民でもあります。職員も被
災している中役所ばかりたよるわけには行きませ
ん。地域の力が大切です。けれど最近弱くなって
いるように思います。高齢化も進んでいます。
実際に役立つ組織をつくる・訓練などが必要に思
いました。
防犯にも役立ちます。

実施計画の取り組み課題とし
ては、設定しませんが、事業
の実施において参考にしま
す。

無
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第4次実施計画素案への意見への対応表

章 節 項 項名(ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ名)

素案の表記 意見 市の考え方 案の修
正

修正した表現

3-1 (2) 2 魅力ある子
育てタウン
創造プロ
ジェクト

２．子育て中の若い夫婦は、周辺の市に魅力を感じて
いるようです。若い世代がどんなことを希望しているの
か、市場調査が必要と思います。どんな施策を臨んで
いるのか具体的な言葉で表すようにして若い世代の心
を掴みたいと考えます。
松戸は、都心から近く尚緑も多いまちです。

実施計画の取り組み課題とし
ては、設定しませんが、事業
の実施において参考にしま
す。

無

全体について
-----------------
上位　「松戸市総合計画-後期基本計画」から
リーディングプラン　　ｐ3
(1) 市民参加・社会参加促進プラン
ここちよい地域の舞台
(2) 魅力ある子育て・教育創造プラン
　　　親の喫煙対策、受動喫煙対策、未成年喫煙対
策は必須である
(3) 松戸の住みやすさ再生プラン
　　　ルールを守ることが安全の基本で
　　　市民が安心して暮らせることが住みやすさの基本
である
　　　路上喫煙のない町、公共施設完全禁煙
　　　有害物広告のない町、受動喫煙対策、未成年
喫煙対策は必須である

風格ある都市の舞台
(4) 地域産業活性化プラン
　　　ルールを守ることが安全の基本で
　　　市民が安心して楽しめることが活性化の基本であ
る
　　　路上喫煙のない町、公共施設完全禁煙
　　　有害物広告のない町、受動喫煙対策、未成年
喫煙対策は必須である
(5) 行財政健全・安定化プラン
　　　健康増進や完全施策など一石二鳥の
　　　タバコ対策・受動喫煙防止、成人禁煙・未成年
喫煙対策
　　　に市が一丸となって取り組むことは効率的で合理
的である。
　健康松戸21　松戸市こども育成計画 、次世代育
成支援行動計画 の施策など「計画・構想」と有機的
に相乗効果を発揮するようにすべきである。
　喫煙対策は、ニコチン依存症（病気）を減らし
　路上喫煙を減らし、ポイ捨て・火災をなくし市民の受
動喫煙被害をなくし、健康増進に効果的であり市民
生活を快適にする。
　　松戸市総合計画　第4次実施計画各項に明示願
いたい。
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章 節 項 項名(ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ名)

素案の表記 意見 市の考え方 案の修
正

修正した表現

3-2 2 1 健康に暮ら
すことがで
きるように
します

② 病気を予防し、早期に発見し
ます

※　対応する実施計画事業なし

---------------------
具体的な項目について
---------------------
第2 節 豊かな人生を支える福祉社会の実現
第1項 健康に暮らすことができるようにします
② 病気を予防し、早期に発見します　　ｐ34
NOなし　たばこ対策をする。
市が禁煙推進をする市の全施策として禁煙とする。
めざす成果　　喫煙被害・受動喫煙被害の撲滅、健
康増進
　二次効果　　路上喫煙防止・ポイ捨て防止・火災予
防、未成年喫煙防止・非行防止
健康増進法　および　健康松戸21　および
　生活安全課回答
　「受動喫煙防止対策については、平成22年2月25日
付で厚生労働省が　示す必要な措置等を参考に「受
動喫煙のない環境づくりの取り組みについて」研究して
まいりたいと思います。」
　次世代育成支援行動計画（後期計画）のパブリック
コメント実施結果
　「市の考え方
 禁煙対策一般については健康福祉本部をはじめとす
る各担当課の 事業を推進するなかで取り組んでいま
す。」
　と言う回答なので喫煙対策項目を明記してください。

