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項　　目 取　組　み　の　概　要

項　　目 取　組　み　の　概　要

項　　目 単位 令和2年度末見込 令和5年度目標

看護小規模多機能型居宅介護など、在宅生活を支えるサービスについて、広報や
ホームページなどを利用して、普及や利用促進を図ります。

住環境や経済的な問題などで自宅における生活が困難な方が、自立した生活が送れ
るように、養護老人ホームで支援します。

養護老人ホーム

高齢者世帯は、市場を通じた住宅確保が困難な場合が多いことから、ストックの有
効活用を図り、募集要件の変更、住宅の改善などにより高齢者用住宅の戸数を確保
します。

市営住宅の確保

在宅生活を支える施策の
普及促進

自宅での自立した生活をしやすくする目的で、住宅を改修する場合に介護保険の制
度として、費用の一部を補助します。

近隣に駅やバス停留所がない地域において、住民が主体となって実施するバス運行
事業などに対して市が支援し、地域住民の移動手段を確保します。

要介護者及び障害者の日常生活における移動手段を確保するために、NPO法人な
どが実施している福祉有償運送及び公共交通空白地有償運送の必要性並びに安全
及び旅客の確保などに係る方策の協議、実施する法人などの登録や変更事項を審議
します。

有償運送運営協議会

地域主導型公共交通事業

高齢者の自立支援・介護者の負担軽減のために行う住宅改修について、経費の一部
を補助します。

高齢者住宅等整備事業

介護保険による住宅改修
事業

福祉１００円バス助成事業
70歳以上の方を対象に、市内の路線バス（観光路線を除く）と上高地線の電車を1
乗車100円とすることで、高齢者が気軽に外出しやすい環境をつくります。

高齢者住宅等整備事業利用件数 件 12 12
介護保険住宅改修事業 件 900 950
福祉100円バス助成事業 人 500,000 640,000

　高齢者は、身体機能の低下により、日常生活における転倒の可能性が高くなり、その危険性を軽減するための環境
整備を必要とする場面が多くなります。こうした問題を自力で解決できない高齢者への居住支援が必要になるととも
に、要介護状態となった高齢者を家族が在宅介護する場合には、家屋内の介護環境を整えることが必要です。
　また、加齢により身体の機能が低下した場合でも、高齢者が自立した日常生活や社会生活を送ることができるまち
づくりを推進することが重要です。このため、高齢者が安心して外出できるよう、施設や交通機関などの安全性・利
便性の向上を図る必要があります。

第１節　安定的な住まいと足の確保

安心・いきいきプラン松本
第２編　高齢者がいきいきと暮らせるために 第１章　誰もが住みやすいまちづくりの推進

現状と課題1

・高齢者が安心して暮らすことができるように、住宅改修などによる居住環境整備を推進します。
・高齢者の自立支援・介護者負担の軽減を図る住宅改修について、補助制度を継続します。
・高齢者が生活しやすいまちづくりを推進するため、建築物、道路などのバリアフリー化による安全性・利便性の
向上や、高齢者への身体的負担の少ない交通環境づくりに努めます。

施策の方向2

主な取組み3

計画期間の目標4

第１章　誰もが住みやすいまちづくりの推進
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項　　目 取　組　み　の　概　要

項　　目 取　組　み　の　概　要

項　　目 単位 令和2年度末見込 令和5年度目標

看護小規模多機能型居宅介護など、在宅生活を支えるサービスについて、広報や
ホームページなどを利用して、普及や利用促進を図ります。

住環境や経済的な問題などで自宅における生活が困難な方が、自立した生活が送れ
るように、養護老人ホームで支援します。

養護老人ホーム

高齢者世帯は、市場を通じた住宅確保が困難な場合が多いことから、ストックの有
効活用を図り、募集要件の変更、住宅の改善などにより高齢者用住宅の戸数を確保
します。

市営住宅の確保

在宅生活を支える施策の
普及促進

自宅での自立した生活をしやすくする目的で、住宅を改修する場合に介護保険の制
度として、費用の一部を補助します。

近隣に駅やバス停留所がない地域において、住民が主体となって実施するバス運行
事業などに対して市が支援し、地域住民の移動手段を確保します。

要介護者及び障害者の日常生活における移動手段を確保するために、NPO法人な
どが実施している福祉有償運送及び公共交通空白地有償運送の必要性並びに安全
及び旅客の確保などに係る方策の協議、実施する法人などの登録や変更事項を審議
します。

有償運送運営協議会

地域主導型公共交通事業

高齢者の自立支援・介護者の負担軽減のために行う住宅改修について、経費の一部
を補助します。

高齢者住宅等整備事業

介護保険による住宅改修
事業

福祉１００円バス助成事業
70歳以上の方を対象に、市内の路線バス（観光路線を除く）と上高地線の電車を1
乗車100円とすることで、高齢者が気軽に外出しやすい環境をつくります。

高齢者住宅等整備事業利用件数 件 12 12
介護保険住宅改修事業 件 900 950
福祉100円バス助成事業 人 500,000 640,000

　高齢者は、身体機能の低下により、日常生活における転倒の可能性が高くなり、その危険性を軽減するための環境
整備を必要とする場面が多くなります。こうした問題を自力で解決できない高齢者への居住支援が必要になるととも
に、要介護状態となった高齢者を家族が在宅介護する場合には、家屋内の介護環境を整えることが必要です。
　また、加齢により身体の機能が低下した場合でも、高齢者が自立した日常生活や社会生活を送ることができるまち
づくりを推進することが重要です。このため、高齢者が安心して外出できるよう、施設や交通機関などの安全性・利
便性の向上を図る必要があります。

第１節　安定的な住まいと足の確保

安心・いきいきプラン松本
第２編　高齢者がいきいきと暮らせるために 第１章　誰もが住みやすいまちづくりの推進

現状と課題1

・高齢者が安心して暮らすことができるように、住宅改修などによる居住環境整備を推進します。
・高齢者の自立支援・介護者負担の軽減を図る住宅改修について、補助制度を継続します。
・高齢者が生活しやすいまちづくりを推進するため、建築物、道路などのバリアフリー化による安全性・利便性の
向上や、高齢者への身体的負担の少ない交通環境づくりに努めます。

施策の方向2

主な取組み3

計画期間の目標4

第１章　誰もが住みやすいまちづくりの推進
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項　　目 取　組　み　の　概　要

中心市街地において、絵文字、音声、点字、外国語などの手法による分かりやすい案
内表示を推進します。

公共案内サインのユニバー
サルデザイン化

要介護１以上の認定者などに、障害者等用駐車区画の利用証を交付します。
信州パーキング・パーミッ
ト制度

市営住宅の建設、建替え、改修に際して、エレベーターや手すりの設置、居室内の段
差の解消など高齢者などに配慮した設備、仕様を取り入れユニバーサルデザインを推
進します。

市営住宅の高齢者対策

公民館改修の際、階段手摺設置やスロープ設置、トイレ洋式化などを進め、高齢者が
利用しやすい環境を計画的に整備します。

地区公民館などの高齢者
対策

「バリアフリー法」に基づく「移動等円滑化の促進に関する基本方針」により、１日
の利用者が3,000人以上の鉄道駅に、バリアフリー化実施事業費の一部を補助し
ます。

鉄道駅のバリアフリー化

「道路の移動等円滑化整備ガイドライン」に基づき、子ども、高齢者、障害者のほか、
全ての人が安心して歩くことのできる歩行空間を確保するために、波打ち歩道を改修
します。

波打ち歩道の改修

　ユニバーサルデザインの考え方は、障害の有無、年齢、性別、国籍などの違いにかかわらず、誰にとっても安全で
安心して生活ができるまちづくりを目指すことにあります。
　全国的に超少子高齢化が進展している中、本市も例外ではなく、高齢化は進展しています。加齢により身体的・精
神的機能が低下せざるを得ない高齢者にあっても、日常生活や社会生活で不便や不自由を感じることなく、生活でき
る環境を整備したまちづくりが求められており、ユニバーサルデザインによる建物、道路などの整備を更に進めるこ
とが必要となっています。
　新設の公共施設や不特定多数の人が利用する建物や施設などでは、法の整備などにより、ユニバーサルデザインに
よる整備が進んでいます。しかし、比較的小規模な施設や既存施設については、トイレやスロープ、手すりの設置、
バリアフリー化などまだまだ十分とは言えません。
　道路や交通の面では、歩道の段差解消などの整備が進んできていますが、個々の道路の状況を勘案しながら整備を
進める必要があります。冬季間の道路の滑りやすさをなくして、安全に移動できるようにしたり、移動の際における
案内表示などを、誰にでも分かりやすくするなどの工夫が求められています。

