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第２章 健やかに笑顔で暮らす、支え合いの村づくり 
第１節 生涯健康づくり 

１健康の増進 
 

【現状】 

 人々の生活水準や医療技術の進歩により、日本人の平均寿命は世界の 高水準に達しま

した。しかし、その一方で、生活習慣病、特に糖尿病やその予備群は著しく増加し、動脈

硬化を起因とした心筋梗塞・脳梗塞などによる、壮年期死亡、障がいや寝たきりなどが大

きな課題となっています。 

また、育児環境の変化に対応する様々な育児支援も、今後益々必要とされています。 

当村では、平成 19 年に保健センターを改修し、保健・福祉・介護部門を一本化、関係部

署の連携による、糖尿病や循環器疾患などの生活習慣病予防に取り組むとともに、がん検

診を医学的根拠に基づいた、効果的な実施方法に改善してきました。また、保健補導員や

食生活改善推進員及び自主活動グループなどの活動が活性化するよう、支援にも努めてい

ます。 

子育て支援対策としては、両親学級*22の開催や乳・幼児健診、育児・母乳相談、育児教

室を通して、育児不安の解消や親子の愛着づくりに取り組むとともに、専門スタッフを導

入し、健診や相談体制の充実に取り組んでいます。 

 

【今後に向けた課題】 

村民の生涯に渡る健康づくりを推進するため、各種健診・調査結果の分析を行い、健康

課題を明確にしたうえ、実状に即した具体的な目標を設定し、関係機関との連携のもと、

継続的な支援体制により、効果的な健康づくりを推進する必要があります。 

生活習慣病予防対策としては、特定健診*23 の受診率アップや特定保健指導*24・健康教

育などを充実させていく必要があります。 

子育て支援対策については、育児に関する悩みへの対応や親子の心の健康づくりを重点

に、各種健診・相談・教室などを今後一層充実させる必要があります。 

 

特定健診・特定保健指導の実施状況 

年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

対象者 国保加入者（40〜75 歳） 

受診者数（人） 783 681 

情報提供（人） 629 550 

積極的支援（人） 48 44 
特定保健指

導対象者 
動機付け支援（人） 105 87 

資料：環境福祉課 
 

【基本方針】 

◎すべての世代が、生涯を通して、健康でいきいきと暮らせる健康づくりを推進

します。 

◎村民の健康課題を明らかにし、生活習慣病対策事業を強化します。 

◎子育て支援事業を充実させ、子どもたちの健やかな育成を支援します。 

◎健康づくり基盤の整備を推進します。 

*22【両親学級】：妊娠、出産、育児について、母親だけでなく父親も一緒に参加して学ぶこと。 

*23【特定健診】： 40 歳以上の被保険者が受診する、糖尿病など生活習慣病に関する健診。 

*24【特定保健指導】：糖尿病などの生活習慣病に関する保健指導。生活改善指導。 



47 

【具体的施策】 

（１）生涯にわたっての健康づくりの推進 

①すべての世代が、心身ともに健康な生活がおくれるよう、保健センター・保

育園・教育委員会・学校・その他関係機関が連携し、継続的でスムーズな支

援が図れるよう、体制づくりを推進していきます。 

②健診結果や調査結果などを分析し、村民の健康課題を明確にしたうえ、村民

が自分にあった健康づくりの方法を選択・習得できるよう、積極的な情報提

供に努めます。 
 

（２）生活習慣病対策 

①特定健診・特定保健指導を通して、メタボリックシンドローム*25対策を推進

します。 

②効果的で受診しやすい、がん検診などを推進します。 

③食育の推進や健康教育などを通して、生活習慣の改善、健康意識の高揚、健

康寿命の延伸につながる取組みを推進します。 
 

（３）子育て支援対策 

①健全な母性・父性の育成と、安心して妊娠・出産できる環境整備を進めてい

きます。 

②家庭や地域の育児力を高め、子育ての孤立化を防ぎ、ゆとりある子育てがで

きるよう、支援体制の充実を図ります。 

③乳・幼児健診や育児相談・育児教室などを通して、育児不安の解消や親子の

愛着づくりを支援していきます。 

④保育園や学校などと連携を図り、発達障がい児など支援の必要な子どもたち

の早期療育*26と継続的な支援を充実させていきます。 
 

（４）健康づくり基盤の整備 

①保健補導員会や食生活改善推進協議会、その他自主活動グループなどの活性

化と充実を図ります。 
 
 

