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基本施策 切れ目ない健康づくりの推進

健康福祉部　健康づくり課１　地域における健康づくりの推進
⑴　目標
　第２期松本市健康づくり計画に基づき、松本市健康づくり推進連合会と連携し、「市民の健康は、健康
づくり推進員の手で」「会員の親睦をはかり、すすんで学習し、地域にひろめよう」をスローガンに健康
づくりを推進します。また、食生活改善推進協議会と連携して、食生活を通じた健康づくりを推進します。

⑵　令和３年度の取組みと成果
ア　松本市健康づくり推進員は、各町会から推薦された 825 名が全 35 地区において、健診やがん検診
等の受診啓発活動を行いました。連合会事業では地区三役研修会・エリア別研修会、各地区では、
地区事業への協力や研修会等へ参加し、研修会の内容を家族や地域へ伝えました。
イ　食生活改善推進員養成教室を年１会場６回コースで実施し、新たに 18 人が食生活改善推進員とし
て加入（会員数 298 人）し、市内 35 地区で栄養指導教室を開催するとともに、地区福祉ひろばや地
区公民館等で様々な年代を対象とし食生活改善のための取組みを行いました。

⑶　現状の分析と今後の課題
ア　健康づくり推進員の設置から約 40 年が経過する中、健康に対する市民のニーズが多様化し、活動
内容や役割も変化してきています。役員選出等の町会の負担軽減も求められており、地区の実情に
応じた健康づくり推進員の見直しを行います。
イ　県内各地域で減少傾向にある中、本市では毎年新たな食生活改善推進員が加入し、市や関係機関
と連携し食生活を通じた健康づくりに寄与しています。引き続き積極的に養成を行うとともに、地
域住民が自ら学び、活動する場として支援します。

⑷　現在までの経過と統計資料
ア　経過
昭和 50 年度 松本市保健補導員のモデルとして、４地区に設置
 58 年度 市内 29 地区に松本市保健補導員を設置し、松本市保健補導員連合会が発足
 63 年度　  松本市健康フェスティバルでのチャリティーバザーを開始し、収益を福祉関係団体

に寄付
平成  5 年度 連合会主催の研修会を開催
 14 年度　  「松本市保健補導員」から「松本市健康づくり推進員」へ名称変更し、年齢制限、女

性限定の任命要件を撤廃

イ　統計資料
昭和 44 年度 食生活改善推進員の活動開始
 57 年度 食生活改善推進協議会組織化
平成  9 年度 松本市による食生活改善推進員養成教室を開始
 18 年度 松本市食生活改善推進協議会が厚生労働大臣表彰を受賞
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基本施策 切れ目ない健康づくりの推進

健康福祉部　健康づくり課２　がん検診等各種検診の推進
⑴　目標
　がんの早期発見・早期治療を図るため、がん検診等各種検診の受診率の向上に取り組むものです。

⑵　令和３年度の取組みと成果
ア　松本市国民健康保険特定健診や後期高齢者健診等の基本健診、がん検診受診券、各がん検診無料
クーポンを１通に同封してお送りする個人通知により受診勧奨を行いました。
イ　テレビ松本、ＦＭまつもと、広報まつもと等の各メディアに複数回出演、情報掲載を行い、周知・
啓発を行いました。

⑶　現状の分析と今後の課題
ア　新型コロナウイルス感染症拡大に伴うがん検診の受診控えにより、令和２年度以降受診率が低下
しているため、引き続き早期発見・早期治療の重要性等の啓発が必要です。
イ　若い世代で受診率が低い傾向があるため、これらの世代のアクセシビリティの向上が必要です。
ウ　要精密検査となった方の精密検査受診率が低い大腸がん検診等で、精密検査受診を促す取り組み
が必要です。

⑷　現在までの経過と統計資料
ア　経過
平成 16 年度 前立腺がん検診開始
 18 年度 肺がんＣＴ検診を開始
 21 年度 子宮頸がん検診、乳がんマンモグラフィ検診の節目年齢対象者への個別勧奨を開始
 23 年度 肺がんＣＴ検診の節目年齢対象者への個別勧奨を開始
 24 年度　  個別通知による受診勧奨を開始、大腸がん検診の節目年齢対象者への個別勧奨を開始
 26 年度　  子宮頸がん検診にＨＰＶ（ヒトパピローマウイルス）検査を追加、胃がんリスク検

診を開始
　 29 年度 子宮頸がん・乳がん検診の自己負担額の引き下げ
　 30 年度 乳がん超音波検診無料クーポンの開始

イ　統計資料

区分
令和２年度 令和３年度

対象者（人）実施者（人）受診率（％）対象者（人）実施者（人）受診率（％）
肺がんＣＴ検診 79,966 3,632 4.54 80,689 2,535 3.14
胃がん検診 87,527 2,682 3.06 88,088 2,692 3.06
大腸がん検診 87,527 16,153 18.45 88,088 16,242 18.44
子宮がん検診 49,841 9,419 18.90 50,238 9,493 18.90
乳がん検診 46,796 9,923 21.20 47,083 10,102 21.46
前立腺がん検診 31,593 5,930 18.77 32,068 5,909 18.43
肝炎ウイルス検診 2,202 937
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基本施策 切れ目ない健康づくりの推進

健康福祉部　保険課３　後期高齢者医療の推進
⑴　目標
　高齢者が安心して医療を受けることができる環境づくりと、健やかに生活できるよう健康保持増進を図
るため、健康診査の充実を目指しています。

⑵　令和３年度の取組みと成果
ア　平成 20 年の制度開始以降、75 歳以上の者及び 65 歳以上 75 歳未満の障害認定者を対象とする高
齢者医療は、長野県後期高齢者医療広域連合が運営主体となりました。市は、保険料の徴収、各種
相談及び申請や届け出の受付、保健事業などの業務を行っています。
イ　保健事業の主な事業は、健康づくり課が所管する健康診査です。令和３年度の健康診査対象者
33,722 人（要介護３～５は希望者のみ）に対して受診者は 15,123 人で、受診率は 44.8％でした。そ
のうち、簡易脳ドックを除く人間ドック受診者は 794 人でした。
ウ　令和 3年度から高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施を、国保、後期、介護保険で連携して
取り組んでいます。

⑶　現状の分析と今後の課題
ア　健康診査は、受診料を無料にすることで負担を軽減し、受診率向上を図っています。
　（法定必須 16 項目に市独自の 10 項目を追加して実施しています。）
イ　平成 25 年度から人間ドック・脳ドックに対する助成を行い、選択肢を広げています。
ウ　増加する高齢者に健康の大切さを意識してもらい、健康診査の受診率を向上させ、被保険者の健
康維持と医療費の適正化を進めることが課題です。
エ　高齢者の重症化予防事業やフレイル予防事業は、高齢者のQOL（生活の質）を高め、医療費や介
護保険給付費の将来負担を軽減できる機会ですので、多くの市民に関心を持ってもらえるように取
り組みます。
オ　令和４年 10 月から医療費の窓口負担に２割に導入されますので、長野県後期高齢者医療広域連合
と連携して周知を徹底します。

⑷　現在までの経過と統計資料
ア　経過
平成 20 年度 健康診査の開始　健康診査市独自検査項目３項目追加
 21 年度 健康診査市独自検査項目追加　23 年度までに７項目を追加
令和  3 年度 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業開始

イ　統計資料
後期高齢者健康診査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（健康づくり課所管）

年　度 対象者（人） 受診者（人） 受診率（％） 伸び率（％）

H29 34,501 16,629 48.2 　0.6

H30 35,108 16,462 46.9 　△ 1.3

R01 36,369 16,325 44.9 　△ 2.0

R02 33,422 15,788 47.2 　　 2.3

R03 33,722 15,123 44.8 　△ 2.4
※　令和２年度から高齢者健康診査の対象から要介護３～５の被保険者を希望制に変更しました。
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基本施策 切れ目ない健康づくりの推進

健康福祉部　健康づくり課４　フレイル予防の推進
⑴　目標
　フレイル予防対策として、身近な地域で自ら進んで健康づくりに取り組むことができるよう、高齢者の
通いの場の創出と、健康づくりを支援する人材を育成するものです。