第２節　ユニバーサルデザインのまちづくりの推進

安心・いきいきプラン松本
第２編　高齢者がいきいきと暮らせるために 第１章　誰もが住みやすいまちづくりの推進

現状と課題1

〇誰もが生活しやすい環境づくり
・超少子高齢化社会の進展に対応し、ユニバーサルデザインの考え方に基づき、子ども、高齢者など、全ての人々
の多様なニーズを常に考慮し、誰もが生活しやすい環境づくりを目指します。

〇誰もが利用しやすい環境づくり
・不特定多数の人が利用する建物や施設を整備する際は、ユニバーサルデザインを常に意識して、設計、施工、管
理運営を行い、障害者、高齢者、外国人など、誰もが利用しやすい環境づくりを目指します。

〇誰もが安全に安心して利用できる公共交通の構築
・ユニバーサルデザインに配慮した道路の整備を目指すとともに、市民（利用者）、交通事業者、行政などが連携
して、誰もが安全に安心して利用できる公共交通の構築を目指します。

施策の方向2

主な取組み3
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項　　目 取　組　み　の　概　要

中心市街地において、絵文字、音声、点字、外国語などの手法による分かりやすい案
内表示を推進します。

公共案内サインのユニバー
サルデザイン化

要介護１以上の認定者などに、障害者等用駐車区画の利用証を交付します。
信州パーキング・パーミッ
ト制度

市営住宅の建設、建替え、改修に際して、エレベーターや手すりの設置、居室内の段
差の解消など高齢者などに配慮した設備、仕様を取り入れユニバーサルデザインを推
進します。

市営住宅の高齢者対策

公民館改修の際、階段手摺設置やスロープ設置、トイレ洋式化などを進め、高齢者が
利用しやすい環境を計画的に整備します。

地区公民館などの高齢者
対策

「バリアフリー法」に基づく「移動等円滑化の促進に関する基本方針」により、１日
の利用者が3,000人以上の鉄道駅に、バリアフリー化実施事業費の一部を補助し
ます。

鉄道駅のバリアフリー化

「道路の移動等円滑化整備ガイドライン」に基づき、子ども、高齢者、障害者のほか、
全ての人が安心して歩くことのできる歩行空間を確保するために、波打ち歩道を改修
します。

波打ち歩道の改修

　ユニバーサルデザインの考え方は、障害の有無、年齢、性別、国籍などの違いにかかわらず、誰にとっても安全で
安心して生活ができるまちづくりを目指すことにあります。
　全国的に超少子高齢化が進展している中、本市も例外ではなく、高齢化は進展しています。加齢により身体的・精
神的機能が低下せざるを得ない高齢者にあっても、日常生活や社会生活で不便や不自由を感じることなく、生活でき
る環境を整備したまちづくりが求められており、ユニバーサルデザインによる建物、道路などの整備を更に進めるこ
とが必要となっています。
　新設の公共施設や不特定多数の人が利用する建物や施設などでは、法の整備などにより、ユニバーサルデザインに
よる整備が進んでいます。しかし、比較的小規模な施設や既存施設については、トイレやスロープ、手すりの設置、
バリアフリー化などまだまだ十分とは言えません。
　道路や交通の面では、歩道の段差解消などの整備が進んできていますが、個々の道路の状況を勘案しながら整備を
進める必要があります。冬季間の道路の滑りやすさをなくして、安全に移動できるようにしたり、移動の際における
案内表示などを、誰にでも分かりやすくするなどの工夫が求められています。

第２節　ユニバーサルデザインのまちづくりの推進

安心・いきいきプラン松本
第２編　高齢者がいきいきと暮らせるために 第１章　誰もが住みやすいまちづくりの推進

現状と課題1

〇誰もが生活しやすい環境づくり
・超少子高齢化社会の進展に対応し、ユニバーサルデザインの考え方に基づき、子ども、高齢者など、全ての人々
の多様なニーズを常に考慮し、誰もが生活しやすい環境づくりを目指します。

〇誰もが利用しやすい環境づくり
・不特定多数の人が利用する建物や施設を整備する際は、ユニバーサルデザインを常に意識して、設計、施工、管
理運営を行い、障害者、高齢者、外国人など、誰もが利用しやすい環境づくりを目指します。

〇誰もが安全に安心して利用できる公共交通の構築
・ユニバーサルデザインに配慮した道路の整備を目指すとともに、市民（利用者）、交通事業者、行政などが連携
して、誰もが安全に安心して利用できる公共交通の構築を目指します。

施策の方向2

主な取組み3
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項　　目 取　組　み　の　概　要

項　　目 単位 令和２年度末見込 令和５年度目標

地域共生社会の実現を見据えた新たな連携方法を検討します。
地域づくりセンターとの連
携強化

地域づくりセンター、公民館、福祉ひろばなど、様々な地区の機関などで構成される
「地区支援企画会議」がチームとなり、各地区の支えあい活動などの立ち上げ・実施
を支援します。

地区支援企画会議

住民の助け合い活動や高齢者の社会参加を促進するために３５地区に地区生活支援
員(第２層生活支援コーディネーター)を配置し、その活動の中から、高齢者の困りご
とを把握し、地域の様々な活動や関係機関につなぎます。

地区生活支援員（第２層生
活支援コーディネーター）
の配置など

地区生活支援員の活動を支援するため、協議体を各地区の実情に合わせて設置しま
す。

協議体の設置

複雑化・複合化した支援ニーズに対応するため、関係機関で属性を問わない包括的
な支援体制の整備に向けた検討を進めます。

地域共生社会の実現に向
けた取組み

法的根拠が求められる課題に対し、弁護士と連携して課題解決につなげます。弁護士との連携

プラチナサポーターズ松本との協働により、「プラチナ世代」の生きがいづくりや社
会参加のきっかけづくりを支援します。
セミナーや市民活動フェスタを開催し、団体の活動支援や交流の促進を図ります。

市民活動サポートセンター

協議会内に設置された委員会を中心に、地域課題の解決や地域包括支援ネットワーク
の構築を行います。

地域包括ケア協議会の開
催

地域包括支援センターが個別地域ケア会議を主体的に行い、個別課題の解決や、地
域課題を抽出して、地区単位で行う地域ケア会議などへつなげます。

地域ケア会議の開催

個別地域ケア会議の開催 回
地区

35
16

70
35地区生活支援員の配置

安心・いきいきプラン松本
第２編　高齢者がいきいきと暮らせるために 第２章　つながり合い・助け合いの仕組みづくり

　地域に暮らす高齢者の生活の質を向上させていくためには、住民の支え合い活動支援が必要となります。本市では
これまで、地域づくりを基盤とした活動が行われてきましたが、今後、増加が予測される地域課題に対応するために、
地域や行政だけでは解決することが困難な課題を、様々な人や団体、機関が知恵を出し合い、協力しながら解決方法
を探っていくことが必要です。
　こうしたことから、市内35地区に設置された地域づくりセンターと市内12か所に設置された地域包括支援セン
ターが連携し、「医療・介護」と「地域」との顔の見える関係を築き、高齢者に関する地域課題などについて検討す
る「地域ケア会議」や、支援困難ケースなどの対応を話し合い、個別の課題解決と、そこから見える地域課題の抽出、
地域資源開発、多職種連携につなぐ「個別地域ケア会議」を開催してきました。
　これらの会議で検討された課題などについて、地区で解決できることは地区内で解決することを基本に取組みを進
め、地域だけでは解決が困難なものや、市全体での検討が必要な課題は、住民の代表と、医療、介護、福祉などの専
門職で構成される「松本市地域包括ケア協議会」や、市の関係部局で組織される「地域包括ケア庁内推進会議」で検
討されてきました。
　地域包括ケア推進の手法のひとつとして開催されてきた地域ケア会議ですが、今後は、社会構造や暮らしの変化に
応じて、制度・分野ごとの「縦割り」や、「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体
が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をと
もに創っていく社会を目指す「地域共生社会」の実現に向けた地域課題の解決方法について検討する必要があります。