【施策目標】 

目標の内容 
現状 

（H20） 
平成 26 年度 

特定健診の実施率（％） 42 65 

特定保健指導の実施率（％） 38 45 

メタボリックシンドローム 

該当者・予備群の減少率 

受診者数：783 人 

メタボ該当者・予備群数：262人（33.5％） 

平成 20年度比 10％

減少 

※特定健診・特定保健指導は平成 20 年度より医療保険者に実施が義務付けられている。 

   

*25【メタボリックシンドローム】：内蔵脂肪症候群のこと。内蔵脂肪型肥満を共通の要因として高血糖、脂質

異常、高血圧が引き起こされる状態。それぞれが重複した際には、命に関

わる病気を招く恐れがある。 

*26【療育】：障害児が、医療的配慮を受けながら教育を受けること。 
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２ 地域医療の充実 

 

【現状】 

「人生 80 年」という長寿社会において、健康で生きがいを持って、生き生きと暮らすこ

とは、人々の願いです。 

病気の早期発見・早期予防対策がますます重要になる一方で、誰もがいつでもどこでも

緊急かつ適切な医療を受けられることは、病気の重症化や障がい予防のために必要となっ

ています。また、ストレス社会と言われる中、うつ病*27など心の病気も増加し、自殺予防

対策の必要性が高まっています。 

 当村では、保健センターを中心に、保健予防事業や相談業務に取り組んできました。 

また、地域医療機関と連携し、夜間・休日当番医の確保に努めるとともに、広域的視点

に立った救急医療体制の整備を進めています。 

 

【今後に向けた課題】 

全国的な医師不足の中、大北地域においても病院の診療科が縮小されています。 

産婦人科・小児科医師などの不足は深刻であり、母子及び少子化対策を進めるうえで重大

な問題となっています。今後は、医師会や関係機関の協力のもと、疾病予防、地域医療の

強化、緊急医療の充実が求められています。 

 

           緊急医療体制（大北広域）     平成 21 年 11 月末現在 

在宅当番医制に参加する医療機関（箇所） 31 

休日や夜間に対応できる医療機関数（箇所） 3 

入院を要する救急医療を担う医療機関数（箇所） 2 

資料：北アルプス広域連合による 

 

 

 

 

 

 

 

 

*27【うつ病】：気分が落ち込んだ状態が続き、物事を決めたり、実行できなくなる病気。肩こりや不

眠、倦怠感などをともなう場合もある。 
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【基本方針】 

◎広域圏内で医療機関との連携を図り、地域医療、救急医療体制の充実を図りま

す。 

 

 

【具体的施策】 

（１）広域圏での医療体制の確保 

地域に密着した総合病院をはじめとし、地域医療機関との連携を強化するこ

とによって、地域医療体制の整備に努めます。 

 

（２）緊急医療の充実 

夜間・休日当番医の確保を継続するとともに、関係機関の協力のもと、広域

的視点に立った救急医療体制の確立を促進します。 

 

（３）包括的医療の推進 

保健・福祉・医療の連携による疾病予防、地域医療の強化など、包括的医療

の推進に努めます。 
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第２節 地域福祉の推進 

１ 福祉の村づくり 

 