⑵　令和３年度の取組みと成果
ア　住民自らが体力づくりに取組み、また地域住民が継続して体力づくりが行えるような仕組みづく
りとして、運動継続を支援する「体力づくりサポーター」を育成し、地域内で行う「フレイル健診」
を 77 回実施しました。
イ　身近な地域で住民同士が主体的に運動を継続できる仕組みづくりとして、週１回集い運動を行う
運動サークルの立ち上げ支援を行い、70 サークルが活動しています。

⑶　現状の分析と今後の課題
ア　フレイル健診等で把握したフレイル該当者に対し、個別支援を行い、必要な場合は医療につなげ
るなど、医療と連携したフレイル対策を行います。
イ　より多くの高齢者が、身近な場所で介護予防に取り組めるよう、住民主体の通いの場の立ち上げ
支援を推進します。

⑷　現在までの経過と統計資料
ア　経過
平成 25 年度 地域の中で運動を支援するボランティア「体力づくりサポーター」育成開始
令和 元 年度 自主運動サークル支援事業を開始
令和  3 年度　  「体力づくりサポーター育成事業」と「自主運動サークル支援事業」を地域介護予防

活動支援事業へ移行
  高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業開始。「フレイル健診と健康教室開始」

イ　統計資料

体力づくりサポーター 自主運動サークル立上げ フレイル予防

全登録者数 サークル数 健診数 講座数

平成 30 年度 453

令和元年度 440 28

令和２年度 455 51

令和３年度 395 70 77 70

2－1



－ 51 －

基本施策 切れ目ない健康づくりの推進

健康福祉部　健康づくり課５　生活習慣の改善
⑴　目標
　市民一人ひとりが自分の健康に関心を持ち、より良い生活習慣に心掛け、病気の発症を予防するため、
第２期松本市健康づくり計画「スマイルライフ松本 21」を推進します。

⑵　令和３年度の取組みと成果
ア　第３期松本市食育推進計画に基づき、「１日２食は３皿運動」を推進するため、「おいしく食べよ
う具だくさんみそ汁運動」及び「よくかむ 30 かみかみ運動～飲み込む前にあと５回～」を取組みの
柱として、より個人の実践につながるよう各部局と連携しながら事業を展開しました。
イ　生活習慣病予防について、各地区で啓発活動に取組みました。（145 回　参加者 3,929 人）
ウ　過去の特定健診受診結果データを人工知能により分析し、対象者の特徴別に分類した受診勧奨通
知を作成・送付し、受診率向上に取組みました。

⑶　現状の分析と今後の課題
ア　市民一人ひとりが、自主的に豊かな食生活を育めるよう、取組みの柱となる運動を更に周知し、
より実践につながる支援を実施します。
イ　生活習慣病予防について、引き続き地区事業やイベント等で啓発活動に取組みます。
ウ　「第３期松本市食育推進計画」「第２期松本市自殺予防対策推進計画」の２つの計画と統合した健
康増進の総合計画として「松本市健康増進総合計画」を策定します。

⑷　現在までの経過と統計資料
ア　経過
平成 13 年度 第１期松本市健康づくり計画「スマイルライフ松本 21」を策定
 19 年度 第１期松本市食育推進計画「すこやか食プランまつもと」（20 年度～ 24 年度）策定
  松本市国保特定健診・保健指導の開始、各種健康講座を実施
 22 年度 「働く世代の生活習慣病予防事業」の開始
  第２期松本市健康づくり計画「スマイルライフ松本 21」（23 年度～ 32 年度）を策定
 24 年度 第２期松本市食育推進計画「すこやか食プランまつもと」（25 年度～ 29 年度）策定
 29 年度 第３期松本市食育推進計画「すこやか食プランまつもと」（30 年度～ 34 年度）策定

イ　統計資料
　働く世代の生活習慣病予防事業

区分 令和２年度 令和３年度

回数 56 16

受講者数（人） 1,441 294
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基本施策 切れ目ない健康づくりの推進

健康福祉部　健康づくり課
　　　　　保健予防課６　受動喫煙の防止

⑴　目標
　健康増進法に基づき、受動喫煙による健康被害や喫煙による健康への影響について、市民ひとり一人が
理解できるように啓発事業を推進し、健康増進を図ります。

⑵　令和３年度の取組みと成果
ア　令和元年７月に「松本市受動喫煙防止に関する条例」を施行し、併せて市のほとんどの公共施設
を受動喫煙防止区域に指定しました。
イ　松本駅お城口広場及び周辺市街地を令和元年に受動喫煙防止区域に指定し、区域内に指定喫煙所
を設置しました。
ウ　禁煙支援ガイド、ポスターを作成し医師会・健診機関・歯科医師会・薬剤師会へ市の施策を説明し、
配布しました。
エ　市内の小中学校を対象に「受動喫煙防止川柳」を募集しました。（第一生命保険株式会社松本支店
と連携）親子でタバコの害について考える機会とし、受賞作品を受動喫煙防止の啓発として周知し
ました。
オ　特定施設（第一種施設、第二種施設、喫煙目的室施設）における受動喫煙に関する相談、指導及
び飲食店への周知啓発をしました。

⑶　現状の分析と今後の課題
ア　市民や企業に対し、健康増進法の改正及び松本市受動喫煙防止に関する条例について周知徹底し、
円滑な法律施行を目指します。
イ　医師会・歯科医師会・薬剤師会、企業と連携を図り、禁煙相談の充実を図ります。
ウ　子どもたちを受動喫煙の健康被害から守るため、幼児期からの喫煙防止教育の実施や子育て世代、
働く世代への啓発、加熱式タバコについての正しい理解の普及を行います。

⑷　現在までの経過と統計資料
ア　経過
平成 25 年  3 月 庁議で「タバコと向き合う松本スタイル～あたり前の禁煙へ～」を策定
  12 月 松本駅前お城口広場を「さわやか空気思いやりエリア」（禁煙エリア）に設定
 30 年  7 月 健康増進法の一部を改正する法律の公布。受動喫煙防止対策の強化
   8 月 たばこ対策庁内検討会議の発足。本市の対策の見直しを行うことを確認
  10 月 たばこ対策推進協議会の発足。条例制定に向けて協議
 31 年  3 月 松本市受動喫煙防止に関する条例の制定
令和 元 年  7 月 松本市受動喫煙防止に関する条例施行市公共施設での原則敷地内禁煙開始
  10 月 松本駅お城口広場周辺を「受動喫煙防止区域」に指定
   指定喫煙所・禁煙啓発所運用開始
 3 年  4 月 中核市移行に伴い特定施設等へ指導及び助言等の事務が長野県から移譲
   また、たばこ対策推進協議会について、健康づくり推進協議会へ移行

イ　統計資料

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

喫煙率（ 国保特定健診受診者の内、
習慣的に喫煙する者） 12.0％ 11.8% 11.1% 11.6%
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基本施策 切れ目ない健康づくりの推進

健康福祉部　健康づくり課７　自殺予防対策の強化
⑴　目標
　第２期松本市自殺予防対策推進計画に基づき、自殺者数の減少を図るため総合的な予防対策に取り組み
ます。

⑵　令和３年度の取組みと成果
ア　平成 29 年に策定した第２期松本市自殺予防対策推進計画に基づき、松本市自殺予防対策推進協議
会を中心に対策を推進しました。
イ　平成 22 年度に開始した自殺予防専用相談「いのちのきずな松本」で様々な相談に対応しました。
ウ　自殺率の高い子どもや若者・働き盛り世代に、相談窓口の啓発及び相談を促すため、ICTを活用
し、相談支援先の情報を積極的に届けるため、検索連動型広告を重点実施期間（７月・８月・１月）
に導入しました。
エ　若い世代への教育・啓発の一環として、小中学校への自殺予防出前講座を実施しました。

⑶　現状の分析と今後の課題
ア　各分野、各団体等による自殺予防対策推進協議会及び庁内連絡会議を中心に、自殺予防対策を推
進するとともに、自殺予防専用相談「いのちのきずな松本」において、庁内サポートチームと連携
しながら、様々な相談に対応します。
イ　長引くコロナ禍において、未成年・若年者・働き盛り世代への相談窓口の強化のため、検索連動
型広告を通年で実施します。
ウ　若年者や働き盛り世代の自殺死亡率が高い傾向にあることより若い世代からの教育・啓発を重点
的に行います。