第１節　地域課題の解決に向けた組織体制の強化

現状と課題1

第2章　つながり合い・助け合いの仕組みづくり

〇地域ケア会議の継続開催
・高齢者の個別課題や、地域課題を検討する場として、地域包括支援センターが中心となって開催します。

〇地域包括ケア協議会の継続開催
・協議会内に設置した「生活支援体制整備委員会」「在宅医療・介護連携委員会」を中心に、地域課題の検討や
ネットワークの構築などを進めます。

〇地域課題の検討とそのフィードバックの手法
・地域共生社会の実現に向け、新たな仕組みを構築します。

〇地区支援企画会議
・地域活動の支援の充実を目的に、地域づくりセンター、公民館、福祉ひろばなど、様々な地区の機関などで構成
される「地区支援企画会議」が、各地区の地域ケア会議の実施などを支援します。

〇地域づくりセンターとの連携
・地域づくりセンターと連携して地域ケア会議などを開催し、地域課題の解決、検討に取り組みます。

〇地区生活支援員（第２層生活支援コーディネーター）の配置など
・住民の身近な場所で、住民主体の助け合いづくり・つながりづくりを進める地区生活支援員を、35地区に配置し
ます。また、それを応援する住民の組織体である「協議体」を設置します。

施策の方向2

計画期間の目標4

主な取組み3



026 027

項　　目 取　組　み　の　概　要

項　　目 単位 令和２年度末見込 令和５年度目標

地域共生社会の実現を見据えた新たな連携方法を検討します。
地域づくりセンターとの連
携強化

地域づくりセンター、公民館、福祉ひろばなど、様々な地区の機関などで構成される
「地区支援企画会議」がチームとなり、各地区の支えあい活動などの立ち上げ・実施
を支援します。

地区支援企画会議

住民の助け合い活動や高齢者の社会参加を促進するために３５地区に地区生活支援
員(第２層生活支援コーディネーター)を配置し、その活動の中から、高齢者の困りご
とを把握し、地域の様々な活動や関係機関につなぎます。

地区生活支援員（第２層生
活支援コーディネーター）
の配置など

地区生活支援員の活動を支援するため、協議体を各地区の実情に合わせて設置しま
す。

協議体の設置

複雑化・複合化した支援ニーズに対応するため、関係機関で属性を問わない包括的
な支援体制の整備に向けた検討を進めます。

地域共生社会の実現に向
けた取組み

法的根拠が求められる課題に対し、弁護士と連携して課題解決につなげます。弁護士との連携

プラチナサポーターズ松本との協働により、「プラチナ世代」の生きがいづくりや社
会参加のきっかけづくりを支援します。
セミナーや市民活動フェスタを開催し、団体の活動支援や交流の促進を図ります。

市民活動サポートセンター

協議会内に設置された委員会を中心に、地域課題の解決や地域包括支援ネットワーク
の構築を行います。

地域包括ケア協議会の開
催

地域包括支援センターが個別地域ケア会議を主体的に行い、個別課題の解決や、地
域課題を抽出して、地区単位で行う地域ケア会議などへつなげます。

地域ケア会議の開催

個別地域ケア会議の開催 回
地区

35
16

70
35地区生活支援員の配置

安心・いきいきプラン松本
第２編　高齢者がいきいきと暮らせるために 第２章　つながり合い・助け合いの仕組みづくり

　地域に暮らす高齢者の生活の質を向上させていくためには、住民の支え合い活動支援が必要となります。本市では
これまで、地域づくりを基盤とした活動が行われてきましたが、今後、増加が予測される地域課題に対応するために、
地域や行政だけでは解決することが困難な課題を、様々な人や団体、機関が知恵を出し合い、協力しながら解決方法
を探っていくことが必要です。
　こうしたことから、市内35地区に設置された地域づくりセンターと市内12か所に設置された地域包括支援セン
ターが連携し、「医療・介護」と「地域」との顔の見える関係を築き、高齢者に関する地域課題などについて検討す
る「地域ケア会議」や、支援困難ケースなどの対応を話し合い、個別の課題解決と、そこから見える地域課題の抽出、
地域資源開発、多職種連携につなぐ「個別地域ケア会議」を開催してきました。
　これらの会議で検討された課題などについて、地区で解決できることは地区内で解決することを基本に取組みを進
め、地域だけでは解決が困難なものや、市全体での検討が必要な課題は、住民の代表と、医療、介護、福祉などの専
門職で構成される「松本市地域包括ケア協議会」や、市の関係部局で組織される「地域包括ケア庁内推進会議」で検
討されてきました。
　地域包括ケア推進の手法のひとつとして開催されてきた地域ケア会議ですが、今後は、社会構造や暮らしの変化に
応じて、制度・分野ごとの「縦割り」や、「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体
が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をと
もに創っていく社会を目指す「地域共生社会」の実現に向けた地域課題の解決方法について検討する必要があります。

第１節　地域課題の解決に向けた組織体制の強化

現状と課題1

第2章　つながり合い・助け合いの仕組みづくり

〇地域ケア会議の継続開催
・高齢者の個別課題や、地域課題を検討する場として、地域包括支援センターが中心となって開催します。
〇地域包括ケア協議会の継続開催
・協議会内に設置した「生活支援体制整備委員会」「在宅医療・介護連携委員会」を中心に、地域課題の検討や
ネットワークの構築などを進めます。

〇地域課題の検討とそのフィードバックの手法
・地域共生社会の実現に向け、新たな仕組みを構築します。
〇地区支援企画会議
・地域活動の支援の充実を目的に、地域づくりセンター、公民館、福祉ひろばなど、様々な地区の機関などで構成
される「地区支援企画会議」が、各地区の地域ケア会議の実施などを支援します。

〇地域づくりセンターとの連携
・地域づくりセンターと連携して地域ケア会議などを開催し、地域課題の解決、検討に取り組みます。
〇地区生活支援員（第２層生活支援コーディネーター）の配置など
・住民の身近な場所で、住民主体の助け合いづくり・つながりづくりを進める地区生活支援員を、35地区に配置し
ます。また、それを応援する住民の組織体である「協議体」を設置します。

施策の方向2

計画期間の目標4

主な取組み3



028 029

項　　目 取　組　み　の　概　要

項　　目 取　組　み　の　概　要 項　　目 単位 令和２年度末見込 令和５年度目標

新聞販売店やスーパーマーケットなどの地域で活躍する企業が、営業活動時間内に
高齢者、障害者、子どもなどの異変に気付いた場合、市へ通報し、支援につなげる事
業です。
対象者を限定しないさりげない見守り体制を強化します。

松本市地域見守りネット
ワーク事業

自主防災組織が自主防災活動を行う場合の補助制度を定め、予算の範囲内で支援
をしています。
・町会自主防災組織による防災資機材の整備などへの補助
・町会自主防災組織または地区での除雪機の購入への補助
・地区による避難所開設・運営訓練の実施経費への補助
・避難所運営委員会による避難所開設・運営訓練の実施経費への補助

自主防災組織防災活動支
援補助金

緊急連絡先やかかりつけ医療機関などの個人情報を専用ケースで冷蔵庫に保管する
とともに市に登録し、救急時に必要な情報を救急隊員が活用できるようにします。

救急医療情報キット支給
事業

概ね65歳以上のひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯を対象に、バランスの取れ
た昼食を配達することにより、食の確保と低栄養状態の予防を図るとともに、配達
時の声掛けにより安否確認と孤立感解消を図ります。

訪問給食サービス事業

災害発生時に、地域住民の生命・身体・財産を守り、災害の被害を最小限にくい止め
るため、住民相互の合意に基づき、住民自らが自主的に結成する組織です。
自主防災組織は、各活動班に分かれており、例として要援護者班では平常時には、災
害時に支援を要する要配慮者の把握などを行い、災害時には、要配慮者の安否確認
や避難支援などを行います。

自主防災組織

65歳以上のひとり暮らし高齢者などで、急病などの緊急時に対応が困難な方に対し
て、警備会社直通の通報装置と人感センサーを設置することにより見守りを行いま
す。

緊急通報装置設置事業

各地区の「福祉ひろば」などにおいて、「松本市交通安全指導員」のほか、「長野県
交通安全教育支援センター」、「長野県自動車販売店協会」の協力を得て、腹話術や
寸劇を交えながら「心に響く高齢者向けの交通安全教育」を行い、交通事故のない
安心・安全な街づくりを目指します。