【現状】 

村民誰もが、住み慣れた家庭や地域社会の中で生きがいをもって暮らせるよう、心のか

よう家庭、地域づくりが求められています。 

しかし、現実には核家族化、少子・高齢化の進行などに伴い、家庭における介護機能の

低下、社会の連帯性の欠如などにより、高齢者や障がい者などが地域で生活することが困

難となる場合が増加しています。 

当村では、地域包括支援センター*28を拠点に、要介護者に対し継続的な支援を進めてき

ました。また、活発化しつつあるボランティア活動は、社会福祉協議会が中心となって取

り組まれており、ボランティアの育成や世代間交流、生涯学習などあらゆる機会を利用し、

福祉の啓蒙にも努めてきました。また、就業能力が限られている要保護者などに対し、社

会就労センターを就労の場として提供しています。 

一方、ゆうあい館や松香荘を中心に福祉ゾーンの整備が進み、松香荘は高齢者の憩いの

場、介護予防事業の拠点となりつつあります。 

 

【今後に向けた課題】 

高齢者や障がい者など、生活弱者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、

地域ケア体制の整備と、介護制度だけに捉われない柔軟な支援が求められています。また、

相手を理解し、村民自らが積極的に支え助け合える地域づくりを進めていく必要がありま

す。 

生活基盤の弱い人たちへ、就労や技術習得の場所を提供するため、社会就労センターの安

定した受注確保が必要となっています。 

松香荘、福祉バス利用者数 

 
                                   資料：環境福祉課 

*28【地域包括支援センタ－】：保健、医療、福祉の総合的な取り組みにより、地域住民の心身の健康維持

や生活の安定を図る拠点施設。 
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 【基本方針】 

◎高齢になっても、障がいがあっても、安心して生活できる村づくりを目指しま

す。 

◎住民相互の理解を深め、心のバリアフリーを実現します。 

◎相談窓口の明確化と住民への周知を図るとともに、専門職員の確保と資質向上、

サービス体制の構築に努めます。 

◎要保護者など就労能力の限られている人への、安定した生活の支援に努めます。 

 

【具体的施策】 

（１）福祉意識の向上 

あらゆる機会を通して障がいや病気への理解を求め、福祉意識の向上、心の

バリアフリーの実現に努めます。 

 

（２）活動基盤の充実 

①高齢者・障がい者サービス提供事業者などと情報を共有し、総合的・継続的

な在宅サービスを提供します。また、利用者のニーズを把握し、必要な在宅

生活支援サービスを構築します。 

②多様化する住民ニーズに対応できるよう、福祉ボランティアの育成を図ると

ともに、障がい者団体や関連する住民団体と連携し、地域福祉活動の積極的

支援を進めます。 

③要保護者など生活基盤の弱い人への就労の場の提供と、就労センターの仕事

量確保に努めます。 

 

（３）福祉の村づくりの推進 

①「災害時住民支え合いマップ」作りを通し、地域の中で、誰もが安心して生

活でき、高齢者や障がい者など弱者の見守り支援ができるよう、啓蒙を図り

ます。 

②ゆうあい館・松香荘を拠点とし、地域と行政、関係機関が一体となった福祉

の村づくりを推進します。 

 

【施策目標】 

目標の内容 
現状 

（Ｈ20） 
平成 26 年度 

松香荘利用者数（人／年） 27,779 29,000 
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２ 高齢者福祉の充実 

 

【現状】 

高齢化が急速に進行する中、保健、福祉、医療、生活保障、生きがいなど高齢者にかか

わる問題は、国をはじめ自治体の大きな課題となっています。 

当村の高齢化率も年々上昇しており、それに伴って介護が必要な高齢者も増加していま

す。 

当村では、介護を社会全体で支える介護保険制度により、各種の在宅及び施設サ－ビス

を提供しています。さらに、福祉バスを運行し、その活動範囲を広めるなど、健康な長寿

社会の実現のため関係機関と連携し、生きがいづくりや介護予防事業を進めています。 

また、高齢者の憩いの家である「松香荘」や地区の公民館を活用した介護予防教室は、

高齢者の参加が促進されるなど、地域住民の交流が図られています。 

 