実施計画には記載しません
が、個別計画である「健康松
戸21」において、たばこによ
る健康被害などを普及啓発し
喫煙対策を推進します。

無

ニコチン依存(病気)が維持できる市民生活環境をなく
す。
保険適用の「禁煙治療」を妨害する環境をなくす。
市の全部門の施策にて禁煙しやすい状態を作る。
市内全域路上・公園等喫煙禁止（生活安全課）
公設喫煙所全面撤去（管財課）
公共施設敷地内全面禁煙　（管財課）
公共的民間商業施設・福祉・医療施設敷地内全面
禁煙促進
民間事業者　職場全面禁煙促進　（商工課、保健福
祉課）
タバコ自販機公道に接する設置禁止（商工課）
タバコ自販機公道に接する広告禁止
タバコ取扱店　未成年従業員タバコ販売禁止
タバコ展示販売禁止
タバコ景品販売陳列禁止
公道に接する私有地の灰皿の設置の禁止
禁煙外来医療機関の公共広告補助・支援
　各項目について必要に応じた条例の制定の研究
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第4次実施計画素案への意見への対応表

章 節 項 項名(ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ名)

素案の表記 意見 市の考え方 案の修
正

修正した表現

3-2 2 2 健康に暮ら
すことがで
きるように
します

③ 病気を治します

※　対応する実施計画事業なし

③ 病気を治します　　ｐ34
NOなし　病気　患者の禁煙勧奨・禁煙支援
　　保険を使う治療に　治療効率を下げる
　　喫煙を許さないこと
　　各病院に　治療効率を下げる行為・喫煙の
禁止を促す禁煙ポスターを掲示する。
NOなし　治療困難な病気の紹介を充実する
　　松戸市内に得意な専門医がいない場合
　　都内有名病院を紹介する仕組みの充実
　　市内の病気の傾向の調査と特定の病気の
　　治療の研究支援
    　　と言う施策ができると思います
NO16　　項目内容は　④受療環境の話題で
す。
　　　　移動してください。

各病院に禁煙に関する啓発ポ
スターの掲示を依頼します。

無

3-2 2 2 健康に暮ら
すことがで
きるように
します

④ 受療環境を整備します

※　対応する実施計画事業なし

④ 受療環境を整備します　　　ｐ35
NOなし　禁煙支援の推進
　めざす成果　　ニコチン依存者の撲滅、健康増
進
　　　市内医療施設の敷地内・駐車場　全面禁
煙
　　　禁煙外来医療機関の公共広告補助・支
援
　　　馬橋・大川産婦人科　敷地内・駐車場
全面禁煙
　　　灰皿撤去、医師の喫煙場所の撤去

関係機関と連携し、市内医療
機関の敷地内禁煙を推進しま
す。

無

3-2 2 3 安心して子
どもを生
み、健やか
に育てるこ
とができる
ようにしま
す

② 健やかに子どもを育めるよう
にします

※　対応する実施計画事業なし

第3項 安心して子どもを生み、健やかに育てるこ
とができるようにします
② 健やかに子どもを育めるようにします　　ｐ40
NOなし　両親・同居家族の禁煙支援の推進
　めざす成果　　こどもの受動喫煙撲滅
　　両親・同居家族喫煙者への　喫煙被害情報
提供
　　禁煙外来支援

各種届出・面接場面を通し、
禁煙指導を推進します。

無
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第4次実施計画素案への意見への対応表

章 節 項 項名(ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ名)

素案の表記 意見 市の考え方 案の修
正

修正した表現

3-2 2 4 市立病院と
して高度で
良質な医療
を提供しま
す

② 健やかに子どもを育めるよう
にします

※　対応する実施計画事業なし

第4 項 市立病院として高度で良質な医療を提
供します
② 患者主体の医療を推進します　　ｐ45
NOなし　患者の治療効率改善のための禁煙支
援の推進
めざす成果　　ニコチン依存者の撲滅、治療効果
の向上、健康増進
　　入院患者の完全禁煙　　タバコ・ライター・電
子タバコ持ち込み禁止
　　患者の完全禁煙　　タバコ・ライター・電子タバ
コ持ち込み禁止
　　医療従事者の禁煙支援

松戸市の病院事業では、提供
する医療の質の確保と提供の
観点から、松戸市立病院で
は、日本医療機能評価機構の
認定医療機関となっていま
す。この認定要件のひとつに
敷地内禁煙があります。この
ことに加え、予防医学、受動
喫煙の防止等の観点から、外
来・入院の患者さんやそのご
家族、職員をはじめ病院内で
働く関係者等の健康を守るた
め、病院敷地内を禁煙とさせ
ていただいています。