⑷　現在までの経過と統計資料
ア　経過
平成 21 年度 松本市自殺予防対策推進協議会の発足
 22 年度 松本市自殺予防専用相談「いのちのきずな松本」の開設
 23 年度 松本市自殺予防対策推進計画策定、地域支援者のための研修会を実施
 29 年度 第２期松本市自殺予防対策推進計画策定

イ　「いのちのきずな松本」の実施状況（令和３年度）

相談日数 242 日

相談件数 1,462 件（実人数 83 人）

相談者 83 人の年齢別内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位（人）
10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 不明 合計

3 15 13 20 21 7 2 2 83

ウ　検索連動型広告実績（７月・８月・１月）

広告表示数（広告が表示された回数。検索した際、必ず表示されるとは限らない） 26,764

広告クリック数（広告が表示された際、広告をクリックし、相談窓口を確認した回数） 2,309

広告クリック率（広告クリック数 /広告表示数かける 100） 8.63％

2－1
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基本施策 保健衛生・生活衛生の充実

健康福祉部　保健予防課１　感染症予防対策の推進
⑴　目標
　感染症に対する正しい知識の普及・啓発を行い、感染症の予防・感染拡大防止に向け、的確な対応が行
える体制づくりを推進します。

⑵　令和３年度の取組みと成果
ア　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、発生動向調査や積極的疫学
調査により感染症の発生状況の正確な把握と分析を行うとともに、関係機関への迅速な情報提供を
行い、感染症の予防を図りました。
イ　特に、新型コロナウイルス感染症の対応については、24 時間対応の受診相談センターの設置や濃
厚接触者へのＰＣＲ検査の実施、患者の入院や療養の調整を行い、対応方法や体制を変化させながら、
迅速な対応に努めました。
ウ　また、エイズ・性感染症予防対策については、電話や面接による相談、ＨＩＶ迅速検査及び性感
染症検査（梅毒・クラミジア）を行うとともに、検査普及週間や世界エイズデーに合わせ、市公式
ＳＮＳでの情報発信やレッドリボンツリーの設置を行い、感染症に対する正しい知識の普及啓発に
努めました。
エ　結核対策については、結核に関する正しい知識の普及啓発、積極的疫学調査及び接触者検診の実
施を図り、結核患者の早期発見と適正な管理をすることで感染拡大予防に努めました。

⑶　現状の分析と今後の課題
ア　新型コロナウイルス感染症業務は、膨大かつ多岐にわたるため、全庁での職員応援により対応し
ています。
イ　新型コロナウイルス感染症の終息が見えない中で、感染者に対応できる持続可能な体制構築が必
要となっています。
ウ　新型コロナウイルス感染症業務に多くの時間が割かれ、結核等他感染症対策における充分な分析
が出来なかったことから、結核等他感染症対策を効果的に推進するための現状分析が必要となって
います。

⑷　現在までの経過と統計資料
ア　経過
令和 元 年度 「長野県・長野市・松本市の保健衛生行政における連携強化に関する協定」を締結
令和  2 年度 中核市の指定に関する政令が交付
令和  3 年度 中核市へ移行、松本市保健所を開設

イ　統計資料
　感染症発生件数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　（令和３年度）

分類 一類 二類 三類 四類 五類 新型コロナウイルス感染症

件数（件） － 23 4 10 25 1270
　
　エイズ相談件数　　　　　　　　　（令和３年度）

来所相談 電話相談 計

56 186 241
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基本施策 保健衛生・生活衛生の充実

健康福祉部　健康づくり課２　感染症予防対策（予防接種の充実）
⑴　目標
　予防接種法に基づき予防接種を行い、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を防止します。実施に
あたっては、予防接種の意義等について啓発を図り、被接種者の体質等を理解している、かかりつけ医療
機関での個別接種の推進を図ります。

⑵　令和３年度の取組みと成果
ア　乳幼児・学童の予防接種の接種率は、ほぼ横ばい傾向で、新型コロナウイルス以外の感染症のま
ん延はありません。
イ　任意予防接種のおたふくかぜ及びＢ型肝炎ワクチンの接種費用の一部補助に加え、こどものイン
フルエンザ予防接種費用の半額助成を実施しました。

⑶　現状の分析と今後の課題
予防接種が感染症のまん延予防に大きな成果をあげていることから、今後とも普及啓発活動を行う
とともに接種勧奨に努めます。

⑷　現在までの経過と統計資料
ア　経過
平成 22 年度 ２月から子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌３ワクチンの接種開始
 24 年度 ９月から不活化ポリオワクチン、11 月から四種混合の導入
 25 年度 子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌３ワクチンの定期接種開始
  水痘・おたふくかぜワクチンの接種費用の一部助成を開始
 26 年度 10 月から水痘・高齢者肺炎球菌ワクチンの定期接種開始
  ４月からＢ型肝炎、10 月から高齢者肺炎球菌ワクチンの接種費用の一部助成を開始
 28 年度 県外的予防接種費用の助成を開始
  10 月からＢ型肝炎ワクチンの定期接種及び任意接種費用の助成開始
 29 年度 Ｂ型肝炎ワクチンの任意接種の助成費用の拡大
 30 年度 任意の高齢者肺炎球菌ワクチンの接収費用の一部助成制度終了
令和 元 年度 大人の風しん追加的対策開始
  2 年度 10 月からロタウイルスワクチンの定期接種開始
  任意のこどものインフルエンザ予防接種費用半額助成を開始

イ　統計資料
　こどものインフルエンザ接種費用助成

　 Ｒ２ Ｒ３

対象者数 24,890 人 24,245 人

１回目 16,182 人 65.0 % 12,884 人 53.1 %

２回目 15,181 人 61.0 % 12,265 人 50.6 %
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基本施策 保健衛生・生活衛生の充実

健康福祉部　健康づくり課３　新型コロナウイルスワクチン接種事業
⑴　目標
　予防接種法の臨時接種として、国が示す対象者及び接種時期に従い、希望する市民全員に円滑かつ効率
的に新型コロナウイルスワクチン接種を実施し、新型コロナウイルス感染症による重症化予防及び感染拡
大防止に努めます。

⑵　令和３年度の取組みと成果
ア　１、２回目までの接種を令和３年 11 月末までに概ね完了し、12 月から２回目接種後６か月を経
過した者から３回目接種を開始しました。高齢者の３回目接種率は※ 87.9％です。
イ　重症化リスクの高い基礎疾患を有する者や妊婦のほか、消防団員、保育士等に優先的に接種を実
施しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　※２回目接種完了高齢者の３回目接種率

⑶　現状の分析と今後の課題
国の方針やワクチンの供給については非常に流動的であることから、関係機関との協力体制のもと
柔軟かつ迅速に接種を進めていきます。
引き続き市のホームページやＳＮＳを通じた周知啓発活動を推進していくとともに、高齢者等のネッ
ト弱者への支援体制を確保していきます。

⑷　現在までの経過と統計資料
ア　経過
令和  2 年 12 月 国が第１回自治体向け説明会を開催し接種体制の確保について指示
  3 年  2 月 松本市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター設置
   医療従事者等への接種開始（県主体で実施）
   4 月 高齢者施設への巡回接種開始
   5 月 集団接種会場で高齢者の接種開始　　　　　　
   6 月 医療機関での接種開始
　   7 月 基礎疾患を有する者への優先接種開始
   9 月 12 歳以上への接種開始
  12 月 ３回目接種開始（医療従事者等から順次）
 4 年  3 月 ５～ 11 歳の小児接種開始

イ　令和３年度末の接種状況
　※ワクチン接種記録システム（ＶＲＳ）の入力実績値　　　　　　　（Ｒ４．３．１住民基本台帳人口）

区分
住民基本
台帳人口

１回目 ２回目 ３回目

接種済 接種率 接種済 接種率 接種済 接種率

① ② ② /① ③ ③ /① ④ ④ /①
（５～11歳除く） ④ /③

対象人口 228,057 189,892 83.3% 187,773 82.3% 95,778 44.8% 51.0%

65 歳以上 67,268 64,582 96.0% 64,207 95.4% 56,457 83.9% 87.9%

12-64 歳 146,310 124,624 85.2% 123,566 84.5% 39,321 26.9% 31.8%

５-11 歳 14,479 686 4.7% 0% 0.0% －
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基本施策 保健衛生・生活衛生の充実