【今後に向けた課題】 

高齢者が生き生きと自分らしく生活できるためには、就労支援をはじめ、社会参加の仕

組みづくり、活動の場の拡大が必要であります。シルバー人材センター・ボランティア団

体及びＮＰＯ法人など、関係機関とのより一層の連携が必要となっています。 

また、高齢者の虐待が、社会問題となっています。「高齢者虐待防止法」や成年後見制度

*29、権利擁護の普及を図り、高齢者が尊厳ある生活が送れるよう、支援が必要です。 

 
高齢者人口の推移 

 
※住民基本台帳による（外国人除く）  

                                                                資料：環境福祉課 

 

介護保険受給者数（単位：人） 

平成 17 年 平成 18 年 平成 19 年 平成 20 年 

321 347 357 346 

資料：環境福祉課 

 

 *29【成年後見制度】：認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方に成り代わ

り財産などを管理する制度。 
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【基本方針】 

◎高齢者が生き生きと快適な日常生活が送れるよう、健康づくりと介護予防を推

進し、希望の持てる長寿社会の実現を目指します。 

◎介護保険制度の充実や福祉・医療・介護が一体となった支援体制の整備など、

在宅生活を支える地域社会の構築に努めます。 
 
 

【具体的施策】 

（１）総合的な高齢者福祉の推進 

①「松川村老人福祉計画」に基づき、保健・福祉・医療が連携した、総合的な

サービス体制の充実に努めます。 
 

（２）在宅介護サービス体制の充実 

①独り暮らし高齢者や、認知症、寝たきりなど、要介護高齢者を抱えている家

族を地域で支え、共に助け合えるよう、情報を発信し福祉意識の啓発に努め

ます。 

②要介護者の在宅生活が継続できるよう、家族の負担の軽減を図るとともに、

介護知識や技術の普及に努めます。また、介護者同士の交流の場を提供しま

す。 

③北アルプス広域連合や介護保険サービス事業者と連携し、介護保険サービス

を始め、在宅サービスの確保や質の向上、人材育成に努めます。 
 

（３）高齢者施設の充実と活用 

①高齢者憩いの家「松香荘」の利用を促進し、高齢者の介護予防の拠点となる

よう努めます。 
 

（４）生きがい対策の充実と社会参加の推進 

①高齢者の自立や社会参加、学ぶ意欲などを尊重し、生涯学習などに関わる各

種講座が有効に運営されるよう関係機関と連携し、内容の充実を図るととも

に、参加の啓発に努めます。 

②高齢者が、経験や知識を生かし、社会に貢献することで生きがいが得られる

よう、雇用機会の拡大を促進するため、シルバー人材センターとの連携を図

ります。 

③高齢者が生きがいを持って生活する健康寿命*30の延伸のため、健康づくり事

業との連携を密にし、高齢者が自ら健康づくりに取り組めるよう支援します。 
 

 

*30【健康寿命】：介護などが必要なく、自立して、健康に生活できる期間のこと。 
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３ 障がい者福祉の推進 

 

【現状】 

障がい者の増加、障がいの重度化・重複化及び高齢化の進行に加え、心身の障がいや家

庭の介護状態により、家庭での生活が困難なケースも増加しています。 

このような状況に対応するため、当村では「松川村障害者計画」*31・「松川村障害福祉

計画」*32を策定し、これに基づき、障がい者のニーズに対応した障がい福祉サービスに取

り組んできました。 

一方、「障害者自立支援法」*33 の施行にともない、所得に応じた負担により、自分が望

む各種サ－ビスが受けられるようになりました。その後は毎年の法改正が進められ、自己

負担の軽減が徐々に図られています。 

 

【今後に向けた課題】 

多様な利用者ニーズに対応し、身体・知的・精神の３障がい*34の特性に配慮したケア体

制を取れる事業者が不足しています。 

障がいの早期発見・療育に努めるとともに、ライフステージ*35に応じた切れ目のない指

導・相談体制の強化と在宅援護の更なる充実が求められています。 

また、一般住民に対する、障がい特性の理解を促すための啓蒙・啓発活動を充実し、心

のバリアフリーを実現する必要があります。 

障がい福祉サービス年間利用件数（単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                資料：環境福祉課 