無

3-2 3 1 子どもたち
が自らの将
来の目標を
持ち、その
実現に  必
要な知識や
経験を得ら
れるように
します

第3 節 次代を育む文化・教育環境の創造
第1項 子どもたちが自らの将来の目標を持ち、そ
の実現に  必要な知識や経験を得られるようにし
ます
① 基礎基本を習得します　　ｐ48
NOなし　薬物被害対策教育
　　めざす成果　　ニコチン依存者の撲滅、非行
防止、健康増進
　　　　喫煙被害・受動喫煙被害教育
　　　　受動喫煙被害全員検査　尿・唾液判
定・吐息一酸化炭素測定
　　　　家族の喫煙対策促進
③ 安全な環境で安心した教育が受けられます
ｐ50
NOなし　松戸市　市内教育機関・児童施設
学校敷地内全面禁煙
NO45）　指導者　全面禁煙
　　めざす成果　　ニコチン依存者の撲滅、非行
防止、健康増進

受動喫煙の問題は、健康被害
防止対策の一環としてとらえ
ており、本項目のなかで対応
すべき問題であるとは考えて
いません。

無
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第4次実施計画素案への意見への対応表

章 節 項 項名(ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ名)

素案の表記 意見 市の考え方 案の修
正

修正した表現

3-2 3 2 生涯学習や
スポーツを
楽しむこと
ができるよ
うにします

第2 項 生涯学習やスポーツを楽しむことができる
ようにします
② 子どもたちが健全に社会参加活動ができるよ
うにします　　　ｐ53
NOなし　社会貢献体験
　　めざす成果　　ボランティアを気持ちよくできる
心の育成
　　　　ボランティア企画・参加
　　　　地域スタッフの補助・支援もボランティアに
よる
③ スポーツをしたい人がスポーツをできるようにしま
す　　　ｐ54
NO53 　ニーズの減少しているプールは撤退します
　水泳ニーズは市民健康戦略とすべきである
　屋外がニーズがないなどの分析のもと対策をす
べきだ。
　単純なニーズ・採算では短絡的である。
　市内又は地域統合で屋内50mプールが必要で
ある。
　焼却施設余熱の和名ヶ谷を高度に活かすこと
も課題だ。
NOなし　自由参加型　クラブ運営支援
　体育館・グランドなど場所の開放　自主管理
　市ホームページによる公開・参加情報提供

②実施計画事業としては、掲
載しませんが、現在、各学校
(主に小学校)で行なわれてい
ることを含め、教育委員会と
して今後も連携をとりながら
進めていきます。
③中央公園プールについて
は、貴重な施設ではあるもの
の老朽化が著しく、サービス
を提供する上において、利用
者数に比して不均衡な修繕費
用がかかるようであれば、市
民ニーズに添った施設に転用
することも含め検討していき
ます。
市内の公立小、中学校におい
て学校施設解放運営委員会を
設置しており、運営委員会が
「松戸市学校施設開放実施要
綱」に基づき、利用希望団体
に対し学校運営に支障のない
範囲で利用許可しています。

無

3-2 3 3 国際的な広
い視野と平
和を愛する
心が育ま
れ、松戸の
歴史や文
化・伝統が
保持され、
後世に伝え
られるよう
にします

② 文化・芸術活動を振興します

※　対応する実施計画事業なし

第3 項 国際的な広い視野と平和を愛する心が
育まれ、松戸の歴史や文化・伝統が保持され、
後世に伝えられるようにします
② 文化・芸術活動を振興します　ｐ56
NOなし　　文化財火災保護のため　　敷地内全
面禁煙
　　　　周辺全面禁煙　　タバコ火気持ち込み禁
止
　　めざす成果　　文化財　消失防止

受動喫煙の問題は、健康被害
防止対策の一環としてとらえ
ており、本項目のなかで対応
すべき問題であるとは考えて
いません。

無

－27－



第4次実施計画素案への意見への対応表

章 節 項 項名(ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ名)

素案の表記 意見 市の考え方 案の修
正

修正した表現

3-2 4 安全で快適
な生活環境
の実現

第4 節 安全で快適な生活環境の実現　　ｐ58
　市内の市民生活の生活環境被害である受動
喫煙被害の対策項目を故意に外したのか。　悪
質である。
　項なし
めざしたい将来像　　受動喫煙防止、健康増進
NOなし　市内全面禁煙とする
めざす成果　火災防止、受動喫煙被害防止、
健康増進　　ポイ捨て防止、不快な暴力行為防
止　　ニコチン依存が維持しやすい環境をなくす
禁煙促進効果を上げる　　禁煙治療失敗を減ら
す　　市内全面禁煙とする　公設喫煙所全面撤
去
健康増進法　および　生活安全課回答
　受動喫煙防止対策については、平成22年2月
25日付で厚生労働省が　示す必要な措置等を
参考に「受動喫煙のない環境づくりの取り組みに
ついて」　研究してまいりたいと思います。
　次世代育成支援行動計画（後期計画）のパブ
リックコメント実施結果
　市の考え方
 禁煙対策一般については健康福祉本部をはじ
めとする各担当課の 事業を推進するなかで取り
組んでいます。」　と言う回答なので　　喫煙対策
項目を明記してください。