高齢者向け交通安全教室

高齢者向け交通安全教室
救急医療情報キット支給事業登録者数
訪問給食サービス事業利用食数

人
人
食

110
2,500
33,000

110
3,000
35,300

　超高齢化の進行、高度情報化の進展による環境の変化により、身近に援助をしてくれる親族がいないひとり暮らし
や高齢者のみの世帯では、住み慣れた自宅での生活の継続が難しくなります。
　このような介護保険サービスでは対応できない日常生活の課題を補完する支援が必要です。

第２節　見守り体制の推進

安心・いきいきプラン松本
第２編　高齢者がいきいきと暮らせるために 第2章　つながり合い・助け合いの仕組みづくり

現状と課題1

〇ひとり暮らし高齢者などの見守り体制の強化
・高齢者などが安心して暮らせるように地域によるさりげない見守り体制を強化し、急病などの際速やかに必要な
対応が図られる体制づくりを進めます。

・ひとり暮らし高齢者などが安心して暮らせるように安否確認を行う体制を強化し、急病などの際速やかに関係機
関に連絡し、必要な対応が図られるようにします。

・また、救急搬送時に高齢者本人や家族から、必要な情報を聞き出せない場合に備え、予め冷蔵庫内に情報を保管
し、迅速で的確な救急活動が行えるようにします。

施策の方向2

主な取組み3 計画期間の目標4



028 029

項　　目 取　組　み　の　概　要

項　　目 取　組　み　の　概　要 項　　目 単位 令和２年度末見込 令和５年度目標

新聞販売店やスーパーマーケットなどの地域で活躍する企業が、営業活動時間内に
高齢者、障害者、子どもなどの異変に気付いた場合、市へ通報し、支援につなげる事
業です。
対象者を限定しないさりげない見守り体制を強化します。

松本市地域見守りネット
ワーク事業

自主防災組織が自主防災活動を行う場合の補助制度を定め、予算の範囲内で支援
をしています。
・町会自主防災組織による防災資機材の整備などへの補助
・町会自主防災組織または地区での除雪機の購入への補助
・地区による避難所開設・運営訓練の実施経費への補助
・避難所運営委員会による避難所開設・運営訓練の実施経費への補助

自主防災組織防災活動支
援補助金

緊急連絡先やかかりつけ医療機関などの個人情報を専用ケースで冷蔵庫に保管する
とともに市に登録し、救急時に必要な情報を救急隊員が活用できるようにします。

救急医療情報キット支給
事業

概ね65歳以上のひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯を対象に、バランスの取れ
た昼食を配達することにより、食の確保と低栄養状態の予防を図るとともに、配達
時の声掛けにより安否確認と孤立感解消を図ります。

訪問給食サービス事業

災害発生時に、地域住民の生命・身体・財産を守り、災害の被害を最小限にくい止め
るため、住民相互の合意に基づき、住民自らが自主的に結成する組織です。
自主防災組織は、各活動班に分かれており、例として要援護者班では平常時には、災
害時に支援を要する要配慮者の把握などを行い、災害時には、要配慮者の安否確認
や避難支援などを行います。

自主防災組織

65歳以上のひとり暮らし高齢者などで、急病などの緊急時に対応が困難な方に対し
て、警備会社直通の通報装置と人感センサーを設置することにより見守りを行いま
す。

緊急通報装置設置事業

各地区の「福祉ひろば」などにおいて、「松本市交通安全指導員」のほか、「長野県
交通安全教育支援センター」、「長野県自動車販売店協会」の協力を得て、腹話術や
寸劇を交えながら「心に響く高齢者向けの交通安全教育」を行い、交通事故のない
安心・安全な街づくりを目指します。

高齢者向け交通安全教室

高齢者向け交通安全教室
救急医療情報キット支給事業登録者数
訪問給食サービス事業利用食数

人
人
食

110
2,500
33,000

110
3,000
35,300

　超高齢化の進行、高度情報化の進展による環境の変化により、身近に援助をしてくれる親族がいないひとり暮らし
や高齢者のみの世帯では、住み慣れた自宅での生活の継続が難しくなります。
　このような介護保険サービスでは対応できない日常生活の課題を補完する支援が必要です。

第２節　見守り体制の推進

安心・いきいきプラン松本
第２編　高齢者がいきいきと暮らせるために 第2章　つながり合い・助け合いの仕組みづくり

現状と課題1

〇ひとり暮らし高齢者などの見守り体制の強化
・高齢者などが安心して暮らせるように地域によるさりげない見守り体制を強化し、急病などの際速やかに必要な
対応が図られる体制づくりを進めます。
・ひとり暮らし高齢者などが安心して暮らせるように安否確認を行う体制を強化し、急病などの際速やかに関係機
関に連絡し、必要な対応が図られるようにします。
・また、救急搬送時に高齢者本人や家族から、必要な情報を聞き出せない場合に備え、予め冷蔵庫内に情報を保管
し、迅速で的確な救急活動が行えるようにします。

施策の方向2

主な取組み3 計画期間の目標4



030 031

項　　目 取　組　み　の　概　要

項　　目 取　組　み　の　概　要

住民のニーズや課題を捉え、住民のふれあいの場づくりや地域福祉の担い手づくり、
ボランティア支援などの取組みを行うための調整などを行います。

地区福祉ひろばコーディ
ネーターの役割

住民の助け合い活動や高齢者の社会参加を促進するために３５地区に地区生活支
援員(第２層生活支援コーディネーター)を配置し、その活動の中から、高齢者の困り
ごとを把握し、地域の様々な活動や関係機関につなげます。

地区生活支援員（第２層生
活支援コーディネーター）
の配置など

本人や家族などが早期に気づき・対応できるように普及啓発を行うとともに、認知症
ケアパスなどを活用し、相談窓口の周知を行い、状況に応じて専門相談などにつな
げます。
また、県保健福祉事務所や若年性認知症コーディネーター（県委託）、医療機関、認
知症疾患医療センターなどと連携し、若年性認知症相談窓口などの周知に努めます。

相談支援機関とのつなぎ役として、社会福祉の精神をもって接し、誰もが安心して暮
らすことのできる地域社会を目指して活動します。

民生委員・児童委員による
相談

認知症、生活支援、権利擁護などの様々な相談が増加する中、専門職がそれぞれの
専門性を生かしながら相談に対応できるように、引き続き役割に応じた相談体制を
確保します。

地域包括支援センターの
相談体制の確保

高齢者を狙った悪質商法などによる被害をなくすため、関係機関と連携し啓発活動
を行います。

消費者被害の防止

松本市生活就労支援センター「まいさぽ松本」が相談者の課題を整理し、関係機関
と連携した支援を包括的かつ継続的に実施します。

自立相談支援事業
(生活困窮相談)

認知症相談窓口の周知

　各地区の民生委員・児童委員、町会、福祉ひろば、地域包括支援センターなどで受けた相談は、それぞれの実情や
ニーズに応じて地域包括支援センターの専門職と地区が連携し、適切な機関・サービスへつながるよう支援を行って
います。
　令和元年度から中央地域包括支援センターを委託化し、市直営の基幹包括支援センターと委託の12センターの体制
を整備しています。
　今後、高齢化の進展に伴う要介護（支援）者や相談件数の増加、また、困難事例や複雑かつ多様化した相談への対
応も必要性が高まる中で、地域の連携体制や支援関係機関との連携を円滑に行うことが課題です。

第３節　相談体制の強化

安心・いきいきプラン松本
第２編　高齢者がいきいきと暮らせるために 第2章　つながり合い・助け合いの仕組みづくり

〇ネットワーク構築の推進
・介護保険サービスだけではなく、保健・医療・福祉サービスをはじめとする様々な社会資源に結びつけるため、
関係機関と情報を共有し、地域の連携支援体制を強化します。

〇相談支援体制の充実
・複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、どなたからの相談も受け止める相
談支援の体制づくりを進めます。

施策の方向2

主な取組み3

現状と課題1



030 031

項　　目 取　組　み　の　概　要

項　　目 取　組　み　の　概　要

住民のニーズや課題を捉え、住民のふれあいの場づくりや地域福祉の担い手づくり、
ボランティア支援などの取組みを行うための調整などを行います。

地区福祉ひろばコーディ
ネーターの役割

住民の助け合い活動や高齢者の社会参加を促進するために３５地区に地区生活支
援員(第２層生活支援コーディネーター)を配置し、その活動の中から、高齢者の困り
ごとを把握し、地域の様々な活動や関係機関につなげます。