 

*31【ライフステージ】：生まれてから亡くなるまでの一生涯の中で、その年代ごとに巡り合う状況のこと。 

*32【松川村障害者計画】：障害者基本法に基づく障がいのある人のための施策に関する基本的な事項を定

める中期計画。 

*33【松川村障害福祉計画】：障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス等の確保に関する計画。 

*34【３障がい】：「身体障害者」、「知的障害者」、「精神障害者」のこと。 

*35【障害者自立支援法】：「障がい者（児）がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会

生活を営むことができる」ようにすることを目的とする法律。 
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【基本方針】 

◎障がいを持っていても自分の暮らしたい地域で安心して生活ができるよう、障

がい者（児）に対する地域生活支援を充実し、障がいがある人もない人も相互

の理解を深め合いながら、誰もが住みよい村づくりを目指します。 

 

【具体的施策】 

（１）地域生活支援の充実 

①「松川村障害者計画」・「松川村障害福祉計画」に基づき、障がい福祉サービ

スの計画的な拡充に努めます。 

②「障害者自立支援法」が３障がい共通の仕組みであることに基づき、様々な

障がい特性に配慮し、社会福祉法人・NPO 法人などと連携を図りながら、多様

な利用者ニーズに対応できる障がい福祉サービスの提供を目指します。 

③安心して地域での暮らしができるよう、ケアマネジメントを用いた相談・支

援の充実を図るとともに、様々な障がい特性に対応した専門的な相談・支援

体制を目指します。 

④障がいの早期発見・治療・相談・指導のため、医療機関・保育園・教育機関・

相談支援機関などとの連携や、民生児童委員の協力による相談・支援体制の

構築を目指します。 

 

（２）障がい者（児）の就労支援・日中活動支援の充実 

①「働きたい」障がい者に対し、ハローワークや就労・生活支援センターなど

と連携を図り、就職相談から就労後の支援までを含めた、就労支援体制の構

築を目指します。 

②就労支援を実施している事業所や社会就労センターと連携をし、福祉的な就

労の場の確保や一般就労に向けた必要な訓練の場の拡充を目指します。 

③障がい者の相互交流や日中活動の場として十分なサービスが提供できるよう、

地域活動支援センターの機能強化を推進します。 

④教育機関と連携し、学齢期の障がい児の放課後支援・長期休暇中の日中活動

支援を行なえる場の確保に努めます。 

 

（３）心のバリアフリーの推進 

①誰もが住みよい村づくりを推進するために、障がいに対する理解・啓発活動

に努めます。 

②心の病気と健康、自殺予防についての理解を深めるため、広報・啓発活動に

努めるとともに、医療機関や保健福祉事務所と連携のもと、相談・支援体制

の充実を目指します。 
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③障がい者団体や関連する住民団体との連携・協力を図りながら、障がい者（児）

施策を推進していきます。 

④障がいのある人もない人も、誰もがひとりの村民として互いに支えあう地域

づくりを目指し、ボランティア養成や地域コミュニティによる福祉活動の充

実など、地域福祉を推進していきます。 

 

 

【施策目標】 

目標の内容 
現状 

（Ｈ20） 
平成 26 年度 

社会就労センター利用の障がい者数（人／年） 9 18 

 



57 

第３節 児童福祉の充実 

１ 児童福祉の推進 

 

【現状】 

核家族化の進行や、共働きの増加など女性の社会進出に伴い、子どもを取り巻く環境は

大きく変化してきました。 

当村には北・南２か所の保育園が設置されており、心身ともに健全な子どもの育成を目

標に、多くの園児が就園しています。 

近年の保育需要の多様化に対応するため、保育時間の延長・障がい児保育及び一時保育

など、保育内容の充実とそれにともなう園舎・施設整備を計画的に進めています。また、

小学校児童を対象に、児童クラブ・放課後こども教室事業を実施し、児童の安全確保と健

全育成を図っています。 

 

