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1 現状と課題 

本町を取り巻く医療の環境は、医師や看護師などの医療スタッフ不足や診療内容の充

実、医療機関までの距離が長く通院や搬送にかかる時間、交通手段の確保など、様々な問

題があり、医療体制と公共交通機関の充実が重要な課題となっています。 

現在、町には、南会津地域の医療の中核を担う県立南会津病院と８つの開業医と７つの

歯科医院があり、地域住民の医療と健康を支えています。 

県立南会津病院においては、近年、眼科、精神科、産婦人科、耳鼻咽喉科、整形外科の

医師が非常勤化されたことにより、大きな疾病や救急医療、出産については、依然として

会津若松市等の町外の病院に依存する傾向が強く、患者やその家族に精神的、経済的に大

きな負担をかけています。 

以上のことから、常勤医師の確保や診療科目の増設など県立南会津病院の診療・入院体

制の充実が緊急の課題となっており、他の医療機関との連携を密にしながら、地域医療の

充実に努めることが求められています。このような現状を背景に、県立南会津病院に対す

る私たち町民のサポート体制の構築が必要となっています。 

また、公共交通機関の利便性が低く、通院するための交通手段の確保に苦慮している高

齢者等も多いことから、公共交通体制の総合的な見直しを図り、地域と連携した通院体制

をつくり上げていかなければなりません。 

 

2 施策の基本的な方向性 

７年後の姿 

●医療機関のスタッフや診療科の整備が図られ、安心できる地域医療が確

立されています。 

●救急医療体制が整備され、町民の不安や精神的負担が軽減しています。 

●町内で出産できる環境が整っています。 

 

取組の 

方 針 

●多様かつ緊急な疾病に対応できるように、県立南会津病院をはじめ、各医

療機関との連携により、地域医療体制の充実を図ります。 

 
 

 

 

 

第 3章 誰もが健やかで安心して生活できる環境づくり 

1-1 安心できる地域医療の充実 

第１節 早期医療の充実を図ります 
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3 『７年後の姿』を実現するための方策と役割分担 

 

4 成果指標と目標値 

成果指標 当初（平成 21年度） 中間値（平成 26年度） 実績値（令和元年度） 目標値（令和４年度） 

県立南会津病院

常勤医師による

診療可能科目数 

５診療科目 ４診療科目 ４診療科目 ９診療科目 

 

 

 

 

 

 

 

  

主体の分類 想定される役割 

行

政 
町（国・県） 

・医療スタッフの確保に努めます。 

・郡内町村と連携し、県立南会津病院の医療の充実を支援します。 

・医療サービスの地域格差を解消します。 

・町民、医療関係者とともに地域医療について考えます。 

・郡内町村と連携し、救急医療体制の充実強化を図ります。 

・医師を目指す人材の支援を検討します。 

町

民

等 

個人 
・行政、医療関係者とともに地域医療について考えます。 

・かかりつけ医を持ち、適正な医療機関の受診を心がけます。 

地域・団体 

事業所等 

・医療機関相互の連携による効率的な医療を提供します。 

・行政、医療関係者とともに地域医療について考えます。 

県立南会津病院 
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1 現状と課題 

病気は早期予防・早期発見が大切であると考えられています。町で実施している特定健康

診査受診率の向上や特定保健指導、レセプト分析による重症化リスクの高い者への介入に

より、重症化による入院患者を出さない取組が必要となります。 

本町における平成 26年度の国民健康保険加入者１人当たりにかかる医療費は 334,770円

となっており、年々増加傾向にあります。社会情勢の変化や少子高齢化の進展に伴い国民健

康保険の被保険者が減少する反面、高齢化や医療技術の進歩などが医療費増加の要因と考

えられます。 

本町の高齢化率は平成 27年４月現在で 37.9％（町住民基本台帳による数値）となってお

り、３人に１人が 65歳以上となっています。高齢者の増加とともに、要介護者や要支援認

定者数も増加傾向にあり、介護保険サービスの給付も増えています。また、近年の経済状況

により、保険料の滞納者が増加してきており、介護保険事業の運営も厳しい状況にあります。 

病気の発症予防、重症化予防を徹底することで、それに伴う医療費の削減や要介護者の減

少を図る取組を進めていく必要があります。 

 

2 施策の基本的な方向性 

７年後の姿 

●医療費が削減され、国民健康保険税が低く抑えられています。 

●健康診査、各種検診を受診する町民が増え、受診後の健康指導により重症

化予防が図られ、元気で暮らす町民が増えています。 

 

取組の 

方 針 

●国民健康保険については、医療保険制度の改革に対応し、事業の健全な運

営を図るとともに医療費の削減を目指します。 

●介護保険事業については、要支援・要介護の予防に重点を置いた取組を行

うとともに、在宅介護サービスの充実に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3章 誰もが健やかで安心して生活できる環境づくり 

1-2 病気の重症化予防と医療費の削減 

第１節 早期医療の充実を図ります 
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3 『７年後の姿』を実現するための方策と役割分担 

 