今回の意見募集は、第4次実
施計画に関する意見募集です
ので、後期基本計画に関わる
部分を除き、回答します。

今後も安全で快適なまちづく
り条例に基づき市民生活の向
上を図るべく推進していきま
す。

無
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第4次実施計画素案への意見への対応表

章 節 項 項名(ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ名)

素案の表記 意見 市の考え方 案の修
正

修正した表現

3-2 4 1 災害に対す
る不安を減
らすように
します

No.58
[取組み課題]
災害時に一人での避難が困難な
人を地域で支援できるようにす
るための計画をモデル地区で実
施するとともに、自主防災組織
を充実させます【防災課】
 
No.59
[取組み課題]
松戸市地域防災計画の見直しを
受け、対応マニュアルを職員に
徹底するとともに、防災マップ
を更新し、市民に周知します
【防災課】

第1項 災害に対する不安を減らすようにします
ｐ59
NO58　避難中行動・および訓練は完全禁煙に
してください。
NO59　避難経路・避難所は敷地内・施設内完
全禁煙にしてください。
　　　　　避難中行動・および訓練は完全禁煙と
周知広報してください。

受動喫煙の問題は、健康被害
防止対策の一環としてとらえ
ており、本項目のなかで対応
すべきものであるとは考えて
いません。

無
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第4次実施計画素案への意見への対応表

章 節 項 項名(ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ名)

素案の表記 意見 市の考え方 案の修
正

修正した表現

3-2 4 2 火災等の災
害から市民
生活を守り
ま

No.61
[取組み課題]
消防関係団体と消防が協働し、
火災予防運動や住宅用防災機器
設置普及を推進します【予防
課】
[めざす成果]
住宅から発生する火災を早く知
り、早く消し、火を広げないこ
とにより、火災による被害を
低限にすることができます
[目標]平成21年、20％だった初
期消火実施率を高めます

第2項 火災等の災害から市民生活を守ります
ｐ60
① 火災を予防します
　　松戸市総合計画「後期基本計画」から引き
継ぐ　　「施策の展開方向」に原因の分析がなく、
主の原因である　　喫煙火災の対処に触れない
ことは火災予防にならない。

NO61　は火災被害の予防と言える室内喫煙対
策がなく故意に喫煙対策を除く不自然である。
NOなし　禁煙アパートの推奨．支援・補助金制
度、
　　　自宅喫煙の自重啓蒙広報・防火対策、
　　　喫煙具ライター誤用対策（対策品への交換
改修施策）
　めざす成果　火災の防止、健康増進

(1)　火災原因の分析の表記
がないことについては、情報
の発信が火災原因の分析結果
をもって行うことから、あえ
て表記をしていません。
(2)　喫煙火災の対処に触れ
ていないことについては、火
災原因がたばこだけでなく、
多岐にわたるため、原因個々
に火災予防対策を表記すると
すれば、相当数のページを要
することから、喫煙火災につ
いて特化して表記していませ
ん。
(3)　№61における故意に喫
煙対策を除いていることにつ
いては、(2)と同様の理由に
よるもので、ご指摘のように
故意に表記していないという
ことではありません。
(4)　№なしにおける防火対
策については、実施計画事業
としては掲載しませんが、事
業を実施する中で、対策を講
じていきます。

無
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第4次実施計画素案への意見への対応表

章 節 項 項名(ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ名)

素案の表記 意見 市の考え方 案の修
正

修正した表現

3-2 4 4 環境にやさ
しい地域社
会をつくり
ます

No.67
[取組み課題]
地球温暖化対策地域推進計画
（松戸市減CO2大作戦）の短期削
減目標の達成に向け、引き続き
市民・事業者とともに、温室効
果ガスの排出抑制など地球にや
さしい行動を推進します。併せ
て、短期目標の進捗状況を基に
中期目標に向けての新たな戦略
について検討します【減ＣＯ2担
当室】
[めざす成果]
減CO2大作戦の短期目標（2012年
度までに１９９０年度比6％削
減）を達成します
[目標]平成21年度、142.6千ｔ
だった減CO2大作戦によるCO２の
削減量を大幅に増やします