【今後に向けた課題】 

子育ての環境が変化し、家庭のニーズも多様化する中、児童が心身ともに健やかに育つ

とともに、安心して子どもを産み育てられるよう、育児相談・子育て支援の充実や児童虐

待防止への取り組みが必要となっています。 

保護者の共働きの増加などにより、放課後留守家庭児童が増える傾向にある状況を的確

に捉える中、児童クラブ・放課後こども教室事業などの子育て支援体制のあり方について

検討する必要があります。 

保育園児の推移 

 
                                                                 資料：環境福祉課 

     

児童クラブ登録児童数・世帯の推移 

  平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度

人 120 128 124 152 児童クラブ登録 

児童数 世帯 90 95 92 118 

※ 毎年度 10 月末時点                            資料：教育委員会

 

173 

93 

170 

106 

177 

108 

187

107

                 定員 

北保育園  ： 190 人 

南保育園  ： 120 人 
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【基本方針】 

◎ 子どもたちが心身ともに健全に育つよう、多様化する保育ニーズに対応した、

保育内容の更なる充実を図ります。 

◎ 育児相談や子育て支援を充実させるとともに、児童虐待防止に取り組みます。 

◎ 放課後児童の健全育成を目的とした、児童クラブや放課後こども教室事業など

を更に充実させ、子育て支援を図ります。 

 

【具体的施策】 

（１）保育環境の充実 

家庭、地域との連携を図り、特色ある保育園づくりを推進するため、安全性

を確保した保育施設の整備に取り組みます。 

 

（２）子育て支援の推進 

乳児から児童まで、一貫した支援ができるよう、家庭・学校・職場などと連

携し、子育て支援体制づくりを推進します。 

 

（３）保護者支援の充実 

子育ての悩みや家庭の問題に対し、家庭・学校・保育園と子育て相談員など

が更に連携を密にし、問題解決に取り組みます。 

 

（４）放課後児童の健全育成 

放課後児童の安全確保と健全育成を目的とした、児童クラブ・放課後こども

教室事業の更なる充実を図るとともに、児童館建設について検討を行います。 
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２ 母子・父子福祉の向上 

 

【現状】 

母子・父子家庭は近年増加傾向にあり、経済面や子育て環境面などの問題を抱え、精神

的にも不安定な状況におかれている場合が多く見受けられます。 

当村では、子どもが健やかに成長し、子どもたちの権利が尊重される新しい子育て支援

社会を構築していけるよう、具体的数値をもって「次世代育成支援地域行動計画」を策定

し、推進してきました。 

母子・父子家庭に対し、専門職による相談・支援と、関係者による見守りを行ってきま

した。また、雇用の相談・支援を行うとともに、働きやすい家庭環境を整備するため、未

満児保育・延長保育・一時保育に取り組んでいます。 

 

【今後に向けた課題】 

母子・父子家庭においては、経済不況により離職者が増加し、新規就労も厳しい状況に

あるなど、経済面をはじめ精神的な問題などを抱えている家庭に対し、不安感や孤独感を

解消し、安定した生活が送れるよう、適切な指導・相談体制の更なる充実が求められてい

ます。 

 

【基本方針】 

◎家庭生活の安定と自立を支援するとともに、福祉制度を活用し、明るい家庭づ

くりを支援します。 

 

【具体的施策】 

（１）相談・援助体制の充実 

母子・父子家庭の実態把握に努め、専門職による生活全般に渡る相談と、自

立に必要な指導・助言を行うとともに、福祉制度の周知を図ります。 

 

（２）支援体制の充実 

①関係機関との連携を密にし、安定した雇用確保に努め、経済的な自立支援に

取り組みます。 

②働きやすい家庭環境を支援するため、乳幼児・延長保育などの充実を更に努

めます。 