地区生活支援員（第２層生
活支援コーディネーター）
の配置など

本人や家族などが早期に気づき・対応できるように普及啓発を行うとともに、認知症
ケアパスなどを活用し、相談窓口の周知を行い、状況に応じて専門相談などにつな
げます。
また、県保健福祉事務所や若年性認知症コーディネーター（県委託）、医療機関、認
知症疾患医療センターなどと連携し、若年性認知症相談窓口などの周知に努めます。

相談支援機関とのつなぎ役として、社会福祉の精神をもって接し、誰もが安心して暮
らすことのできる地域社会を目指して活動します。

民生委員・児童委員による
相談

認知症、生活支援、権利擁護などの様々な相談が増加する中、専門職がそれぞれの
専門性を生かしながら相談に対応できるように、引き続き役割に応じた相談体制を
確保します。

地域包括支援センターの
相談体制の確保

高齢者を狙った悪質商法などによる被害をなくすため、関係機関と連携し啓発活動
を行います。

消費者被害の防止

松本市生活就労支援センター「まいさぽ松本」が相談者の課題を整理し、関係機関
と連携した支援を包括的かつ継続的に実施します。

自立相談支援事業
(生活困窮相談)

認知症相談窓口の周知

　各地区の民生委員・児童委員、町会、福祉ひろば、地域包括支援センターなどで受けた相談は、それぞれの実情や
ニーズに応じて地域包括支援センターの専門職と地区が連携し、適切な機関・サービスへつながるよう支援を行って
います。
　令和元年度から中央地域包括支援センターを委託化し、市直営の基幹包括支援センターと委託の12センターの体制
を整備しています。
　今後、高齢化の進展に伴う要介護（支援）者や相談件数の増加、また、困難事例や複雑かつ多様化した相談への対
応も必要性が高まる中で、地域の連携体制や支援関係機関との連携を円滑に行うことが課題です。

第３節　相談体制の強化

安心・いきいきプラン松本
第２編　高齢者がいきいきと暮らせるために 第2章　つながり合い・助け合いの仕組みづくり

〇ネットワーク構築の推進
・介護保険サービスだけではなく、保健・医療・福祉サービスをはじめとする様々な社会資源に結びつけるため、
関係機関と情報を共有し、地域の連携支援体制を強化します。

〇相談支援体制の充実
・複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、どなたからの相談も受け止める相
談支援の体制づくりを進めます。

施策の方向2

主な取組み3

現状と課題1



032 033

項　　目 取　組　み　の　概　要

項　　目 取　組　み　の　概　要
項　　目 単位 令和２年度末見込 令和５年度目標

１カ月に利用した介護サービスの利用者負担額が一定の上限額を超えたときは、申
請により、超えた金額を「高額介護（予防）サービス費」として支給します。

高額介護（予防）サービス
費

要介護３～５の認定者のうち、重度の寝たきりで通常車両への乗車が困難な住民税
非課税世帯の方に寝台タクシー料金の一部を助成します。

移送サービス事業

介護保険施設（介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護
医療院・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護）・短期入所生活介護・短期
入所療養介護を利用する住民税非課税世帯の方を対象に、食事と居住費（滞在費）
の負担限度額を超えた費用について介護保険から支給します。

親族などによる法定後見開始の審判請求が期待できない高齢者について、市が申立
てを行い、利用者の負担軽減を図ります。

成年後見制度利用支援事
業

住民税非課税世帯で要介護４・５の高齢者を在宅介護している介護者に対し、紙お
むつなどの購入費用を助成します。

家庭介護用品支給事業

国の制度として社会福祉法人などによる介護予防を含む介護保険サービス（介護老
人福祉施設、短期入所生活介護、訪問介護、通所介護、小規模多機能型居宅介護、
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護など）を利用し
ている低所得者の方に、負担軽減を行います。
また、本市独自の軽減事業として、訪問入浴・訪問看護・通所リハビリテーションを
対象サービスとして追加し、対象事業所を社会福祉法人以外の事業所にも拡大して
行います。

社会福祉法人などによる
利用者負担軽減事業

松本市生活就労支援センター「まいさぽ松本」が相談者の課題を整理し、関係機関
と連携した支援を包括的かつ継続的に実施します。

自立相談支援事業
(生活困窮相談)

特定入所者介護（予防）
サービス費

家庭介護用品支給事業延べ利用者
成年後見制度利用支援事業利用者

人
人

255
15

259
18

　高齢者やその家族を取り巻く経済的な状況は、身近な食料品などの価格上昇に反して年金給付額は抑制されるな
ど、大変厳しい状況が続いています。
　本市では、従来から低所得者に対し、独自の利用料軽減を盛り込んだ社会福祉法人などによる利用者負担軽減事
業、家庭介護用品支給事業、高額介護（予防）サービス費など、低額負担で利用できる助成策などを実施してきまし
た。
　今後も低所得の方が、安心していつでも必要な介護サービスを利用できるような軽減策が必要です。

第4節　低所得者への支援

安心・いきいきプラン松本
第２編　高齢者がいきいきと暮らせるために 第2章　つながり合い・助け合いの仕組みづくり

〇利用者負担軽減の実施
・本市独自の利用軽減を盛り込んだ社会福祉法人などによる利用者負担軽減事業を引き続き実施するとともに、
国の制度による高額介護（予防）サービス費や特定入所者介護サービス費などでの利用者負担軽減を図ります。

施策の方向2

主な取組み3

現状と課題1

計画期間の目標4



032 033

項　　目 取　組　み　の　概　要

項　　目 取　組　み　の　概　要
項　　目 単位 令和２年度末見込 令和５年度目標

１カ月に利用した介護サービスの利用者負担額が一定の上限額を超えたときは、申
請により、超えた金額を「高額介護（予防）サービス費」として支給します。

高額介護（予防）サービス
費

要介護３～５の認定者のうち、重度の寝たきりで通常車両への乗車が困難な住民税
非課税世帯の方に寝台タクシー料金の一部を助成します。

移送サービス事業

介護保険施設（介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護
医療院・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護）・短期入所生活介護・短期
入所療養介護を利用する住民税非課税世帯の方を対象に、食事と居住費（滞在費）
の負担限度額を超えた費用について介護保険から支給します。

親族などによる法定後見開始の審判請求が期待できない高齢者について、市が申立
てを行い、利用者の負担軽減を図ります。

成年後見制度利用支援事
業

住民税非課税世帯で要介護４・５の高齢者を在宅介護している介護者に対し、紙お
むつなどの購入費用を助成します。

家庭介護用品支給事業

国の制度として社会福祉法人などによる介護予防を含む介護保険サービス（介護老
人福祉施設、短期入所生活介護、訪問介護、通所介護、小規模多機能型居宅介護、
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護など）を利用し
ている低所得者の方に、負担軽減を行います。
また、本市独自の軽減事業として、訪問入浴・訪問看護・通所リハビリテーションを
対象サービスとして追加し、対象事業所を社会福祉法人以外の事業所にも拡大して
行います。

社会福祉法人などによる
利用者負担軽減事業

松本市生活就労支援センター「まいさぽ松本」が相談者の課題を整理し、関係機関
と連携した支援を包括的かつ継続的に実施します。

自立相談支援事業
(生活困窮相談)

特定入所者介護（予防）
サービス費

家庭介護用品支給事業延べ利用者
成年後見制度利用支援事業利用者

人
人

255
15

259
18

　高齢者やその家族を取り巻く経済的な状況は、身近な食料品などの価格上昇に反して年金給付額は抑制されるな
ど、大変厳しい状況が続いています。
　本市では、従来から低所得者に対し、独自の利用料軽減を盛り込んだ社会福祉法人などによる利用者負担軽減事
業、家庭介護用品支給事業、高額介護（予防）サービス費など、低額負担で利用できる助成策などを実施してきまし
た。
　今後も低所得の方が、安心していつでも必要な介護サービスを利用できるような軽減策が必要です。

第4節　低所得者への支援

安心・いきいきプラン松本
第２編　高齢者がいきいきと暮らせるために 第2章　つながり合い・助け合いの仕組みづくり

〇利用者負担軽減の実施
・本市独自の利用軽減を盛り込んだ社会福祉法人などによる利用者負担軽減事業を引き続き実施するとともに、
国の制度による高額介護（予防）サービス費や特定入所者介護サービス費などでの利用者負担軽減を図ります。

施策の方向2

主な取組み3

現状と課題1

計画期間の目標4



034 035

項　　目 取　組　み　の　概　要

高齢者を狙った悪質商法などによる被害をなくすため、関係機関と連携し啓発活動
を行います。

消費者被害の防止

松本市生活就労支援センター「まいさぽ松本」が相談者の課題を整理し、関係機関
と連携した支援を包括的かつ継続的に実施します。

自立相談支援事業
(生活困窮相談)