4 成果指標と目標値 

成果指標 当初（平成 21年度） 中間値（平成 26年度） 実績値（令和元年度） 目標値（令和４年度） 

特定健診受診率 54.9％ 52.9％ 50.3％ 60.0％ 

特定保健指導率 － 59.7％ 84.2％ 90.0％ 

重症化予防事業にお

ける個別指導の割合 
－ － 89.0％ 90.0％ 

 

 

  

主体の分類 想定される役割 

行

政 
町（国・県） 

・国民健康保険事業の安定運営を図ります。 

・保健事業の推進を図り疾病の発症予防及び疾病の重症化予防に努

めます。 

・平成 30 年度の国民健康保険の運営主体の都道府県移管後におい

て、保険税の賦課・徴収及び資格管理・給付決定などの地域にお

けるきめ細かい事業に取組みます。 

・訪問指導の充実を図り、多受診・重複受診を防ぎ、さらに服薬が

増加傾向にある人の適正医療受診の重要性について啓蒙していき

ます。 

・地域と連携し町民の健康と医療費の削減について考えていきま 

す。 

町

民

等 

個人 

・かかりつけ医を持ち、適正な医療機関の受診を心がけます。 

・食事や運動など積極的な健康づくりを行い、疾病の予防及び既に

かかっている疾病の重症化を防ぎます。 

・町の医療費の状況を知り、今後の医療費の削減について考えてい

きます。 

地域・団体 

事業所等 

・行政等と連携し、地域における健康管理について考えていきま 

す。 

・各事業所での健康診査及び保健指導の充実を図ります。 
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1 現状と課題 

現代社会は、産業の発達や情報化により快適で便利な生活ができるようになりました。し

かし、そうした生活環境によって、メタボリックシンドロームやメンタルヘルスの問題が大

きく取り上げられるようになっています。 

食生活においては、胎児期や乳幼児期の栄養が年を経て成人になってからの肥満、生活習

慣病、がん発症との関連があると言われています。しかし、食の流通の複雑多様化により、

食育に対する関心は高いものの、朝食の欠食や栄養バランス、適切な量や質への配慮が不十

分であるなど、必ずしも健全な食生活の実践につながっていない現状にあります。特に、成

長期にある子どもたちの食生活の乱れは、健全な成長を害することが懸念されます。食をと

おして次世代を担う子どもたちの健やかな成長を図るとともに、家庭での食育の推進が求

められています。 

また、本町には、豊かな農林産物があり、伝統的郷土料理が数多く存在しています。この

地域に継承されてきた食文化や地域の農林産物をいかした食育を進めるとともに、地産地

消についても推進していかなければなりません。 

食生活に併せて継続的な運動を行うことで、内臓脂肪を防ぎ、生活習慣病の予防や改善が

期待されます。また、病気に対する免疫力の向上とストレス解消、さらには身体のバランス

調整効果により、ケガや転倒を防止し、介護予防にもつながります。 

今後は、町民が継続的に健康増進のための食育や運動に取組める環境をつくるとともに、

健康づくりに対する意識の高揚を図ることが必要です。こうした取組が、町民のコミュニケ

ーションを高め、明るく元気なまちづくりにつながるものと思われます。 

 

2 施策の基本的な方向性 

７年後の姿 

●町民誰もが心身ともに健康で、朗らかに暮らしています。 

●健康寿命の長い町になります。 

●健全で安全な食生活の実践により、健康な町になります。 

●各家庭や地域、学校において、町の特性をいかした食育が推進されていま

す。 

 

取組の 

方 針 

●町民一人ひとりが生涯にわたり、主体的な健康管理、健康づくりが行える

よう支援し、健康で長生きできる身体づくりを推進します。 

●健康な身体を維持するための健全で安全な食生活の実現と、他に誇れる

伝統的な食文化の伝承を推進していきます。 

●食育を推進し、家庭、地域、学校で食をとおして健康になる取組を進めま

す。 

 

第 3章 誰もが健やかで安心して生活できる環境づくり 

2-1 健康づくりに役立つ食生活と運動の推進 

第２節 健康寿命の延伸を支援します 
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3 『７年後の姿』を実現するための方策と役割分担 

 

4 成果指標と目標値 

成果指標 当初（平成 21年度） 中間値（平成 26年度） 実績値（令和元年度） 目標値（令和 4年度） 

健康増進教室参加

者数 
1,716人 1,640人 1,868人 1,800人 

健康太極拳指導者

養成数 
０人 14人 24人 40人 

南会津町食生活改

善推進員数 
60人 67人 53人 80人 

 

 

 

 
 