健康福祉部　食品・生活衛生課４　生活衛生施設等への監視指導事業
⑴　目標
　旅館、興行場、公衆浴場、理・美容所、クリーニング所及び特定建築物等の環境衛生関係施設について、
関係法令に基づき、許可・確認及び届出受理を行うとともに、監視指導や科学調査を行うことで施設の衛
生を確保し、公衆衛生の維持・向上を図ります。

⑵　令和３年度の取組みと成果
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響もあり、状況に応じて施設への立入検査の中止、延期
等の措置を講じながら、許認可・監視指導を行いました。
また、旅館組合、理容組合等の講習会を通じて、指導を行いました。

⑶　現状の分析と今後の課題
ア　立入検査は、長野県の監視指導計画に準じて実施しており、指示した項目は、総じて変更等の届
出の提出、自主管理点検の実施が多く、旅館・公衆浴場では、浴槽水の適正な管理、理・美容所では、
適正な消毒の実施が多くなっています。
イ　引続き、生活衛生関係法令に基づく施設に対し、立入検査による監視指導や講習会等を通じた指
導を行い、施設の衛生管理の向上を図ります。

⑷　現在までの経過と統計資料
ア　経過
令和  3 年度 中核市移行に伴い、新たに松本市保健所を開設

イ　統計資料
　＜令和３年度 監視件数＞

業態名 施設数 監視件数

興行場 6 0

旅館業 349 73

公衆浴場 131 28

理・美容所 814 124

クリーニング業 143 24

特定建築物 119 9
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基本施策 保健衛生・生活衛生の充実

健康福祉部　食品・生活衛生課５　食品衛生施設等への監視指導事業
⑴　目標
　松本市食品衛生監視指導計画に基づき、食品関係営業施設、集団給食施設等における食品の製造、加工、
調理等が衛生的に行われるよう、監視指導を行うことにより、飲食に起因する衛生上の危害発生の防止を
図るとともに、市内の食品製造施設で製造される食品及び食品の流通拠点である市場、ス－パ－マ－ケッ
ト等で流通する食品等を収去し、残留農薬、残留動物用医薬品、添加物、微生物及びその他必要な検査を
実施することにより、違反食品を排除し、食品の安全性の確保に努めます。

⑵　令和３年度の取組みと成果
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、状況によっては、更なる感染拡大を防ぐため、施設
への立入及び監視指導の延期も止むを得ない状況でしたが、感染状況を見極めながら、施設の監視指
導及び食品等の収去を行いました。

⑶　現状の分析と今後の課題
ア　新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、テイクアウトやデリバリーを始める飲食店が増え
ており、十分な加熱調理といった通常の衛生管理に加え、調理能力に見合った提供数や適切なメ
ニュー選択といった食中毒防止のためのリスク管理が求められます。
イ　令和３年度は、市内施設を原因とする食中毒や不良食品の発生はありませんでしたが、引続き、
食品衛生監視指導計画に基づき、施設の監視指導及び食品等の収去を行い、食品による危害発生防
止と施設の衛生管理の向上を図ります。

⑷　現在までの経過と統計資料
ア　経過
令和  2 年度　　令和３年度松本市食品衛生監視指導計画を策定
　　  3 年度　　中核市移行に伴い、新たに松本市保健所を開設

イ　統計資料
　＜令和３年度 監視件数＞

区分 施設数 監視件数

許可を要する施設（許可件数） 4,973 1,035

営業届出施設（届出件数） 1,772 136

計 6,745 1,171

　＜令和３年度 収去検査件数＞
収去検体数 検査項目数

151 2,784
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基本施策 保健衛生・生活衛生の充実

健康福祉部　食品・生活衛生課６　地域ねこ管理活動支援事業
⑴　目標
　動物愛護の推進の観点から、飼い主のいない猫の増加を防止し、市民の生活環境の保持を図ります。

⑵　令和３年度の取組みと成果
オス 53 頭、メス 95 頭の去勢、不妊手術を行いました。

⑶　現状の分析と今後の課題
今後も地域ねこ管理活動支援事業の指定地域の住民の理解を得られるよう努めます。引続き事業を
行い、捨て猫等に起因する地域トラブルの減少を目指します。

⑷　現在までの経過と統計資料
ア　経過
平成 20 年度 松本市地域猫管理活動支援事業補助金交付要綱施行
平成 26 年度 地域猫管理活動支援事業として予算を増額

イ　統計資料
　地域ねこ管理活動支援事業として行った手術頭数

　 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

オス　上限　8,800 円 59 55 52 63 53

メス　上限 16,500 円 89 92 93 90 95

合計（頭） 148 147 145 153 148
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基本施策 地域医療・救急医療の充実

健康福祉部　福祉政策課１　診療所等事業
⑴　目標
　地域住民が安心して安全に医療を受けることができる地域医療の充実を図ります。
　医療資源の少ない山間地域において必要な医療を継続的に提供していくため、５カ所の市営診療所の運
営に取り組みます。

⑵　令和３年度の取組みと成果
各診療所において、引き続き、地域住民が安心して安全に医療を受けることができるよう必要な医
療提供を行うため、人材確保や医療機器等の整備に努めました。また、奈川診療所の移転改築に向け、
実施設計業務を行いました。

⑶　現状の分析と今後の課題
医療資源の少ない地域を担う診療所は、医師等の医療従事者の安定的な確保等、他の医療機関から
の継続的な支援が不可欠です。
松本市立病院との連携強化を図り、安定的な診療所運営が図れるよう体制の構築を検討します。

⑷　現在までの経過と統計資料
ア　経過
平成 19 年度 レセプトコンピュータの導入
 20 年度 奈川診療所で施設の大規模改修を開始
 21 年度 奈川診療所で施設の大規模改修を継続実施
 23 年度 奈川診療所のレントゲン装置を更新
  安曇島々診療所を民間から引き継ぐことについて議会と協議
 24 年度 安曇島々診療所開設
 27 年度　  安曇大野川診療所改築工事（現地）、安曇島々診療所移転改修工事（安曇支所内）を

実施。安曇大野川診療所及び歯科診療所の統合により、大野川歯科診療所を廃止
 28 年度　  大野川診療所及び大野川歯科診療所を一体化して、現地に改築し、平成 28 年 4 月 1

日に開設
  島々診療所の機能を隣接する安曇支所 1階へ移転し、平成 28 年４月１日に開設
令和 元 年度 錦部歯科診療所を令和２年３月 31 日に廃止　

イ　診療所の概要
区分 大野川診療所 沢渡診療所 稲核診療所 島々診療所 奈川診療所

設　置 平成 28 年
  ４月１日※１

昭和 61 年
６月１日

昭和 24 年
４月１日

平成 28 年
　　４月１日※２

昭和 28 年
１月 10 日

診療科目 内科・歯科 内科 内科 内科・歯科 内科・外科・歯科

診療日
及び
診療時間

（内科）
月

13:30 ～ 15:30
水・金

９:00 ～ 11:30
（歯科）
月・金

9:00 ～ 16:30
水

9:00 ～ 12:00

水
14:30 ～ 15:30

月
9:00 ～ 11:00

金
14:00 ～ 15:30

（内科）
火

9:00 ～ 12:00
木

9:00 ～ 15:30

（歯科）
火・木

9:00 ～ 16:00

（内科・外科）
月・火・木・金
8:30 ～ 17:15

（歯科）
月・火・木
9:00 ～ 17:15

職員体制

診療所長
信大歯科医師
看護師
歯科衛生士
歯科助手
事務員

診療所長
看護師
事務員

診療所長
看護師
事務員

診療所長
信大歯科医師
看護師
歯科衛生士
歯科助手
事務員

診療所長
信大歯科医師
松本市立病院医師
看護師
歯科衛生士
事務員

※１　大野川診療所（Ｓ45.12.19 開設）と大野川歯科診療所（Ｓ60.4.2 開設）を統合し、新規開設したもの
※２　Ｈ 24.4.1 開設の診療所を移転し、新規開設したもの
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基本施策 地域医療・救急医療の充実