社会福祉協議会において、認知症・精神障害・知的障害などで判断能力が不十分な
ため、金銭管理などに不安のある方に対し、福祉サービス利用援助・金銭管理・書
類預かりなどのサービスを提供し、地域で安心して自立した生活が送れるよう支援
します。

日常生活自立支援事業

制度を利用される方に身近な親族、福祉、医療、地域などの関係者と後見人がチー
ムとなって日常的に本人を見守り、本人の意思や状況を継続的に把握して、必要な対
応を行います。

成年後見制度のチーム支
援

市町村の責務で成年後見制度の利用を促進するため、松本市社会福祉協議会が設
置している「成年後見支援センターかけはし」に、本市及び近隣市村で中核機関機
能の一部を委託し、適切に必要な支援につなげる仕組みを構築します。

成年後見支援センターと
の連携

本市及び近隣市村で、専門職団体や関係機関が連携し、適切に必要な支援につなげ
るため、協議会を設置し、地域連携の仕組みを構築します。

成年後見制度利用促進地
域連携ネットワーク

迅速な対応のため、随時にコアメンバー会議を開催するとともに、定期的にも開催
し、新規ケースの虐待判断や緊急保護・分離の決定、継続ケースのモニタリングなど
を行います。

虐待対応の体制強化

保健医療関係団体、高齢者福祉団体、障害者福祉団体、司法人権団体、行政などか
ら選出された委員により構成し、高齢者虐待に係る情報交換や関係機関との連携を
図るとともに、虐待防止の普及啓発、事例検討などを行います。

地域包括支援センター及びケースワーカーが、権利擁護の身近な相談窓口となり、
関係職種や関係機関との連携を図ります。

相談体制の強化

地域包括支援センターに寄せられる法律の知識が必要な相談に対し、長野県弁護
士会の弁護士と連携して対応します。
状況に応じ、コアメンバー会議などへ出席を依頼し、必要な助言を受けます。

長野県弁護士会との連携

高齢者・障害者虐待防止
ネットワーク

　複雑な社会状況や、認知症高齢者、高齢者の単独世帯、老々世帯などの増加により、虐待、消費者被害への対応も
困難化しています。
　こうした中、高齢者の財産管理や日常生活などを社会全体で支え合うことが、高齢社会における喫緊の課題であ
り、地域共生社会の実現に資するものといえます。
　成年後見制度利用促進法及び国が定めた基本計画では、全国どの地域においても必要な人が成年後見制度を利用で
きるように、各地域における相談窓口を整備するとともに、権利擁護支援の必要な人を発見し、適切に必要な支援に
つなげる地域連携の仕組みとして「権利擁護支援の必要な人の発見・支援」、「早期段階からの相談・対応体制の整
備」、「意思決定支援・身上保護を重視した成年後見制度の運用に資する支援体制の構築」の３つの役割を念頭に置
いた地域連携ネットワークの構築が求められています。
　虐待対応については、予防の周知啓発や迅速な対応に加え、第三者が介入することで、早期発見、深刻化を防ぐこ
とができることから、地域での見守りなど、関係者の協力が重要です。
　権利擁護の推進において、専門職団体との連携と地域とのネットワークを充実させることが、今後の大きな課題で
す。

第5節　権利擁護・虐待防止の体制強化

安心・いきいきプラン松本
第２編　高齢者がいきいきと暮らせるために 第2章　つながり合い・助け合いの仕組みづくり

〇相談体制の強化
・地域包括支援センターを主体とした相談窓口を強化します。

〇成年後見制度利用促進
・地域福祉計画に企図される成年後見制度利用促進計画に基づき、必要な施策を行います。
・適切に必要な支援につなげる成年後見制度利用促進地域連携ネットワークを構築します。
・専門相談の活用及び成年後見支援センターと連携し、制度の利用促進を図ります。

〇高齢者虐待の防止
・高齢者・障害者虐待防止ネットワーク協議会、関係機関などと連携し、高齢者虐待防止を推進します。
・コアメンバー会議を積極的に活用し、必要に応じて弁護士などの専門職との連携を図ります。

施策の方向2

主な取組み3

現状と課題1



034 035

項　　目 取　組　み　の　概　要

高齢者を狙った悪質商法などによる被害をなくすため、関係機関と連携し啓発活動
を行います。

消費者被害の防止

松本市生活就労支援センター「まいさぽ松本」が相談者の課題を整理し、関係機関
と連携した支援を包括的かつ継続的に実施します。

自立相談支援事業
(生活困窮相談)

社会福祉協議会において、認知症・精神障害・知的障害などで判断能力が不十分な
ため、金銭管理などに不安のある方に対し、福祉サービス利用援助・金銭管理・書
類預かりなどのサービスを提供し、地域で安心して自立した生活が送れるよう支援
します。

日常生活自立支援事業

制度を利用される方に身近な親族、福祉、医療、地域などの関係者と後見人がチー
ムとなって日常的に本人を見守り、本人の意思や状況を継続的に把握して、必要な対
応を行います。

成年後見制度のチーム支
援

市町村の責務で成年後見制度の利用を促進するため、松本市社会福祉協議会が設
置している「成年後見支援センターかけはし」に、本市及び近隣市村で中核機関機
能の一部を委託し、適切に必要な支援につなげる仕組みを構築します。

成年後見支援センターと
の連携

本市及び近隣市村で、専門職団体や関係機関が連携し、適切に必要な支援につなげ
るため、協議会を設置し、地域連携の仕組みを構築します。

成年後見制度利用促進地
域連携ネットワーク

迅速な対応のため、随時にコアメンバー会議を開催するとともに、定期的にも開催
し、新規ケースの虐待判断や緊急保護・分離の決定、継続ケースのモニタリングなど
を行います。

虐待対応の体制強化

保健医療関係団体、高齢者福祉団体、障害者福祉団体、司法人権団体、行政などか
ら選出された委員により構成し、高齢者虐待に係る情報交換や関係機関との連携を
図るとともに、虐待防止の普及啓発、事例検討などを行います。

地域包括支援センター及びケースワーカーが、権利擁護の身近な相談窓口となり、
関係職種や関係機関との連携を図ります。

相談体制の強化

地域包括支援センターに寄せられる法律の知識が必要な相談に対し、長野県弁護
士会の弁護士と連携して対応します。
状況に応じ、コアメンバー会議などへ出席を依頼し、必要な助言を受けます。

長野県弁護士会との連携

高齢者・障害者虐待防止
ネットワーク

　複雑な社会状況や、認知症高齢者、高齢者の単独世帯、老々世帯などの増加により、虐待、消費者被害への対応も
困難化しています。
　こうした中、高齢者の財産管理や日常生活などを社会全体で支え合うことが、高齢社会における喫緊の課題であ
り、地域共生社会の実現に資するものといえます。
　成年後見制度利用促進法及び国が定めた基本計画では、全国どの地域においても必要な人が成年後見制度を利用で
きるように、各地域における相談窓口を整備するとともに、権利擁護支援の必要な人を発見し、適切に必要な支援に
つなげる地域連携の仕組みとして「権利擁護支援の必要な人の発見・支援」、「早期段階からの相談・対応体制の整
備」、「意思決定支援・身上保護を重視した成年後見制度の運用に資する支援体制の構築」の３つの役割を念頭に置
いた地域連携ネットワークの構築が求められています。
　虐待対応については、予防の周知啓発や迅速な対応に加え、第三者が介入することで、早期発見、深刻化を防ぐこ
とができることから、地域での見守りなど、関係者の協力が重要です。
　権利擁護の推進において、専門職団体との連携と地域とのネットワークを充実させることが、今後の大きな課題で
す。

第5節　権利擁護・虐待防止の体制強化

安心・いきいきプラン松本
第２編　高齢者がいきいきと暮らせるために 第2章　つながり合い・助け合いの仕組みづくり

〇相談体制の強化
・地域包括支援センターを主体とした相談窓口を強化します。
〇成年後見制度利用促進
・地域福祉計画に企図される成年後見制度利用促進計画に基づき、必要な施策を行います。
・適切に必要な支援につなげる成年後見制度利用促進地域連携ネットワークを構築します。
・専門相談の活用及び成年後見支援センターと連携し、制度の利用促進を図ります。
〇高齢者虐待の防止
・高齢者・障害者虐待防止ネットワーク協議会、関係機関などと連携し、高齢者虐待防止を推進します。
・コアメンバー会議を積極的に活用し、必要に応じて弁護士などの専門職との連携を図ります。