第4項 環境にやさしい地域社会をつくります
① 環境にやさしい行動を促進します　　ｐ66
NO67　太陽光発電システム等の設置補助を自
宅でない集合住宅、民間賃貸アパートに適用し
てください。
　　　　市民太陽光発電ファンドを企画してくださ
い。
　　　　設置可能場所（企業・集合住宅の屋根）
まとめ・資金調達
　　　　大量購入設置による高収益化・採算確
保（10年で還元のようです）
　　　　自家用自動車台数の削減・流入防止の
ため　パワーアシスト自転車支援をしてください。

太陽光発電システムにつきま
しては、低炭素社会への転換
を進める有力な手段の一つと
して普及・促進をしていると
ころです。ご意見の太陽光発
電システム設置補助の対象拡
大、市民太陽光発電ファン
ド、パワーアシスト自転車支
援につきましては、今後の参
考とさせていただきます。

無
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第4次実施計画素案への意見への対応表

章 節 項 項名(ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ名)

素案の表記 意見 市の考え方 案の修
正

修正した表現

3-2 4 4 環境にやさ
しい地域社
会をつくり
ます

④ 生活上の不快要因を減らしま
す

※　対応する実施計画事業なし

④ 生活上の不快要因を減らします　　　　ｐ67
市内の市民生活の生活環境被害である受動喫煙被
害の対策項目を故意に外したのか。　悪質である。
　項なし
めざしたい将来像　　受動喫煙防止、健康増進
NOなし　市内全面禁煙とする
めざす成果　火災防止、受動喫煙被害防止、健康増
進　　ポイ捨て防止、不快な暴力行為防止　ニコチン
依存が維持しやすい環境をなくす　　禁煙促進効果を
上げる　　禁煙治療失敗を減らす　　市内全面禁煙と
する　　公設喫煙所全面撤去
NOなし　生活公害である集合住宅の喫煙者のベラン
ダ喫煙、隣家の換気扇排気をやめさせることも迷惑行
為禁止のパンフレットた広報に盛り込んでください。
めざす成果　受動喫煙被害防止、

健康増進健康増進法　および　生活安全課回答
　受動喫煙防止対策については、平成22年2月25日
付で厚生労働省が示す必要な措置等を参考に「受動
喫煙のない環境づくりの取り組みについて」　研究してま
いりたいと思います。
　次世代育成支援行動計画（後期計画）のパブリック
コメント実施結果
　市の考え方
 禁煙対策一般については健康福祉本部をはじめとす
る各担当課の事業を推進するなかで取り組んでいま
す。」と言う回答なので喫煙対策項目を明記してくださ
い。

受動喫煙の問題は、健康被害
防止対策の一環としてとらえ
ており、本項目のなかで対応
すべきものであるとは考えて
いません。

無
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第4次実施計画素案への意見への対応表

章 節 項 項名(ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ名)

素案の表記 意見 市の考え方 案の修
正

修正した表現

3-2 4 5 犯罪や事故
のない安全
で快適な市
民社会をつ
くります

① 安心して日常生活が送れるよ
うにします

No.70
[取組み課題]
市民との連携で、犯罪のおきに
くい環境を整備するとともに、
特に、子どもたちを犯罪被害か
ら守る活動を促進します【防犯
対策室】
[めざす成果]
地域のことは地域で守る地区が
増えることで、犯罪がおきにく
い街になります
[目標]
平成21年度、3地域だった地域防
犯対策連絡協議会を6地域程度に
増やします

第5項 犯罪や事故のない安全で快適な市民社
会をつくります
① 安心して日常生活が送れるようにします　　ｐ
68
　　松戸市総合計画「後期基本計画」から引き
継ぐ　「施策の展開方向」に健康増進法の義務
としての受動喫煙防止
義務が市に課せられていることに触れられず、受
動喫煙被害を受ける市民生活は苦痛である。
　　路上喫煙者による被害を伝えるだけでも言い
がかりをつけられ警察の事件となる暴行障害事
件、いざこざ/危険は後を絶たない
NOなし　受動喫煙対策として、市内全面禁煙と
してください。
　　　　　受動喫煙対策として、市内公設喫煙所
は全廃してください。
　　　　　市民の通報による過料をドコでも徴収で
きるようにしてください。
　　めざす成果　受動喫煙被害防止、悪質喫煙
行為撲滅　　市民の安全