病院局２　病院事業
⑴　目標
　松本市立病院は、松本市西部地域の基幹病院として、主に急性期医療の提供のほか回復期医療、周産期
医療など、新しい命の誕生から人生の終末期までの幅広い医療を提供します。四賀の里クリニックは、四
賀地域住民の心の拠り所となる地域医療の拠点として、地域に親しまれる医療機関を目指します。

⑵　令和３年度の取組みと成果
ア　松本市立病院では、新型コロナウイルス感染症の感染状況に合わせ、受入病床を最大 43 床（日帰
り病床６床含む。）に増床し対応に当たりました。また、外来診療や健診事業等を縮小することなく
継続したことによる利用者数の増加により、前年度と比較し医業収益は増収となりました。
イ　新病院の建設予定地として波田中央運動広場を選定し、市議会の了承を得て、令和４年３月に「松
本市立病院建設基本計画」を策定しました。
ウ　四賀の里クリニックでは、新型コロナウイルスの影響により外来患者及び外来収益は減少しまし
たが、新型コロナワクチン接種に係る接種料及び補助金が増加し、昨年度と比較し、収益に大きな
減少はありませんでした。

⑶　現状の分析と今後の課題
ア　松本圏域唯一の感染症指定病院として一般診療等を縮小することなく、感染症患者を積極的に受
入れるとともに、職員配置や給与体系の見直し等の業務改善を行い、持続可能な経営を目指します。
イ　新病院建設予定地の土砂災害特別計画区域解除に向けた法面対策工事を進めるとともに、基本設
計に着手します。
ウ　四賀の里クリニックでは、更に地域に根ざした診療所運営に取り組み、経営の安定化を図ります。

⑷　現在までの経過と統計資料
ア　経過
ア　松本市立病院 昭和 23 年度 村立波田診療所開設
   平成 27 年度 松本市立病院整備のあり方に関する将来構想を策定
    30 年度 許可病床数を 215 床から 199 床に変更
   令和  3 年度 松本市立病院建設基本計画を策定
イ　四賀の里クリニック 昭和 25 年度 会田村、中川村２カ村組合立病院として開設
   平成 17 年度 ４村合併に伴い市立病院として運営
　   30 年度 無床診療所化し、名称を四賀の里クリニックへ変更

イ　統計資料（３年度利用者数）

松本市立病院 四賀の里クリニック
区　　分 利用者数 １日平均数 診療日数 利用者数 １日平均数 診療日数

外 来 89,149 人 368.4 人 242 日 8,867 36.9 人 240 日
入 院 51,036 人 139.8 人　 365 日 ― ― ―
救急搬送受入 1,035 人　 2.8 人 365 日 ― ― ―
分 娩 数 173 件 0.5 件 365 日 ― ― ―
ドック・健診 6,158 人 25.4 人 242 日
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基本施策 地域医療・救急医療の充実

健康福祉部　福祉政策課３　緊急救急医療等推進事業
⑴　目標
　１年 365 日、平日・休日の夜間及び休日の昼間、市民が安心して安全に医療を受けることができる
救急医療の充実を図ります。

⑵　令和３年度の取組みと成果
ア　初期救急医療（軽症）
ア 　診療所による平日 ･休日夜間及び休日昼間の在宅当番医制
イ 　小児科・内科夜間急病センターにおける、小児科・内科の夜間 365 日診療
イ　二次救急医療（中等症）
病院による平日 ･休日夜間及び休日昼間の病院群輪番制（松本広域圏８病院、うち市内７病院）

ウ　三次救急医療（重症）
信州大学医学部附属病院及び相澤病院による重症救急患者の 24 時間受入れ

エ　こどもの初期医療に関し、子育て支援講座として夜間急病センター看護師による出前講座を実施

⑶　現状の分析と今後の課題
夜間急病センターは、初期救急医療機関として、市民のみならず松本医療圏内の住民に定着してい
ることから、引き続き松本市医師会等関係機関の協力のもと運営してまいります。
在宅当番医制や夜間急病センターによる初期、病院群輪番制による二次及び救命救急センターによ
る三次の救急体制が確立していますが、持続可能な救急医療のため、医療従事者の負担軽減や緊急時
に安心して医療が受けられる体制の維持が課題となっています。

⑷　現在までの経過と統計資料
ア　小児科・内科夜間急病センター受診状況

年度 診療日数
受診者数 診療収入

合計 小児科 内科 小児科割合 19.4

令和元年度 366 日 8,533 人 5,347 人 3,186 人 62.7％ 71,042 千円

令和２年度 365 日 2,308 人 1,406 人 902 人 60.9％ 19,238 千円

令和３年度 365 日 2,525 人 1,712 人 813 人 67.8％ 23,777 千円

イ　二次救急診療実施集計表（松本広域圏８病院の二次救急診療患者数）

年度 外来患者数 入院患者数 合計患者数

令和元年度 19,468 人 4,504 人 23,972 人

令和２年度 14,213 人 3,421 人 17,634 人

令和３年度 17,202 人 4,008 人 21,210 人
※　松本広域圏８病院（ 相澤病院、一之瀬脳神経外科病院、藤森病院、松本協立病院、丸の内病院、まつもと医

療センター、松本市立病院、安曇野赤十字病院）
※　患者数は、松本広域圏外の患者数も含まれます。
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基本施策 地域医療・救急医療の充実

健康福祉部　保健総務課４　医療安全の推進
⑴　目標
　市民が安心安全な医療を受けられるようにするため、医療に対する患者の苦情・心配や相談に対応し、
医療機関や患者に対し医療安全に関する助言および情報提供を行うほか、医療機関が医療法及び関連法令
に規定された人員や構造設備を有し、適正な管理を行っているか検査を行います。

⑵　令和３年度の取組みと成果
ア　医療安全支援センターを設置し、専属の職員が病気や医療機関等に関する相談を受付けました。
イ　医療従事者や地域住民を対象に、医療安全や上手な医療機関のかかり方等、それぞれの立場に向
けた研修会（講座）を開催しました。
ウ　病院や有床診療所を対象に、立入検査や、検査調書を用いた書面審査を実施しました。

⑶　現状の分析と今後の課題
ア　引き続き医療安全支援センターの周知を行い、医療に関する悩みを持った患者・御家族への助言
を講じていく必要があります。
イ　医療を適切に受けるためには、患者に対する医療従事者側の配慮だけではなく、患者や家族側の
自立した高い意識が必要であることから、「医者にかかる 10 箇条」を活用した講座活動を広く進め
ていく必要があります。
ウ　新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、更なる感染拡大を防ぐため、延期も止むを得
ないとされていましたが、感染状況を見極めながら立入検査を進めました。
エ　一部の医療機関においては、立入検査を書面による検査に切変えて実施しました。　

⑷　現在までの経過と統計資料
ア　経過
令和  3 年度 松本市保健所に医療安全支援センターを設置
 〃 新型コロナウイルス感染症に配慮した立入検査を実施（一部書面審査）

イ　統計資料

医療機関等の相談（Ｒ３）：　226 件 医療機関等への苦情（Ｒ３）：　44 件

開催時期 研修テーマ 対象者 回数 参加者数（名）

Ｒ３．６月～Ｒ４．３月 賢い患者になるために 市民 7 延べ 170

Ｒ４．３月 医療安全研修会（医師会） 医療従事者 1 22

Ｒ４．３月 医療安全研修会（薬剤師会） 医療従事者 1 222

検査予定医療機関 対象医療機関数 検査頻度 Ｒ３（カ所） Ｒ４（カ所） Ｒ５（カ所）

病院 16 毎年 16 16 16

有床診療所 11 3 ～ 5 年毎  4  3  2
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基本施策 地域医療・救急医療の充実

健康福祉部　福祉政策課５　松本地域出産子育てネットワーク事業
⑴　目標
　松本医療圏の産科医療体制の崩壊を止める措置として、分娩従事医師の負担軽減、離職防止及び妊婦の
安心感の確保を図ります。

⑵　令和３年度の取組みと成果
健診協力医療機関・分娩医療機関の両医療機関で利用する共通診療ノートの活用等により、妊娠初
期から分娩医療機関を利用する妊婦は、年々減少しています。その結果、医療機関の役割分担の推進
と分娩従事医師等の負担軽減が図られ、安心・安全な出産ができる体制が整備されています。
また、地域住民の理解と協力を得るため、公開講座を開催するなど周知啓発に努めています。