施策の方向2

主な取組み3

現状と課題1



036 037

項　　目 取　組　み　の　概　要

項　　目 単位 令和２年度末見込 令和５年度目標

成年後見制度利用の増加に対応するため、市民後見人の担い手養成及び活動支援
を行います。

市民後見人の担い手養成・
活動支援

親族などによる法定後見開始の審判請求が期待できない高齢者について、市が申立
てを行い、利用者の負担軽減を図ります。

成年後見制度利用支援事
業

年６回、公益社団法人成年後見センターリーガルサポートながの支部所属の司法書
士による専門相談を実施します。

成年後見制度専門相談

身寄りがない高齢者について、成年後見制度、福祉サービスの利用、財産管理、医
療行為、死後事務などに関する相談支援を実施します。

身寄りがない高齢者への
支援

市民後見人の養成
市民後見人フォローアップ研修
成年後見制度利用支援事業利用者数
成年後見制度の周知（講演会などの開催）
成年後見制度内部検討会の開催

人
回
人
回
回

26
３
15
０
０

40
3
18
1
12

安心・いきいきプラン松本
第２編　高齢者がいきいきと暮らせるために 第３章　生きがいづくりの推進

計画期間の目標4

　高齢者がいつまでも健康で住み慣れた地域で暮らすためには、介護予防・健康づくりとともに、高齢者が培ってき
た豊かな経験と知識、技能などを地域社会で発揮しながら、生きがいにつながる仕事や役割を持って暮らすことので
きる環境づくりが大切です。
　現在、福祉ひろば、公民館、老人福祉センターなどで高齢者の学習意欲に応え、様々な学習の場、スポーツにふれ
あう場、地域交流の場が提供されています。
　また、人生百年時代と言われるように、就労意欲の高い高齢者に就業の場を提供し、生涯現役で社会に貢献できる
環境を整えることは、地域の活性化にも寄与します。
　今後も、高齢者のライフスタイルに合わせた活動の場を提供し、仲間づくりやボランティア活動などを通して、生
きがいを持って生活できる地域づくりを推進することや、就労相談などを充実させることが必要です。

第１節　社会参加や生きがいづくりの推進

現状と課題1

〇学習意欲に応えた学習機会などの提供
・高齢者の生涯学習や社会参加に対する様々なニーズに対応し、スポーツ･文化活動など多様な活動の場や交流機会
の提供に努めます。

〇高齢者が自分らしく活躍できるための情報提供や相談体制の充実
・高齢者がこれまでに培った知識・経験を生かし、仕事や地域を支える担い手として活躍できる環境整備を進めま
す。また、社会参加をすることにより、介護予防・健康づくりにつながる仕組みづくりを推進します。

〇高齢者が活躍できる場の提供
・地域の中に、趣味を通じた人との交流の場、仕事やボランティアを通じて誰かの役に立てる場など、高齢者が生
き生きと自分らしく活躍できる場を提供します。

施策の方向2

第３章　生きがいづくりの推進



036 037

項　　目 取　組　み　の　概　要

項　　目 単位 令和２年度末見込 令和５年度目標

成年後見制度利用の増加に対応するため、市民後見人の担い手養成及び活動支援
を行います。

市民後見人の担い手養成・
活動支援

親族などによる法定後見開始の審判請求が期待できない高齢者について、市が申立
てを行い、利用者の負担軽減を図ります。

成年後見制度利用支援事
業

年６回、公益社団法人成年後見センターリーガルサポートながの支部所属の司法書
士による専門相談を実施します。

成年後見制度専門相談

身寄りがない高齢者について、成年後見制度、福祉サービスの利用、財産管理、医
療行為、死後事務などに関する相談支援を実施します。

身寄りがない高齢者への
支援

市民後見人の養成
市民後見人フォローアップ研修
成年後見制度利用支援事業利用者数
成年後見制度の周知（講演会などの開催）
成年後見制度内部検討会の開催

人
回
人
回
回

26
３
15
０
０

40
3
18
1
12

安心・いきいきプラン松本
第２編　高齢者がいきいきと暮らせるために 第３章　生きがいづくりの推進

計画期間の目標4

　高齢者がいつまでも健康で住み慣れた地域で暮らすためには、介護予防・健康づくりとともに、高齢者が培ってき
た豊かな経験と知識、技能などを地域社会で発揮しながら、生きがいにつながる仕事や役割を持って暮らすことので
きる環境づくりが大切です。
　現在、福祉ひろば、公民館、老人福祉センターなどで高齢者の学習意欲に応え、様々な学習の場、スポーツにふれ
あう場、地域交流の場が提供されています。
　また、人生百年時代と言われるように、就労意欲の高い高齢者に就業の場を提供し、生涯現役で社会に貢献できる
環境を整えることは、地域の活性化にも寄与します。
　今後も、高齢者のライフスタイルに合わせた活動の場を提供し、仲間づくりやボランティア活動などを通して、生
きがいを持って生活できる地域づくりを推進することや、就労相談などを充実させることが必要です。

第１節　社会参加や生きがいづくりの推進

現状と課題1

〇学習意欲に応えた学習機会などの提供
・高齢者の生涯学習や社会参加に対する様々なニーズに対応し、スポーツ･文化活動など多様な活動の場や交流機会
の提供に努めます。

〇高齢者が自分らしく活躍できるための情報提供や相談体制の充実
・高齢者がこれまでに培った知識・経験を生かし、仕事や地域を支える担い手として活躍できる環境整備を進めま
す。また、社会参加をすることにより、介護予防・健康づくりにつながる仕組みづくりを推進します。

〇高齢者が活躍できる場の提供
・地域の中に、趣味を通じた人との交流の場、仕事やボランティアを通じて誰かの役に立てる場など、高齢者が生
き生きと自分らしく活躍できる場を提供します。

施策の方向2

第３章　生きがいづくりの推進



038 039

項　　目 取　組　み　の　概　要

項　　目 単位 令和２年度末見込 令和５年度目標

シニア世代（おおむね55歳以上）の就労促進を目的とした「松本市生涯現役促進協
議会」を設置し、年齢に関わりなく働く意欲のあるシニア世代が、生き生きと働くこ
とができる生涯現役社会の実現に向け、長野労働局・ハローワークと連携し、関係
団体と協力のもと、各種事業を展開していきます。
各種ニーズ調査、相談窓口設置、事業所訪問、高年齢者の就労啓発セミナー、事業
主啓発セミナー開催などの活動を行います。

生涯現役促進事業

地域の高齢者に対して、各種相談に応じるとともに、高齢者の健康増進及び生きが
いづくりの活動の場として、事業の充実を図ります。

老人福祉センター
（プラチナセンター）

70歳以上の方を対象に、市内の路線バス（観光路線を除く）と上高地線の電車を1
乗車100円とすることで、高齢者が気軽に外出しやすい環境をつくります。

福祉100円バス助成事業

高齢者の地域における交流を図り、充実した生活を送るために、高齢者のニーズに
合った活動支援を行います。

高齢者クラブへの支援

高齢者が仲間づくりの輪を広げながら、新しい知識や技術を学び、積極的に生きが
いを持って充実した生活を創造するための場を提供します。

プラチナ大学

ゴミ出し・買い物支援など身近なサービスを支援したり、通いの場の担い手などの
ボランティア活動を行う人材を育成します。

人材育成講座

住民主体の助け合い活動や高齢者の社会参加を促進するために、地区生活支援員
（第2層生活支援コーディネーター）とその活動を応援する協議体を設置します。

地区生活支援員（第2層生
活支援コーディネーター）
と協議体の設置

福祉100円バス助成事業延利用人数
シルバー人材センター協力会員数
高齢者クラブ加入者数
老人福祉センターの延利用者数

人
人
人
人

500,000
1,620
5,600
10,000

640,000
1,640
5,600
15,000

3.1%
2.4%
3.7%
62.0%

雪かき
急病など緊急時の手助け
災害時の手助け
外出時の手助け
ゴミ出し

43.0%
40.1%
39.4%
33.3%
33.1%

週1から4回
月1から3回
年数回
参加していない

見守りが必要な高齢者を支援する活動の頻度 地域の人にしてほしい支援（複数回答）

安心・いきいきプラン松本
第２編　高齢者がいきいきと暮らせるために 第３章　生きがいづくりの推進

計画期間の目標4

　ひとり暮らし高齢者や高齢者夫婦のみの世帯の増加により、今後ますます生活支援サービスの充実が必要になって
きます。
　生活支援を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で暮らしていくためには、介護保険サービスのみならず、ボラン
ティア、NPO、民間企業などが多様なニーズに対応した生活支援サービスを提供することが必要です。介護保険事業
としての介護予防や日常生活支援や専門職同士の連携による在宅医療・在宅介護の体制づくりも重要ですが、今後の
人口減少社会では、労働力人口全体の減少により、専門職の確保自体が困難になります。そこで、これまでも「地域
福祉」として進めてきた、「お互いさまのまちづくり」、つまり生活支援の仕組みづくりを進める必要があります。
　また、元気高齢者が生活支援の担い手として活躍することも期待されており、高齢者が社会的役割を持つことで、
生きがいや介護予防にもつながります。