【メタボリックシンドローム】 

 ●内臓脂肪型肥満に高血糖・高血圧・脂質異常症のうち 2 つ以上を合併した状態をいう。単にメタボとも言う。 
【メンタルヘルス】 
 ●心の健康。精神衛生。  

主体の分類 想定される役割 

行

政 
町（国・県） 

・健康づくりの機会と場所を提供します。 

・健康づくりの情報を提供します。 

・健康づくりを指導できる人材の養成を行います。 

・安全・安心な食生活を推進します。 

・伝統食や行事食等の郷土料理の継承に努めます。 

・食育を進める食生活改善推進員の育成や支援をします。 

・食育推進計画に基づき食育事業を推進します。 

町

民

等 

個人 

・体を動かすなどの健康づくりに努めます。 

・適切なバランス、量、質のとれた食生活を送ります。 

・食育推進について関心を深めます。 

・伝統食、行事食を家庭の中に取入れます。 

地域・団体 

事業所等 

・地域での健康づくりに取組みます。 

・食と健康について関心を深めます。 

・食育の考え方の普及や事業に取組みます。 

・地域や職場において研修や学習を重ね、食と健康に対する関心を

深めます。 
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1 現状と課題 

本町では疾病の早期予防、早期発見、早期治療を目的とした特定健診、各種がん検診、予

防接種、各種学級、また、訪問等による個別指導を実施することで、住民自らが健康管理で

きる力を身につけられるよう促しています。 

しかし、現状は、健康診査の結果、精密検査が必要な方の未受診や保健師の受診勧奨で初

めて受診につながるなど、「自分の健康は自分で守る」という意識が低い方が少なくない状

況です。住民一人ひとりが自らの健康状態を理解し、自ら生活習慣の改善に取組むことがで

きるよう、健診体制の整備充実と重症化リスクの高い町民に対する個別の指導の徹底が求

められています。 

また、一人ひとりの健康をみんなで支えるための基盤整備や地域の環境づくり、人材や組

織の育成等介護予防を視野に入れた地域力強化の推進がなお一層求められています。 

生涯をとおした健康的な生活習慣の確立を目指し、心身ともに元気に暮らすことができ

るよう、各個人に適した健康づくり事業を効果的に推進していくために、健康づくりに対す

る情報の提供や知識の普及啓発を図りながら、家庭・職場・地域における健康づくりの実践

など、自主的な健康づくり活動を支援します。 

また、福祉や介護の分野との連携も視野に入れ、子育て支援、生活習慣病予防、介護予防

など総合的に取組、関係機関との連携による健康づくり活動の推進に努めなければなりま

せん。 

 

2 施策の基本的な方向性 

７年後の姿 

●町民の健康意識が高くなっています。 

●健康に関する適切な知識が豊富で、自主的な健康管理ができる町民が増

えています。 

 

取組の 

方 針 

●町民一人ひとりが生涯にわたり、主体的な健康管理、健康づくりが行える

体制を整備し、健康で安心な生活ができる町づくりを推進します。 

●地域医療機関と保健センターとの連携、健康増進に関わる地域の人材活

用などにより、保健サービスの充実を図るとともに、健康的な生活への支

援体制づくりを目指します。 

 

 

 

第 3章 誰もが健やかで安心して生活できる環境づくり 

2-2 自主的な健康づくりの推進 

第２節 健康寿命の延伸を支援します 
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3 『７年後の姿』を実現するための方策と役割分担 

 

4 成果指標と目標値 

成果指標 当初（平成 21年度） 中間値（平成 26年度） 実績値（令和元年度） 目標値（令和 4年度） 

介護認定率 15.7％ 19.0％ 20.0％ 20.0％ 

 

 

 

 

 

  