今後も安全で快適なまちづく
り条例に基づき市民生活の向
上を図るべく推進していきま
す。

無

NO70　　子どもたちを犯罪被害から守る活動を
促進します
　　　として　未成年にタバコ譲渡・販売、広告を
見せるものの処罰
　　　漫画など喫煙シーン掲載雑誌、タバコ広告
掲載雑誌は成人販売区分とする
　　タバコ自販機公道に接する設置禁止
　　タバコ自販機公道に接する広告禁止
　　タバコ取扱店　未成年従業員タバコ販売禁
止
　　タバコ展示販売禁止
　　タバコ景品販売陳列禁止
　　公設喫煙所の全廃
　　公道に接する私有地の灰皿の設置の禁止
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第4次実施計画素案への意見への対応表

章 節 項 項名(ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ名)

素案の表記 意見 市の考え方 案の修
正

修正した表現

3-2 5 1 地域産業を
振興し、豊
かな経済活
動ができる
ようにしま
す

No.80
[取り組み課題]
松戸駅周辺に、人が集い、賑わ
い、活気あるまちの実現をめざ
します【松戸駅周辺地域活性化
プロジェクト】
[めざす成果]
地元と十分に協議し、地域資源
を活用した回遊性の高い魅力あ
るまちづくりに向けて進んでい
ます
[目標]
松戸駅周辺の活性化の方向性を
定めます

第5 節 魅力ある都市空間の形成と産業の振興
第1 項 地域産業を振興し、豊かな経済活動が
できるようにします
① 商工業を盛んにします　　ｐ73
　NO80【松戸駅周辺地域活性化プロジェクト】
　　　公設喫煙所の全廃
　　　周辺道路タバコ自販機公道に接する設置
禁止
　　　周辺道路タバコ自販機公道に接する広告
禁止
　NO81　松戸駅周辺の商業（中心市街地）の
活性化を図ります
　　　【商工観光課】
　　　飲食店・宿泊・娯楽・遊戯・銭湯、サービス
施設全面禁煙
　　　周辺道路タバコ自販機の全廃
　　　ニコチン依存撲滅をする
　　　客引き撲滅に商店街自主警備・巡回をす
る

受動喫煙の問題は、健康被害
防止対策の一環としてとらえ
ており、本項目のなかで対応
すべきものであるとは考えて
いません。

無

3-2 5 1 地域産業を
振興し、豊
かな経済活
動ができる
ようにしま
す

No.89
[取組み課題]
矢切の渡し、野菊の墓、本土寺
などへの日帰り観光客を増やし
ます【商工観光課】
[めざす成果]
商店街での観光客の消費が増え
ます
[目標]
平成21年度、2,877千人だった市
内主要イベント入込客数を増や
します

③ 市内観光を楽しめるようにします　　ｐ75
N89　日帰り観光客を増やします【商工観光課】
　観光地・史跡周辺全面禁煙
　文化財の敷地内および周辺の全面禁煙
　公設喫煙所の全廃
　周辺道路タバコ自販機公道に接する設置禁
止
　周辺道路タバコ自販機公道に接する広告禁
止
　健康で明るい　信頼のある安心できる町である
ことを示すべきである

受動喫煙の問題は、健康被害
防止対策の一環としてとらえ
ており、本項目のなかで対応
すべきものであるとは考えて
いません。

無
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章 節 項 項名(ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ名)

素案の表記 意見 市の考え方 案の修
正

修正した表現

3-2 5 2 個性を活か
し、能力を
発揮して働
くことがで
きるように
します

※　対応する実施計画事業なし 第2項 個性を活かし、能力を発揮して働くことが
できるようにします　　ｐ76
NOなし　厚生労働省の検討を先取りして　市内
事業者の　職場全面禁煙とさせてください
　　めざす成果　受動喫煙被害防止、健康増進
市内事業者生産性向上

受動喫煙の問題は、健康被害
防止対策の一環としてとらえ
ており、本項目のなかで対応
すべきものであるとは考えて
いません。

無

3-2 5 4 誰もが安心
してスムー
ズに移動で
きるように
します

No.99
[取組み課題]
松戸駅周辺のバリアフリー整備
を推進するとともに、歩行者な
どが安心して利用できる快適な
歩行空間の整備について検討し
ます【道路維持課】
[めざす成果]
誰もが安心して通行しやすい市
街地空間となります
[目標]
松戸駅西口地区のバリアフリー
整備を完了させます