⑶　現状の分析と今後の課題
この事業は、産科医療体制を維持するモデルケースとして、市民理解を促すとともに、更なる体制
維持・継続のあり方を松本医療圏全体で検討していくことが必要です。

⑷　現在までの経過と統計資料
松本地域住民の妊娠届（妊娠証明）の取扱実績

届出期間 分娩医療機関 前年比 健診協力医療機関 前年比

29 年 4 月～ 30 年 3 月 693 件（138） 1.03（1.10） 2,162 件 0.93

30 年 4 月～ 31 年 3 月 739 件（121）  1.07（0.88） 2,154 件 1.00

31 年 4 月～  2 年 3 月 754 件（112）  1.02（0.93） 1,964 件 0.91

 2 年 4 月～  3 年 3 月 722 件（105） 0.96（0.94） 1,747 件 0.89

 3 年 4 月～  4 年 3 月 798 件（157） 1.11（1.50） 1,785 件 1.02

注　分娩医療機関の（　）内は、信大、相澤、丸の内、松本市立病院の取扱件数
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基本施策 個々に寄り添う障害者福祉の充実
健康福祉部　障害福祉課　

（障がい福祉課）
西部福祉課

こども部　こども福祉課１　障害者自立支援給付事業の推進
⑴　目標
　障がい者・児（以下「障がい者」という。）が住み慣れた地域で安心して生活ができるよう、障害者総
合支援法及び児童福祉法に基づく自立支援給付サービスを提供し、障がい者・児の福祉の向上及び増進を
図ることを目標とします。

⑵　令和３年度の取組みと成果
ア　障がいの特性と多様化するニーズに対応するため、計画相談支援事業者と連携して障がい者一人
ひとりの状況に応じたきめ細やかな支援とサービスの提供を推進しました。
イ　適切なサービスが持続的に提供できるよう、指導監査を実施し、サービス提供状況の把握、事業
所の支援等を実施しました。

⑶　現状の分析と今後の課題
ア　障害者手帳交付者は年々増加しています。障がいの重複化や重度化とともに高齢化も進んできて
いるため、障がいの状態や生活状況に応じた個別支援の更なる充実に努めます。
イ　松本圏域３市５村及びサービス提供事業所と連携を図りながら支援体制の充実に努めます。

⑷　現在までの経過と統計資料
ア　経過
平成 18 年　  障害者自立支援法が施行され、自立支援給付事業によるサービス提供を開始。松本障

害保健福祉圏域自立支援協議会を設置し、関係機関のネットワークを構築
 23 年 障害者自立支援法の一部改正に伴い、新たに同行援護サービスの提供を開始
 24 年　  障害者自立支援法の一部改正に伴い、サービス利用計画作成対象者を拡大。児童福祉

法の一部改正に伴い、障害児に係るサービスを再編
 25 年　  障害者自立支援法の一部改正に伴い、法律名称が「障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律（略称：障害者総合支援法）」に改正される。難病患者の一
部を障害福祉サービスの対象に加える。

イ　統計資料
　自立支援給付事業（児童福祉法によるサービス含む）

区分
Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度

延利用者数
（人）

給付費
（千円）

延利用者数
（人）

給付費
（千円）

延利用者数
（人）

給付費
（千円）

訪問系サービス 7,931 500,638 7,638 520,800 7,646 560,894

日中活動系サービス 17,086 2,559,761 17,440 2,659,281 17,979 2,793,024

居住系サービス 5,523 859,016 5,655 897,722 5,810 920,238

サービス利用計画作成 5,700 84,157 6,208 93,409 6,470 100,742

児童通所サービス 41,881 392,767 47,601 446,159 58,277 533,127
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基本施策 個々に寄り添う障害者福祉の充実

２　地域生活支援事業の推進
⑴　目標
　障がい者の自立や社会復帰、社会参加の促進及び介護者の負担軽減が図れるよう、地域の実状に即した
事業として地域生活支援事業を積極的に実施し、障がい者が住み慣れた地域で安心して生活できる環境を
整えます。

⑵　令和３年度の取組みと成果
ア　松本障害保健福祉圏域自立支援協議会を中心とした関係機関との連携と調整により事業を推進し
ました。
イ　圏域の相談支援センターの専門支援員との連携により、生活・就労・住居等の多様な相談支援を
実施しました。

⑶　現状の分析と今後の課題
ア　障がい者や介護者のニーズの多様化及び重度の障がい者へのニーズが増えていることから、障が
いの特性及び生活環境に応じた相談支援及び各種サービスの提供に努め、社会参加の促進を図りま
す。
イ 　事業実施にあたっては、自立支援協議会及び相談支援事業所などの関係機関と連携を図りながら、
支援の充実に努めます。

⑷　現在までの経過と統計資料
ア　経過
平成 18 年　 障害者自立支援法が施行され、地域生活支援事業によるサービス提供を開始
  松本障害保健福祉圏域自立支援協議会を設置し、障害者相談支援事業を実施
 23 年　  成年後見支援センターかけはしを開設（松本市社会福祉協議会が設置・運営、圏域市

村で運営費の一部を助成）
令和  3 年　  中核市移行により、専門性の高い意思疎通支援を行うもの（手話通訳者等）の養成研

修事業と専門性の高い意思疎通支援を行うものの派遣事業を県と共同で実施

イ　統計資料
　（単位：千円）

区分
Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度

利用状況 給付費 利用状況 給付費 利用状況 給付費

相談支援センター（延相談人数） 15,014 人 － 11,092 人 － 11,580 人 －

手話通訳等派遣事業 1,357 回 6,377 1,038 回 3,856 1,348 回 5,143

移動支援事業 22,877h 50,417 17,365h 40,050 15,743h 36,800

日常生活用具給付事業 5,143 件 56,046 5,151 件 57,814 5,146 件 62,212

訪問入浴事業 3,041 回 37,990 2,985 回 37,301 2,891 回 36,123
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基本施策 個々に寄り添う障害者福祉の充実
健康福祉部　障害福祉課　

（障がい福祉課）
西部福祉課３　障がい者の差別解消と権利擁護の推進

⑴　目標
　障がい者への差別を解消し、権利や尊厳を守り、障がい者の自立と社会参加の促進を図ることを目標と
します。また、実施にあたっては、地域の皆さんの理解と協力を得ながら、関係機関との連携強化、支援
体制の整備を図ります。

⑵　令和３年度の取組みと成果
ア　平成 28 年４月に施行された障害者差別解消法の基本方針に基づき、社会的障壁の除去の実施、合
理的配慮を提供することについて、職員対応要領を活用して、職員の研修を実施しました。
イ　市民に向けて「信州あいサポーター研修」と連携した出前講座等を開催し、法律の趣旨や障がい
や障がい者に対する正しい理解が進むよう、周知、啓発発動を行い、差別解消の推進に取り組みま
した。
ウ　権利擁護推進のため、松本市社会福祉協議会が運営する成年後見支援センターに圏域市村と連携
して運営費を助成し、成年後見制度に係る支援体制の充実を図りました。

⑶　現状の分析と今後の課題
ア　障がい者への差別解消のため、引き続き研修や周知、啓発活動を実施します。
イ　障がい者の権利擁護を推進するためには、障がい者と家族（養護者）の支援体制を構築、強化す
ることが必要です。成年後見支援センターとの連携を強めて支援を進めます。

⑷　現在までの経過と統計資料
ア　障害者差別解消法における国等の経過
平成 20 年  5 月 障害者の権利に関する条約（国連発効）
 22 年  6 月 「障害者制度改革のための基本的な方向について」閣議決定
 28 年  4 月 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（障害者差別解消法）施行

イ　権利擁護の推進に関する経過
平成 23 年　  成年後見支援センターかけはしを開設（松本市社会福祉協議会が設置・運営、圏域市

村で運営費の一部を助成）
 28 年　  平成 24 年 10 月に施行された障害者虐待防止法を受け、松本市高齢者・障害者虐待防

止ネットワーク協議会を設置
ウ　統計資料
ア　障がい者虐待に係る通報・相談延件数（件）

Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度

通報・相談延件数 33 17 10

養護者及び障害者福祉施設従事者等に関する通報・相談状況

イ　成年後見支援センター　延相談件数（件）

Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度

延相談件数（件） 781 426 452
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基本施策 個々に寄り添う障害者福祉の充実