「高齢者等実態調査」結果より

第2節　住民主体の助け合いづくりの推進

〇地区生活支援員（第２層生活支援コーディネーター）の配置など
・住民の身近な場所で、住民主体の助け合いづくり・つながりづくりを進める地区生活支援員を、35地区に配置し
ます。また、それを応援する住民の組織体である「協議体」を設置します。

〇高齢者の社会参加の促進
・高齢者のライフスタイルに合わせた就労、ボランティア、地域活動などの活動を進めるために、高齢者の活躍の
場の創出や就労相談などの充実を図ります。
　また、要支援・要介護状態になっても、地域で役割を持ち続けられる活動が、生活支援や介護予防につながって
いくことから、支える側・支えられる側の関係を超えた支え合いの仕組みづくりを支援していきます。

〇地域ケア会議、地域包括ケア協議会の活用
・地域ケア会議、地域包括ケア協議会などと連携して、生活支援のニーズを把握し、35地区において生活支援体制
の整備を進めます。

現状と課題1

施策の方向2

主な取組み3



038 039

項　　目 取　組　み　の　概　要

項　　目 単位 令和２年度末見込 令和５年度目標

シニア世代（おおむね55歳以上）の就労促進を目的とした「松本市生涯現役促進協
議会」を設置し、年齢に関わりなく働く意欲のあるシニア世代が、生き生きと働くこ
とができる生涯現役社会の実現に向け、長野労働局・ハローワークと連携し、関係
団体と協力のもと、各種事業を展開していきます。
各種ニーズ調査、相談窓口設置、事業所訪問、高年齢者の就労啓発セミナー、事業
主啓発セミナー開催などの活動を行います。

生涯現役促進事業

地域の高齢者に対して、各種相談に応じるとともに、高齢者の健康増進及び生きが
いづくりの活動の場として、事業の充実を図ります。

老人福祉センター
（プラチナセンター）

70歳以上の方を対象に、市内の路線バス（観光路線を除く）と上高地線の電車を1
乗車100円とすることで、高齢者が気軽に外出しやすい環境をつくります。

福祉100円バス助成事業

高齢者の地域における交流を図り、充実した生活を送るために、高齢者のニーズに
合った活動支援を行います。

高齢者クラブへの支援

高齢者が仲間づくりの輪を広げながら、新しい知識や技術を学び、積極的に生きが
いを持って充実した生活を創造するための場を提供します。

プラチナ大学

ゴミ出し・買い物支援など身近なサービスを支援したり、通いの場の担い手などの
ボランティア活動を行う人材を育成します。

人材育成講座

住民主体の助け合い活動や高齢者の社会参加を促進するために、地区生活支援員
（第2層生活支援コーディネーター）とその活動を応援する協議体を設置します。

地区生活支援員（第2層生
活支援コーディネーター）
と協議体の設置

福祉100円バス助成事業延利用人数
シルバー人材センター協力会員数
高齢者クラブ加入者数
老人福祉センターの延利用者数

人
人
人
人

500,000
1,620
5,600
10,000

640,000
1,640
5,600
15,000

3.1%
2.4%
3.7%
62.0%

雪かき
急病など緊急時の手助け
災害時の手助け
外出時の手助け
ゴミ出し

43.0%
40.1%
39.4%
33.3%
33.1%

週1から4回
月1から3回
年数回
参加していない

見守りが必要な高齢者を支援する活動の頻度 地域の人にしてほしい支援（複数回答）

安心・いきいきプラン松本
第２編　高齢者がいきいきと暮らせるために 第３章　生きがいづくりの推進

計画期間の目標4

　ひとり暮らし高齢者や高齢者夫婦のみの世帯の増加により、今後ますます生活支援サービスの充実が必要になって
きます。
　生活支援を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で暮らしていくためには、介護保険サービスのみならず、ボラン
ティア、NPO、民間企業などが多様なニーズに対応した生活支援サービスを提供することが必要です。介護保険事業
としての介護予防や日常生活支援や専門職同士の連携による在宅医療・在宅介護の体制づくりも重要ですが、今後の
人口減少社会では、労働力人口全体の減少により、専門職の確保自体が困難になります。そこで、これまでも「地域
福祉」として進めてきた、「お互いさまのまちづくり」、つまり生活支援の仕組みづくりを進める必要があります。
　また、元気高齢者が生活支援の担い手として活躍することも期待されており、高齢者が社会的役割を持つことで、
生きがいや介護予防にもつながります。

「高齢者等実態調査」結果より

第2節　住民主体の助け合いづくりの推進

〇地区生活支援員（第２層生活支援コーディネーター）の配置など
・住民の身近な場所で、住民主体の助け合いづくり・つながりづくりを進める地区生活支援員を、35地区に配置し
ます。また、それを応援する住民の組織体である「協議体」を設置します。

〇高齢者の社会参加の促進
・高齢者のライフスタイルに合わせた就労、ボランティア、地域活動などの活動を進めるために、高齢者の活躍の
場の創出や就労相談などの充実を図ります。

　また、要支援・要介護状態になっても、地域で役割を持ち続けられる活動が、生活支援や介護予防につながって
いくことから、支える側・支えられる側の関係を超えた支え合いの仕組みづくりを支援していきます。

〇地域ケア会議、地域包括ケア協議会の活用
・地域ケア会議、地域包括ケア協議会などと連携して、生活支援のニーズを把握し、35地区において生活支援体制
の整備を進めます。

現状と課題1

施策の方向2

主な取組み3



040 041

項　　目 取　組　み　の　概　要

項　　目 単位 令和２年度末見込 令和５年度目標

地域における社会福祉の増進を図るため、地域福祉活動を行う団体に対して交付金
などを交付します。

地域福祉活動推進交付金

地区生活支援員を中心に、ゴミ出し・買い物支援などの身近なサービスを支援した
り、通いの場の担い手などのボランティア活動を行う人材を育成します。

人材育成講座

住民の助け合い活動や高齢者の社会参加を促進するために３５地区に地区生活支
援員（第２層生活支援コーディネーター）を配置し、その活動の中から、高齢者の困
りごとを把握し、地域の様々な活動や関係機関につなげます。

地区生活支援員（第２層生
活支援コーディネーター）
の配置など

地区生活支援員の活動を支えるため、協議体を各地区の実情に合わせて設置します。協議体の設置

住民のニーズや課題を捉え、住民のふれあいの場づくりや地域福祉の担い手づくり、
ボランティア支援などの取組みを行うための調整などを行います。

地区福祉ひろばコーディ
ネーターの役割

収入のある仕事に就いている高齢者（週１回以上）
ボランティア活動への参加頻度（月１回以上）

％
％

24
8.3

30
10

安心・いきいきプラン松本
第２編　高齢者がいきいきと暮らせるために

計画期間の目標4

主な取組み3 第３編
高齢者が安心して
暮らせるために

第１章  介護予防・健康づくりの推進
■ 第１節　自ら楽しむ介護予防や健康づくりに参加する体制の推進………………P042
■ 第２節　介護予防・生活支援サービスと地域資源を活用した自立支援の強化…P044
■ 第３節　地域包括支援センターの機能強化…………………………………………P047

心身や暮らしの状況に配慮したサービスや医療の提供を進めます。

健康で生きがいを持ち、
自立した生活を送るための活動と支援を進めます。

第２章  認知症施策の総合的な推進
■ 第１節　認知症の共生と予防の推進…………………………………………………P048

第３章  切れ目のない在宅医療と介護の連携推進
■ 第１節　在宅医療・介護の連携推進…………………………………………………P052