主体の分類 想定される役割 

行

政 
町（国・県） 

・健診の体制づくりを推進します。 

・健康づくりの情報や場所を提供します。 

・健康相談を行います。 

・人間ドック、健診、予防接種の助成を行います。 

・生活習慣病予防対策を推進します。 

・介護予防ボランティアの育成を図ります。 

町

民

等 

個人 

・自らの健康管理に努めます。 

・治療中断することなく、受診継続します。 

・定期健診を受診します。 

・予防接種を受けます。 

・健康づくり講演会、教室へ積極的に参加します。 

地域・団体 

事業所等 

・事業所での健康診査、労働環境の向上に努めます。 

・各地域で介護予防活動に取組みます。 

・行政と連携し健康なまちづくりに努めます。 

高齢者見守り支援事業 
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1 現状と課題 

本町ではこれまで、多様化する町民ニーズに即した保育内容の充実に努めるとともに田

島・南郷地域における保育所の統合や、伊南保育所の新築、舘岩地域に小規模保育所を開設

するなど保育環境の整備を進めるとともに、放課後児童クラブ、放課後子ども教室を実施し

児童の健全育成に努めてきました。保健センターでは、子どもたちの健やかな発達や子育て

に関する不安や負担を感じている保護者を対象に、各種健康診査や相談事業をはじめ、親子

教室、育児サークル支援を実施し、子育て世代包括支援センターでは、保健師等の専門スタ

ッフが妊娠・出産・育児に関する様々な相談に対応し、必要に応じて支援プランを策定する

など、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を一体的に提供しています。さらに、

出産された方への商品券の交付、高校生以下の医療費無料化、ひとり親家庭の医療費助成、

幼児教育・保育の無償化に加えて副食費の無償化を実施するなど、子育てしやすい環境づく

りと子育て世帯への経済的支援を行っています。 

しかし、今後は少子化が進行し、町全体での少子化対策、子育て支援が重要な課題となっ

ており、健やかに子どもを生み育てることができる環境づくりを町一体となって進めるこ

とが求められています。 

このため、子ども・子育て支援事業計画に基づき、子育て家庭を町全体で支援していくと

いう視点に立ち、関連部門・関係機関が一体となって、就労しながら子育てをする家庭や、

就労を希望する家庭の増加に対する受け皿づくりの充実に努めなければなりません。 

また、子育てに不安を感じている家庭やひとり親家庭への支援対策、要保護児童（被虐待、

発達障がい）のいる家庭の発見と相談・支援、子育て世帯への経済的支援対策の充実、教育･

保育の一体的な提供等、多面的な子育て支援策を積極的に推進していく必要があります。 

さらに、現在、町内には、常勤の産科医がおらず、出産できる場所は助産院１か所だけで

あり、多くの人は会津若松市等の町外の病院で出産しているのが現状です。安心して出産で

きる環境をつくるために、引き続き県や県立医科大学等に働きかけるとともに、町内で出産

できる場所の確保に努める必要があります。 

一方では、子育てをしたくても不妊症や不育症により、子どもの誕生が叶わない方々もい

ます。こうした方々の治療に対する支援も成果をあげつつありますので、継続的に支援を行

っていきます。 

 

2 施策の基本的な方向性 

７年後の姿 

●安心して産み育てられる環境が整備され、出生数が増加傾向に転じます。 

●仕事と子育てを両立しやすい子育て支援体制が整っています。 

●子どもたちが健やかに成長できる地域の環境が整っています。 

 

第 3章 誰もが健やかで安心して生活できる環境づくり 

3-1 みんなで支えあう子育て環境づくり 

第３節 福祉と子育て環境の充実を図ります 
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取組の 

方 針 

●地域ぐるみで子育てに対する理解を深めるとともに、時代のニーズに合

った子育て支援機能を充実します。 

●「ひとり親家庭」や「障がいのある子どもを持つ家庭」に対する支援の充

実に努めます。 

●幼児教育や保育、児童の健全育成など、地域に合わせた施策と施設整備を

行います。 

●子どもを産み育てたいと願う方々への支援充実に努めます。 

●安心して妊娠・出産できる環境の整備に努めます。 

 

3 『７年後の姿』を実現するための方策と役割分担 

 

4 成果指標と目標値 

成果指標 当初（平成 21年度） 中間値（平成 26年度） 実績値（令和元年度） 目標値（令和 4年度） 

合計特殊出生率 1.49人 1.22人 1.15人 1.80人 

子育支援センター

利用者数 
1,539人 4,236人 6,575人 4,500人 

主体の分類 想定される役割 

行

政 

町（国・

県） 

・保育所等児童保育施設の整備と運営・支援を行います。 

・保育サービスをはじめとする子育て支援サービスの充実を図ります。 

・児童虐待の未然防止、早期発見、早期対応等を行います。 

・子育て世代包括支援センター等による子育て家庭への支援を充実し

ます。 

・母子保健医療体制の充実と乳幼児及び児童生徒への医療費等の助成 

を行います。 

・児童手当、幼児教育・保育の無償化等、子育て世帯への経済的支援の

拡充を図ります。 

・ひとり親家庭や障がい者家庭など援助を必要とする子どもや家庭へ

の支援を行います。 

・不妊・不育治療への助成を行い、経済的負担の軽減を図ります。 

・関係機関に働きかけるとともに、町内で出産できる場所の確保に努め

ます。 

町

民

等 

個人 

・児童の健全育成のため、家庭の養育力の向上を図ります（児童虐待の

防止）。 

・乳幼児健康診査や子育て支援に関する場に参加します。 

地域・団体 

事業所等 

・児童の健全育成のため、地域における子どもの事故防止、防犯等、地

域による子育て支援を行います。 

・従業員が育児休暇を取得しやすい環境をつくります。 

・出産や育児等で退職した女性が再就職しやすい環境をつくります。 
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1 現状と課題 

平成 27年における本町の高齢者人口（65歳以上）は 6,185人であり、全人口の 38.0％を

占め、３人に１人が高齢者という状況となっています（国勢調査による数値）。また、令和

２年における高齢化率は 40.9％（国立社会保障・人口問題研究所推計による算出）と推計

されており、かつて経験したことがない、超高齢社会を迎えることが予想されています。高

齢者の増加に伴い、寝たきりや認知症等により介護・支援を必要とする高齢者の増加、介護

程度の重度化・長期化、一人暮らし高齢者の増加が進んでおり、高齢者の健康づくりや生活

支援は重要な課題となっています。 

このような状況から、本町では高齢者に対する生活支援や老人クラブなど関係団体の育

成や支援、さらには、健康教育や健康相談等に努めてきました。高齢者にかかる保健・医療・

福祉サービスの連携をはじめ、住宅、交通など、ユニバーサルデザインに代表されるように

生活関連分野のあらゆる面から高齢者にやさしい総合的な施策を進めていかなければなり

ません。また、世代間交流をとおした地域ぐるみでの高齢者支援を行うなど、高齢者の健康

づくりや社会参加を支援し、高齢者の生きがいづくりをさらに推進していかなければなり

ません。 

 

2 施策の基本的な方向性 

７年後の姿 

●高齢者がいきいきと楽しそうに暮らしています。 

●高齢者と地域社会との関係が密接で、高齢者が安心して老後を過ごせる

環境が整っています。 

●介護予防の取組が浸透し、健康な高齢者が増えています。 

 