第4項 誰もが安心してスムーズに移動できるよう
にします
① 歩行者等が移動しやすくなります　　ｐ81
NO99　　路上喫煙禁止・灰皿設置禁止
　　　　　　喫煙タバコ毒　バリアをなくしバリアフリー
にしてください。
　　　　　　受動喫煙防止してください

受動喫煙の問題は、健康被害
防止対策の一環としてとらえ
ており、本項目のなかで対応
すべきものであるとは考えて
いません。

無

3-2 6 2 財源、財産
を適正に管
理し、配分
します

※　対応する実施計画事業なし 第6 節 都市経営の視点に立った行財政運営
第2項 財源、財産を適正に管理し、配分します
NOなし　公設灰皿喫煙所の全面撤去
　　喫煙所設置（受動喫煙面積分）の場所代を
徴収する
　　喫煙所の広告費を徴収する
　　禁煙外来広告、喫煙被害告知広告は1/10
とし優先選定をする。
　　JT・タバコ屋マナー偽装広告は10倍とする。
　　優先選定広告がある場合1カ月で排除する。
　　その他は許可しない。

受動喫煙の問題は、健康被害
防止対策の一環としてとらえ
ており、本項目のなかで対応
すべきものであるとは考えて
いません。

無
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章 節 項 項名(ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ名)

素案の表記 意見 市の考え方 案の修
正

修正した表現

3-2 1 1 市民と行政
の協働を推
進します

※　対応する実施計画事業なし 第2 部 政策展開の方向
第1 節 連携型地域社会の形成
第1 項 市民と行政の協働を推進します　　ｐ26
NOなし　地域　町会のNPO　組織化
　　　　　　組織運営支援
　　　　　　町会組織が実態のない状態で市の
　　　　　　街灯などの資金提供は合理的でな
い。
　　　　　　町会施設準備金など高額を蓄えてお
り
　　　　　　持ち逃げの危険もある。
　　　　　　会計開示義務のある町民の信頼のた
めに法人組織　NPO化すべきである。

町会の法人化については、町
会の判断により実施されるも
のであると考えます。

無

3-2 1 2 一人ひとり
の人権が尊
重される地
域社会をつ
くります

No.8　[取組み課題]
人権に関する資料を作成するな
ど、人権啓発事業を推進します
【市民相談課】
No.9　[取組み課題]
関係機関との連携を図り、人権
相談機能を充実します【市民相
談課】
No.10 [取組み課題]
人権研修及び人権教育・啓発の
さらなる充実を図ります【市民
相談課】
 
 

  

第2 項 一人ひとりの人権が尊重される地域社会
をつくります
　　NO8-10　　一つにまとめればよい
　　NOなし　　子供の人権、犯罪被害者保護・
報道被害保護　　DV被害者の救済施設などの
施策を設けるべき

【NO8-10　一つにまとめれば
よい】
各々の取り組み課題は、総合
計画で位置づけられている施
策の展開方向である「人権を
尊重する行政の推進」「人権
啓発・教育の推進」「相談支
援体制の整備」のそれぞれに
対応するものであり、一つに
統合することは適切ではない
と考えます。

【NOなし　子供の人権～施策
を設けるべき】
既に「松戸市人権施策推進に
関する基本方針」及び「人権
施策推進に係る指針」等で言
及しているところです。

無
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章 節 項 項名(ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ名)

素案の表記 意見 市の考え方 案の修
正

修正した表現

3-2 1 3 男女共同参
画の地域社
会をつくり
ます

No.12
[取組み課題]
男女共同参画推進グループの、
既存団体・新規団体の交流を推
進し、ともに活性化していきま
す【女性センター】
[めざす成果]
男女共同参画の推進を担う市民
団体の育成や支援をし、市民が
市民を支えるシステムを構築し
ます
[目標]
平成21年度、21団体だった男女
共同参画推進グループ登録数を
増やします
 
 

第3 項 男女共同参画の地域社会をつくります
　　NO12　　男女共同参画　と言う名前は不要
で
　　　　　　ワークライクバランスや
　　　　　　男女間の役割・結婚育児を考え直す
　　　　　　施策をすべきです。