４　福祉医療費給付事業
⑴　目標
　地域で安心して暮らすことができる社会をめざし、乳幼児、児童、障がい者（児）、ひとり親家庭の医
療費自己負担分について償還又は現物給付を行い、健康保持と福祉の増進を図ります。

⑵　令和３年度の取組みと成果
ア　新規手帳取得者等に対し、福祉医療制度の周知徹底及び適正な活用を図り、障がい者の経済的な
負担の軽減に努めました。
イ　経済的に医療費窓口負担額の支払いが困難な低所得者については、福祉医療費貸付制度を利用し
た支援を行いました。
ウ　子育て支援医療（０歳～中学卒業まで）の児童について、窓口負担５００円となる現物給付方式
を導入しました。

⑶　現状の分析と今後の課題
ア　子育て支援医療（０歳～中学卒業まで）の現物給付方式導入に併せ、障がい者等の医療費助成も
軽減が図れるよう県に要望します。

⑷　現在までの経過と統計資料
ア　経過
昭和 49 年度 松本市医療費特別給付金制度を創設
平成 15 年度　  自動給付方式の導入、対象者の範囲を拡大（精神保健福祉手帳１級の者の通院医療

費助成）、所得制限の導入、福祉医療費貸付制度の導入
 17 年度 入院時食事療養費標準負担額の助成開始
 18 年度　  障害者自立支援法に基づく自己負担分医療費及び 70 歳以上で療養病床入院時の生活

療養費（食事分）の助成開始
 25 年度 対象者の範囲を拡大（精神保健福祉手帳２級の者の通院医療費助成）
 27 年度 18 歳以下の障がい児医療の対象者について、所得制限を廃止
 30 年度 子育て支援医療の対象児童について窓口負担 500 円となる現物給付方式を導入

イ　統計資料

区分
令和２年度 令和３年度

給付件数
　（件）

給付費
（千円）

県補助金額
（千円）

給付費
（千円）

給付費
（千円）

県補助金額
（千円）

子育て支援医療 265,884 497,855 110,317 439,866 570,772 131,217

障がい児医療 3,253 12,749 3,196 3,216 12,590 3,626

ひとり親医療 40,482 95,264 46,937 41,778 100,843 50,297

障がい者医療 248,247 804,941 264,075 251,555 800,793 270,883
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基本施策 生きがいある高齢者福祉の充実

健康福祉部　高齢福祉課
　　　　　　西部福祉課１　地域包括ケアシステムの推進

⑴　目標
　高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活を継続できる地域社会の実現に向けて、医療・介護・予防・
住まい・生活支援が包括的に確保され、高齢者を地域全体で見守る地域包括ケアの仕組みづくりを推進し
ます。

⑵　令和３年度の取組みと成果
ア　地縁組織、民生委員、ボランティア、NPO法人、社会福祉法人等と連携しながら、多様な日常生
活上の支援体制の充実と強化（助け合いづくり）、及び高齢者の社会参加（つながりづくり）の推進
を図るため、第２層生活支援コーディネーター（地区生活支援員）を社協に委託し、新たに８地区（合
計 24 地区）の地域づくりセンターに配置しました。
イ　在宅医療と介護の連携推進のため、「人生会議（ACP）」をテーマに、多職種連携研修会を開催し
ました（YouTube 配信）。また、地域包括ケアシステム事例集を作成し、周知を行いました。

⑶　現状の分析と今後の課題
ア　高齢者の暮らしにおける支援体制（見守り・ゴミ出し・雪かき等）は、隣組や町会等、主に地区
単位で行われていますが、空き家の増加や支援を行う側の高齢化が問題になっています。今後は住
民だけではなく、社会福祉法人や企業等の資源を活用した、重層的な支援体制の検討が必要です。
イ　認知症になっても自分の意志が尊重され、自分らしく日常生活が過ごせるために、認知症の人や
家族の視点を重視しながら「共生」と「予防」の考え方のもと、認知症の人の社会参加が求められ
ますが、全国的にも、なかなか進んでいないのが現状です。今後は、認知症の理解と認知症サポーター
活動の促進が必要です。

⑷　現在までの経過と統計資料
ア　経過
平成 26 年度 松本市地域包括ケア協議会を設置
  地域・個別ケア会議の開催（地域課題の抽出、解決策の検討）
  松本市医師会に委託し、松本市介護と医療連携支援室と医療コーディネーターを設置
 27 年度 松本市認知症施策推進協議会を設置
 28 年度 地域包括支援センターを８カ所から 12 カ所に増設
  認知症地域支援推進員を地域包括支援センターに配置
 30 年度 第１層生活支援コーディネーターを地域包括支援センターに配置
  松本圏域入退院連携ルールの運用開始
令和 元 年度　  第２層生活支援コーディネーター（地区生活支援員）業務を社会福祉協議会へ委託、

地域づくりセンターへの配置を開始
  松本市版リビングウィル（事前指示書）の運用開始
  2 年度 自立支援型個別ケア会議の開催
  まつもとミーティング（認知症本人ミーテイング）の開催支援

イ　統計資料
　ケア会議実績（地域・個別）※令和３年度は新型コロナウイルス感染防止のため７地区８回を中止

項目 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度
地区数 34 地区 34 地区 32 地区 26 地区 26 地区
回　数 74 回 117 回 71 回 61 回 54 回
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基本施策 生きがいある高齢者福祉の充実

健康福祉部　高齢福祉課
　　　　　　西部福祉課２　高齢者福祉と介護保険事業

⑴　目標
　団塊の世代が全て後期高齢者となる 2025 年及び団塊ジュニア世代が 65 歳以上となる 2040 年を見据え、
「誰もが、住み慣れた家で、地域で、安心して暮らし続けることができる仕組み」の構築という長期目標
の達成に向け、施策の充実を図り、介護保険事業計画・高齢者福祉計画を推進します。

⑵　令和３年度の取組みと成果
ア　第８期介護保険事業計画・高齢者福祉計画の１年目
イ　第８期計画に基づき、令和４年度に整備する看護小規模多機能型居宅介護を１施設公募し、事業
予定者を決定しました。
ウ　高齢者の生活を支えるため、松本市地域見守りネットワーク事業や在宅介護 24 時間あんしん支援
事業などの福祉施策を展開しました。また、高齢者が地域の中でいつまでも生きがいを持って生活
するために、外出支援や活躍ができる場の確保などの事業を展開しました。

⑶　現状の分析と今後の課題
ア　介護を必要とする高齢者、ひとり暮らし高齢者等が増加していることから、高齢者福祉や介護サー
ビスに対する需要が増加し、多様化しています。
イ　住み慣れた地域で、安心して生きがいを持って生活ができるように、福祉サービスの充実や地域
づくりを進めることが必要です。
ウ　認知症の早期発見・対応には、認知症を正しく理解することが必要です。しかし、認知症への正
しい理解が十分でないことから、早い段階での相談支援に繋がりにくい現状があります。

⑷　現在までの経過と統計資料
ア　経過
平成  4 年度 「松本市老人保健福祉計画」を策定
 11 年度 「第 1期介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画」を策定（以降３年毎に更新）
 12 年度 介護保険制度開始
 28 年度 新しい総合事業を開始
令和  3 年度 第８期計画のスタート

イ　統計資料 　（出典）介護保険事業状況報告（3月月報）

　　　第１号被保険者認定率の推移　　　　　　　　 サービス利用者数と保険給付者の推移　
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Ｈ 29 Ｈ 30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３
認定者数 12,375 12,457 12,677 12,376 12,504
第１号被保険者数 65,980 66,306 66,729 67,068 67,189
認定率 18.8％ 18.8％ 19.0％ 18.5％ 18.6％

Ｈ 29 Ｈ 30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３
保険給付費 19,574,892 千円 19,644,862 千円 20,071,398 千円 20,249,750 千円 20,175,684 千円
サービス利用者 11,981 人 12,240 人 12,362 人 12,410 人 12,457 人
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基本施策 暮らしを守る生活支援の充実