取組の 

方 針 

●豊かな長寿社会の実現に向け、高齢者が安心して生活できるよう各種サ

ービス事業を展開するとともに、地域における助け合いの仕組みづくり

に努めます。 

●高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立した生活を営むことができる

よう、地域における包括的な支援・サービスの提供体制（地域包括ケアシ

ステム）の構築に努めます。 

 

 

 

 

 

 

第 3章 誰もが健やかで安心して生活できる環境づくり 

3-2 高齢者社会への対応 

第３節 福祉と子育て環境の充実を図ります 
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3 『７年後の姿』を実現するための方策と役割分担 

 

4 成果指標と目標値 

成果指標 当初（平成 21年度） 中間値（平成 26年度） 実績値（令和元年度） 目標値（令和 4年度） 

高齢者生きがい活

動支援通所者数 
961人 933人 895人 1,200人 

シルバー人材セン

ター受託件数 

（Ｈ25年実績） 

629件 
752件 682人 850件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ユニバーサルデザイン】 
 ●高齢であることや障がいの有無などにかかわらず、すべての人が快適に利用できるように製品や建造物、生活空間

などをデザインする考え方。 

  

主体の分類 想定される役割 

行

政 
町（国・県） 

・高齢者福祉の拠点施設である高齢者福祉施設等の活用を図ります。 

・高齢者の生きがい活動への支援を行います。 

・介護予防事業の充実を図ります。 

・虚弱高齢者への支援を地域包括支援センター等をとおして実施し

ます。 

・高齢者世帯の生活を支援します。 

・高齢者の健康づくりを推進します。 

町

民

等 

個人 

・自分の健康は自分で守るという視点に立って健康生きがいづくり

に取組みます。 

・介護予防事業や地域支援事業に積極的に取組みます。 

地域・団体 

事業所等 

・高齢者の社会参加（地域活動）を支援します。 

・公民館等、活動の場を提供します。 

・地域福祉の担い手として、活躍します。 

・一人暮らしの高齢者の見守りを実施します。 

・地域との連携・行政との協働により高齢者生活を支援していきま

す。 
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1 現状と課題 

本町の身体障害者手帳所持者は令和２年４月１日現在で 908人、療育手帳所持者は、122

人、精神保健福祉手帳所持者が 81人となっており、障がいのある人の人口に占める割合は

横並びになっています。町では、平成 30年に第４期障がい者計画を策定し、計画に基づい

て支援を行ってきましたが、障がいのある人への理解が進まず、障がい者の社会参加や社会

復帰を阻害している要因となっています。このような状況を踏まえ、誰もが障がい者等への

理解を深めるとともに、障がい者等に対する福祉サービスや保健・医療等の総合的な施策展

開により、自立した生活を送れるようサポート体制を確立していく必要があります。また、

障がいや発達障害を抱えた子どもの早期発見と早期療育を図り、障がいの重度化や二次障

害へつながらないように関係機関と連携して支援を行っていますが、さらなる支援体制の

構築が必要です。 

さらに、町内の道路や公共交通機関、各種公共施設でのユニバーサルデザインに基づく生

活環境基盤の整備とともに障がい者施設等の充実も求められています。 

 

2 施策の基本的な方向性 

７年後の姿 

●障がい者等の社会参加が増え、誰もがいきいきと楽しそうに暮らして

います。 

●障がいのある人も地域社会の中で、やすらぎと生きがいをもって暮ら

しています。 

 

取組の 

方 針 

●障がい者等の社会参加と自立の推進を図り、ユニバーサルデザインの

考え方を取り入れた公共施設の整備に努めます。 

●子どもたちの発達支援をサポートし、地域の中で安心して生活できる

よう、さらなる支援体制の構築に努めます。 

 

 

 

 

第 3章 誰もが健やかで安心して生活できる環境づくり 

3-3 障がい者福祉の充実 

第３節 福祉と子育て環境の充実を図ります 
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3 『７年後の姿』を実現するための方策と役割分担 

 

4 成果指標と目標値 

成果指標 当初（平成 21年度） 中間値（平成 26年度） 実績値（令和元年度） 目標値（令和 4年度） 

障がい者交流事業参

加者数 
125人 125人 116人 135人 

作業所通所者数 32人 38人 54人 45人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
【ユニバーサルデザイン】 

 ●高齢であることや障がいの有無などにかかわらず、すべての人が快適に利用できるように製品や建造物、生活空間
などをデザインする考え方。 

主体の分類 想定される役割 

行

政 

町（国・

県） 

・障がい者等に対する理解を深めてもらうため、町民に対する啓発を行い

ます。 

・障がい者等の社会参加の機会を提供します。 

・公共施設のユニバーサルデザイン化を推進します。 

・ボランティア及びボランティア団体の育成等を行う社会福祉協議会を支

援します。 

・福祉サービスの充実と保健・医療との連携を強化します。 

・障がい者等への生活支援を図ります。 

町

民

等 

個人 

・可能な限り、積極的に社会参加を行います（障がい者等及びその世

帯）。 

・障がい者等を理解、尊重して社会参加に関しての手助けや支援を行い

ます。 

地域・団体 

事業所等 

・障がい者等が参加できる地域活動の機会をつくります。 

・障がい者等が安心して生活できる環境をつくります。 

・障がい者等の雇用拡大を図ります。 



- 82 - 

 