男女共同参画につきまして
は、松戸市男女共同参画プラ
ン･第３次実施計画の中で、
具体的な施策を推進していま
す。ご意見にある「ワーク・
ライフ・バランス」や「男女
間の固定的な役割」は、この
プランの基本施策の中で取り
上げ、実施しています。

無

3-2 2 2 病気や障
害、高齢な
どを理由に
生活に支障
があって
も、自立し
た生活が送
れるように
します

① 必要なときに介護が受けられ
ます

※　対応する実施計画事業なし

第2 節① 必要なときに介護が受けられます　　ｐ
37
　NOなし　夜間介護、介護難民の救済制度　な
どの充実
　　　　　そのための実態調査が必要かもしれませ
ん。

実施計画事業としては掲載し
ませんが、事業を実施する中
で、関連機関との連携を深め
ながら対策を強化していきま
す。

無

3-2 2 2 病気や障
害、高齢な
どを理由に
生活に支障
があって
も、自立し
た生活が送
れるように
します

② 必要なときに生活の援助が受
けられます

※　対応する実施計画事業なし

② 必要なときに生活の援助が受けられます　　ｐ
38
NOなし　生活保護の不適切な需給の調査・適
正化
　　　報道でひどい事例があります。
　　　喫煙をする・パチンコする　生活保護受給者
は市民の税金の無駄です。

生活保護法に準拠し、指導等
しているところですが、今後
も引き続き節度ある生活をす
るよう指導等続けていきま
す。

無
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章 節 項 項名(ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ名)

素案の表記 意見 市の考え方 案の修
正

修正した表現

3-2 5 1 地域産業を
振興し、豊
かな経済活
動ができる
ようにしま
す

No.89
[取組み課題]
矢切の渡し、野菊の墓、本土寺
などへの日帰り観光客を増やし
ます【商工観光課】
[めざす成果]
商店街での観光客の消費が増え
ます
[目標]
平成21年度、2,877千人だった市
内主要イベント入込客数を増や
します

全国的に知名度のある「矢切の渡し」を地域
活性化のためぜひ考えて頂きたいと思いま
す。
柴又帝釈天には、多くの観光客が来訪され
「矢切の渡し」の渡し舟に乗って松戸へ渡っ
て来られても、交通の便も悪くガッカリされ
ている方も多いのではないでしょうか？
多くの観光客の皆様を松戸駅方面へ来ていた
だくことです。
それには、現在矢切高校で折り返しているバ
スを「矢切の渡し」を迂回して、矢切駅まで
行けるように、又、松戸駅、矢切駅より、
「矢切の渡し」の渡し舟に乗って帝釈天に行
けるようにできないでしょうか？
「矢切の渡し」の土手から眺める風景は最高
です。広々と広がる農地、江戸川を眺めなが
ら遠くに富士山も見えますし、今話題になっ
ているスカイツリーも見られ、自然豊かな風
景は心も和み、多くの方に喜こんで頂けるの
ではと思います。

江戸川の土手は、サイクリングコースとして
も最高ですが「矢切の渡し」まで自転車で行
くには途中のコースが整備されていないよう
に思います。又、放置自転車を整備し貸し出
し自転車として利用し松戸の観光地や江戸川
を巡り楽しんで頂くことはできないでしょう
か。

実施計画の取り組み課題とし
ては、設定しませんが、事業
の実施において参考にしま
す。

無
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章 節 項 項名(ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ名)

素案の表記 意見 市の考え方 案の修
正

修正した表現

3-2 5 1 地域産業を
振興し、豊
かな経済活
動ができる
ようにしま
す

※　対応する実施計画事業なし 矢切高校は、この春廃校になると聞いております
が、ここを利用して今話題の「道の駅」が出来ると
良いですね。
東京、埼玉県も隣接し、国道６号線、今工事中
の外環道に供ない道路の整備も進んで交通の
便も良くなり、多くの方に来て頂けるのではないで
しょうか？又、保育園やお年寄の施設として利用
したり、起業を考えている方が利用しやすくできる
と良いですね。
これからの自治体も税収ばかりでなく、利益をあげ
る事業を考える時期に来ていると思います。
この先、松戸市が子供達や孫達がいつまでも住
んでいたいと思える土地であってほしいと願っており
ます。

矢切高校については、千葉県
の財産であり県の方針が優先
されることになります。千葉
県側では、県議会において、
特別支援学校として今後使用
していく旨の答弁がなされて
おり、その方向で進むものと
考えています。しかしなが
ら、暫定利用も含め、松戸市
で利用できる場合には有効な
使用方法を検討していきま
す。

無
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