健康福祉部　生活保護課
（生活福祉課）１　生活保護受給者就労支援・健康管理支援事業

⑴　目標
　ハローワーク等関係機関や民生・児童委員等と連携しながら、積極的かつ組織的に就労指導及び就労支
援の強化を図り、生活保護世帯の早期自立をめざします。

⑵　令和３年度の取組みと成果
ア　就労支援プログラムの活用
　　就労支援員を２名配置し、ハローワーク等と連携しながら実情に応じた継続的できめ細やかな就
労支援を行い、被保護者世帯の早期自立を支援しました。
イ　生活保護支援基金の貸付け
　　生活保護に該当すると見込まれる者に対しては、生活保護費支給までのつなぎ資金として、生活
資金や住宅資金を貸付け、経済的に不安のない状況で就職活動ができるよう支援しました。
ウ　健康管理支援事業
　　保健師、管理栄養士を配置し、一般健診の受診勧奨や戸別訪問や電話相談による保健指導を行い、
生活習慣病の発症予防、重症化予防に取り組みました。

⑶　現状の分析と今後の課題
ア　新型コロナウイルス感染症の経済社会状況への影響により、生活保護の相談・申請件数は増加傾
向にあります。特に 65 歳以下の稼働年齢層である「その他世帯」の保護受給が増加しています。
イ　障がいや傷病がないにもかかわらず引きこもりも含め、就労自立に至らない世帯に対しては、積
極的就労支援を行う一方、社会生活自立や日常生活自立につなげる必要があります。

⑷　現在までの経過と統計資料
ア　経過
平成 20 年度 生活保護世帯就労支援対策の実施
平成 21 年度 生活保護支援基金の貸付けの実施

イ　統計資料
　年度別、世帯類型別被保護者世帯数（各年度３月 31 日現在）

項目
年度 高齢者世帯 母子世帯 傷病・障害者世帯 その他世帯 合計

元年度（世帯）
　　　　（％）

900　
（56.7）

39　
（2.5）

510　
（32.2）

137　
（8.6） 1,586　

２年度（世帯）
　　　　（％）

874　
（55.6）

43　
（2.7）

487　
（31.0）

168　
（10.7） 1,572　

３年度（世帯）
　　　　（％）

870　
（55.8）

38　
（2.4）

475　
（30.5）

177　
（11.3） 1,560　
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基本施策 暮らしを守る生活支援の充実

住民自治局　市民相談課２　生活困窮者自立支援等関係事業
⑴　目標
　生活保護に至る前段階にある生活困窮者に対して、生活困窮者自立支援法に基づく相談支援機関である
「まいさぽ松本」（松本市社会福祉協議会へ委託）が中核となり、包括的かつ継続的な支援を提供すること
で、困窮者の自立と尊厳の確保及び困窮者支援を通じた地域づくりを目指します。

⑵　令和３年度の取組みと成果
ア　離職された方のほかに、新型コロナウイルス感染症の影響による休業等に伴う収入減少により、
住居を失うおそれが生じた方等に対して、住居確保給付金を支給することにより、安定した住まい
の確保を支援しました。
イ　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、社会福祉協議会が実施する特例貸付に
よる生活再建が困難な世帯に対し、就労による自立を図るため、自立支援金を支給しました。
ウ　庁内プロジェクト会議や支援調整会議を通じて「まいさぽ松本」と庁内関係課とのより一層の連
携を図るとともに、民間支援団体との連絡会をとおした事業周知により、生活困窮者の早期発見及
び支援開始を推進しました。

⑶　現状の分析と今後の課題
ア　新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少や、住居確保給付金の支給対象者拡大により
新規相談者数及び継続相談者は増加傾向にあります。
イ　15 歳～ 64 歳の稼働年齢層（特に 40 歳以上）への居場所を含めた支援策について、庁内関係課会
議の結果を踏まえながら支援策を検討します。
ウ　「地域共生社会」の実現に向けた取組みとして、推進のための庁内のワーキングチームにおいて課
題を整理し、全ての世代を対象にした個別ケア会議の在り方について検討を行います。

⑷　現在までの経過と統計資料
ア　経過
平成 27 年度 生活困窮者自立支援法施行
  自立相談支援事業、住居確保給付金、子どもの学習支援事業（生活保護世帯）を実施
平成 28 年度 障害・生活支援課（現生活福祉課）から市民相談課へ事務移管
  就労準備支援事業、一時生活支援事業を新規実施
平成 29 年度 家計改善支援事業を新規実施（法に基づく主要事業をすべて実施）

イ　統計資料
　「まいさぽ松本」の支援状況

新規相談者数 前年度からの
継続支援者数 延対応回数 延就職・

増収者数
令和元年度   442 人 214 人 6,008 件 82 人
令和２年度 1,242 人 425 人 9,754 件 78 人
令和３年度 1,342 人 960 人 9,369 件 47 人
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建設部　住宅課３　市営住宅の整備
⑴　目標
　住宅に困窮する低所得者の居住水準の向上と、安心・安全な住環境を提供するため、良質な市営住宅の
整備を推進します。

⑵　令和３年度の取組みと成果
ア　令和２年度に寿地区Ｂ街区の建替事業が終了したため、ストックの維持管理に重点を移行し、耐
用年限を踏まえながら、南松本団地など主に中高層住宅の改善及び修繕と点検を行いました。
イ　松本市公営住宅等長寿命化計画及び松本市耐震改修促進計画に基づき耐震不足の住宅を順次廃止
し、令和３年度は、中原団地９戸、錦部団地４戸、会田団地２戸及び寿団地（３丁目）18 戸を用途
廃止しました。

⑶　現状の分析と今後の課題
ア　入居率の低下及び高齢化が課題となっており、制度の見直しや若者世帯向け改修事業をはじめ住
戸の改修を進めていく必要があります。
イ　松本市公営住宅等長寿命化計画の策定から５年が経過したため、社会情勢の変化、事業の進捗状
況等に応じた見直しを進めます。

⑷　現在までの経過と統計資料
市営住宅の整備経過

新　築　住　宅 建　替　住　宅 新　築　住　宅 建　替　住　宅

建設年度 団地名 建設戸数
（着工） 団地名 建設戸数

（着工） 建設年度 団地名 建設戸数
（着工） 団地名 建設戸数

（着工）公営住宅 特定公共
賃貸住宅 公営住宅 特定公共

賃貸住宅 公営住宅 特定公共
賃貸住宅 公営住宅 特定公共

賃貸住宅
昭和52年度
53

54
55
56
57

58
59
60

61
62

63

平成元年度

2
3
4
5
6

野　溝
岡　田
南松本西
錦　部
中　川
島　内
竹　渕
竹　渕
南松本南

南松本南
埋　橋
南松本南
南松本東
野　沢
出　川
竹　渕

竹　渕
浅間南
大示川
浅間南
上　郷
稲　核
浅間南
小　宮
小　宮
小　宮

島　々
番　所

20
24
25
16
8
96
36
18
32

40
30
30
30
12
60
60

24
60
6
30
6
3
32
30
12
60

6
6

20
24
25
16
8
96
36
18
32

40
30
30
30
12
60
60

24
60
6
30
6
3
32
30
12
60

6
6

二　子
寿田町
寿田町
寿田町
寿田町

寿田町
寿田町
元　町
元　町
石　芝

石　芝

石　芝
石　芝
石　芝
元町上
元町上

26
24
42
54
30

54
36
18
14
16

24

16
16
36
24
24

26
24
42
54
30

54
36
18
14
16

24

16
16
36
24
24

7

8
9

10

11

12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
27
28
29
30

令和元年度
令和２年度

御堂原

大野田
大　原
芳　野
取　手
上　土

横　沢
大　手
松本駅北

14

40
10
21
14
25

19
8
25

12

14

19
8
25

2

40
10
21

25

南松本
南松本

南松本
豊　丘

豊　丘
芳　野

豊　丘

寿
寿
寿
寿

豊　丘
寿
寿
寿
寿

42
27

24
55

45
39

30

45
30
20
30

15
21
15
27
48

42
27

24
55

45
18

30

45
30
20
30

15
21
15
27
48

21

合　計 988 884 104 967 946 21
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