 

 

1 現状と課題 

近年、少子高齢化社会の進展や核家族化、一人暮らし高齢者世帯の増加などにより、町民

の福祉に対するニーズはますます増大し、多様化、複雑化してきています。こうしたニーズ

に的確に対応していくためには、従来の福祉施策の充実に加え、町民相互の助け合いを基調

とする地域福祉の推進が不可欠となります。 

本町では、平成29年度に｢第４期障がい者計画｣、「第５期障がい福祉計画・第１期障がい

児福祉計画」｢子ども・子育て支援事業計画｣を策定し、福祉行政の円滑な推進に努めてきま

した。また、町内には社会福祉協議会をはじめ、在宅介護支援センターや特別養護老人ホー

ムなどで様々な地域福祉サービスが提供されており、さらには、多くの民間ボランティア団

体が組織され、高齢者や障がいをもつ人に対する支援が行われるようになってきました。 

このように多様な主体が参画し地域福祉活動の展開が図られ、高齢者や障がい者などが

地域の中で一緒に助け合いながら暮らしていけるような環境が整備されるとともに保健、

医療との連携を深めながら地域で必要な福祉サービスが総合的に提供されることが求めら

れています。 

また、近年の景気低迷による経済情勢が、社会的に弱い立場にある高齢者をはじめ、傷病・

障がい者世帯、生活保護世帯やひとり親世帯に経済的負担を与えているため、不安のない生

活を送ることができるよう支援していくことが必要です。 

さらに、精神上の障がいにより自ら意思表示できる能力が不十分で、配偶者や四親等内の

親族がない場合においては、権利擁護を図る取組が求められています。 

 

2 施策の基本的な方向性 

７年後の姿 

●ボランティア団体をはじめ、地域住民の支援により、不安なく安心して生

活を送ることのできる体制が確立しています。 

●生活保護世帯から自立する世帯が増えています。 

 

取組の 

方 針 

●社会福祉協議会をはじめとする地域福祉のネットワークを推進します。 

●誰もが等しく普通の生活を送れる福祉のまちづくりを推進します。 

●高齢者や障がい者の権利を守るための取組を推進します。 

 

 

 

 

第 3章 誰もが健やかで安心して生活できる環境づくり 

3-4 みんなで支えあう地域福祉の充実 

第３節 福祉と子育て環境の充実を図ります 
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3 『７年後の姿』を実現するための方策と役割分担 

 

4 成果指標と目標値 

成果指標 当初（平成 21年度） 中間値（平成 26年度） 実績値（令和元年度） 目標値（令和 4年度） 

生活困窮者自立支

援の相談件数 
― ７件 14件 10件 

成年後見センター

の相談件数 
― ― 13件 20件 

※生活困窮者自立支援事業：平成 27 年４月からの制度 

※成年後見センター設置：平成 30 年３月から設置（町社会福祉協議会へ業務委託） 

 

 
 

【ユニバーサルデザイン】 
 ●高齢であることや障がいの有無などにかかわらず、すべての人が快適に利用できるように製品や建造物、生活空間
などをデザインする考え方。 

【成年後見制度】 
 ●認知症、精神障がいなどの理由で、預貯金などの財産管理や、契約等の締結などについて判断能力が不十分で自分
でこれらのことを行うのが難しい場合に、家庭裁判所によって選ばれた「成年後見人」が保護し、支援する制度。 

  

主体の分類 想定される役割 

行

政 

町（国・

県） 

・地域福祉計画を策定します。 

・生活保護制度の適正な運用により、最低限度の生活水準を保障すると

ともに、早期自立を促します。 

・幼児期から、高齢者や障がい者とのふれあいを深めることにより、社

会的弱者に配慮できる教育を推進します。 

・社会福祉協議会等、福祉団体が行う地域福祉に対する取組を支援しま

す。 

・地域福祉に関する町民の啓発や教育を徹底します。 

町

民

等 

個人 

・一人ひとりが福祉に対する考えを正しく理解し、自らも高齢者や障が

い者等の社会的弱者に配慮した行動を実践します。 

・地域における福祉活動を理解し、積極的にボランティア活動に参加し

ます。 

地域・団体 

事業所等 

・生活困窮者に対し、生活福祉資金の活用を図ります。 

・行政と連携して、生活保護世帯の自立を支援します。 

・高齢者や障がい者が参加できる地域活動の機会をつくります。 

・ユニバーサルデザインの視点に立った製品を開発します。 

・地域で活動するボランティアの育成や支援を行います。 
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1 現状と課題 

 本町では、年々出生数が減少し、近年は１年間に生まれる子どもの数が 100人を下回って

います。少子化が進むと、子ども同士で遊ぶ機会や互いに切磋琢磨する機会が減少するほか、

教育活動や学校行事、部活動などに支障が生じる可能性がでてきます。 

このまま少子化が進行すれば、将来的には、地域経済を支える労働力が不足するのは必至

です。一方、高齢者は増加傾向にあり、将来は約半分が 65歳以上の高齢者になると予測さ

れ、少ない労働人口で多くの高齢者を支えることになります。 

少子化の原因の一つが未婚化と晩婚化です。ほとんどの場合、子どもを産む前提条件が結

婚ということになるので、結婚する若者の減少は出生数の減少に大きく影響します。 

結婚については、これまで個人や価値観の問題として、行政や地域で応援しにくい環境に

ありましたが、少子化対策は結婚からですので、結婚をしやすい環境整備や結婚を応援する

機運の醸成を図り、地域や行政などが一体となって、結婚をしたい町民の支援を強化する必

要があります。 

 

2 施策の基本的な方向性 

７年後の姿 

●結婚や妊娠・出産に希望が持てる若者が増えています。 

●結婚を応援する社会的機運が醸成され、結婚を応援する仕組が構築され

ています。 

 

取組の 

方 針 

●関係団体等と連携し、出会いのきっかけづくりを支援します。 

●婚活イベントの充実を図ります。 

●縁結びサポーター等と協力し、結婚希望者の結婚活動を支援します。 

 

 

 

 

 

第 3章 誰もが健やかで安心して生活できる環境づくり 

3-5 出会いの機会の充実 

第３節 福祉と子育て環境の充実を図ります 
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3 『７年後の姿』を実現するための方策と役割分担 

 

4 成果指標と目標値 

成果指標 当初（平成 21年度） 中間値（平成 27年度） 目標値（令和２年度） 

有配偶率（20～49歳） 61.3％ 61.7％ 65.0％ 

※国勢調査時の数値 

※令和３年度以降については、数値的な目標は設定しないが、令和７年度の国勢調査に向けて有

配偶率の上昇に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【有配偶率】 
 ●有配偶者が 15歳以上人口に占める割合。  

主体の分類 想定される役割 

行

政 

町（国・

県） 

・結婚に対する意識啓発を図ります。 

・気軽に参加できる出会いの場の提供を行います。 

・結婚を応援する機運の醸成を図ります。 

・民間団体等が実施するお見合いイベント等を支援します。 

・縁結びサポーター等の活動を支援します。 

・結婚に伴う経済的負担を軽減します。 

町

民

等 

個人 
・一人ひとりが結婚に対して前向きに捉えます。 

・結婚や子育てのすばらしさを理解します。 

地域・団体 

事業所等 

・出会いイベント等の情報周知や参加の呼びかけを行います。 

・独身男女の交流を図るイベントの企画や支援を行います。 

・縁結びサポーター等地域で結婚支援活動を行います。 
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1 現状と課題 

本町には、住民生活に欠かせない公共交通機関として、会津鉄道株式会社と野岩鉄道株式

会社の２つの第三セクターによる鉄道と、会津乗合自動車株式会社の生活路線バスや地元

のタクシー会社による乗合タクシーが運行されています。これらの公共交通機関について

は、マイカー利用の増加と観光利用客や沿線住民利用者の減少等により、大変厳しい経営状

況にあります。 

鉄道会社に対しては、福島県や沿線市町を中心に支援を行い、さらには広域的連携による

利用促進活動を行っていますが、年々利用客数が減少し厳しい状況が続いています。 

生活路線バスにおいても、会津乗合自動車株式会社に対する支援や幹線以外の地域での

乗合タクシーの運行など、公共交通の維持と住民サービスの向上に努めていますが、人口減

少や高齢化、自家用自動車の依存度の高まりなどから、町民の「バス離れ」には歯止めがか

けられない状況となっています。 

鉄道・バスともに大変厳しい利用状況ですが、児童・生徒や高齢者等の交通弱者にとって

は大切な移動手段であるとともに、首都圏等からの観光客の二次交通として欠くことので

きない移動手段となっています。 

今後は、地域住民に公共交通の必要性をさらに認識してもらうとともに、南会津町公共交

通網形成計画に基づきこれまでの運行形態の抜本的な見直しも含め、新たな公共交通の仕

組みづくりが求められています。 

 

2 施策の基本的な方向性 

７年後の姿 

●利便性の高い公共交通体系の確立により、子どもから高齢者まで積極的

に公共交通を利用し、誰もが快適に生活ができています。 

●高齢者など交通弱者も移動することが容易となり、社会参加の機会が増

えています。 

 

取組の 

方 針 

●鉄道、生活路線バス、乗合タクシー等、公共交通を利用者のニーズに合っ

た総合的かつ効果的な交通網と運行形態を整備します。 

●第三セクター鉄道の観光資源化を目指し、鉄道会社等と連携を図り沿線

の豊富な観光資源を有機的に結びつけることにより、新たな利用者の発

掘と地域の活性化を促し、活力ある地域振興につなげていきます。 

 

 

 

 

第 3章 誰もが健やかで安心して生活できる環境づくり 

4-1 利便性の高い公共交通の確立 

第４節 安全で快適な生活環境を形成します 
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3 『７年後の姿』を実現するための方策と役割分担 

 

4 成果指標と目標値 

成果指標 当初（平成 21年度） 中間値（平成 26年度） 実績値（令和元年度） 目標値（令和４年度） 

乗合タクシー利用

者数 
14,799人 13,935人 12,623人 15,000人 

会津・野岩鉄道輸

送人員 
1,113,549人 911,304人 813,179人 1,058,000人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

主体の分類 想定される役割 

行

政 
町（国・県） 

・公共交通機関のみならず地域住民と協議及び支援を行い、利便

性を向上させます。 

・交通手段（鉄道・バス）の安全性を高めます。 

・公共交通利用促進のための普及啓発を行います。 

・公共交通拠点及び周辺の環境等の整備とアクセス道路の整備を

行います。 

町

民

等 

個人 ・積極的に公共交通機関を利用します。 

地域・団体 

事業所等 

・運行上の安全性の確保と他の公共交通機関との連携による快適

性、利便性の向上を図ります。 

乗合タクシー 
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1 現状と課題 

近年、全国的に子どもや高齢者が犯罪の被害者となる事件が多発しています。また、なりす

まし詐欺や架空請求で多額の現金をだまし取る悪質な犯罪も増えています。子どもや高齢者を

犯罪から守ることはもとより、様々な犯罪を未然に防ぎ、安心して暮らせる地域社会を築いて

いくためには、まず、町民の防犯意識を高めることが重要です。地域において防犯協会や関係

機関による防犯活動が行われていますが、今後も、警察など関係機関と連携を密にするととも

に、町民意識の高揚を図り地域ぐるみの防犯対策の意識強化が望まれます。 

平成23年７月に発生した新潟・福島豪雨災害、さらには平成27年９月に発生した関東・東北豪雨災

害において、本町では甚大な被害が発生しています。このような自然災害に備え、日頃から、町、消

防団、各集落の自主防災組織等の連携を深めておく必要があります。 

本町には、町民の生命・財産を守るため南会津町消防団が組織されています。近年の消防団

員の減少への対策として、消防団OBからなる機能別団員「先遣隊」を組織し、地域内の災害発

生時に備えていますが、今後もさらなる消防団員の確保に努めるとともに、消防防災活動を支

える消防施設や資機材を計画的に更新していく必要があります。また、常備消防組織としては、

南会津地方広域市町村圏組合消防本部が設置されており、広大な南会津郡内町村をカバーして

います。今後も関係する団体、組織が連携を深め、火災や複雑多様化する自然災害に対応し町

民の安全・安心を確保していかなければなりません。 

交通安全対策については、観光客等の町外者による交通事故も発生しており、交通安全施設

の整備とともに、事故から身を守る意識の高揚や交通教育の充実が求められています。 

一方、消費者を取り巻く問題として、近年、食品偽装事件をはじめ、悪質商法の巧妙化・高

度化が進行しています。高齢化が進む本町においても消費者被害の増加が予測されることから、

今後とも消費者への迅速な情報提供と地域、学校、職場、家庭などでの啓発活動に努め、消費

者の自立とトラブルの未然防止が求められます。このため、時代に即応した消費者の育成や消

費行動を支援する施策の推進が求められています。 

2 施策の基本的な方向性 

７年後の姿 

●消防団員の確保が図られるとともに活発な自主防災組織が増え、町民の防

災意識が高揚し、日常的に災害へ備える体制ができています。 

●防犯パトロールなど地域の自主的な活動が進み、犯罪が発生しにくい町

になっています。 

●架空請求やなりすまし詐欺の手口を町民が理解し、被害者が発生しない

町になっています。 

●交通安全に対する意識が高まり、高齢者や障がい者、子どもなど社会的

弱者への配慮がなされています。 

●賢い消費者が増え、消費者がトラブルにあった際に迅速に対応できる態

勢が整っています。 
 

第 3章 誰もが健やかで、安心して生活できる環境づくり 

4-2 犯罪や災害から地域を守る体制づくりと消費者の安全確保 

第４節 安全で快適な生活環境を形成します 
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取組の 

方 針 

●町民の生命・財産を災害（火災・地震・水害等）から守る体制の強化を

目指します。 

●犯罪の発生を抑制し、安全に安心して生活できる町を目指します。 

●警察署と連携し、架空請求やなりすまし詐欺の防止に努めます。 

●交通安全意識の高揚を図り、交通事故のない町を目指します。 

●多様化した消費社会に対応できる消費者の育成と、消費者保護のための

対策を推進します。 

3 『７年後の姿』を実現するための方策と役割分担 

4 成果指標と目標値 

成果指標 当初（平成 21年度） 中間値（平成 26年度） 実績値（令和元年度） 目標値（令和４年度） 

災害時避難計画策定件数 

（各集落自主防災組織） 
－ 

（平成 27年度） 

50件 
54件 72件 

交通死亡事故件数 ２件 ０件 ０件 ０件 

火災発生件数 ９件 ８件 ４件 ０件 

なりすまし詐欺事件数 － ０件 ０件 ０件 

主体の分類 想定される役割 

行

政 
町（国・県） 

・消防団員の確保と計画的な消防施設の更新を図ります。 
・気象に関する情報を収集し町民への注意喚起に努めます。 
・地域防災計画の実践と自主防災組織の育成に努めます。 
・危険が予想される箇所等を整備し災害の未然防止に努めます。 
・犯罪及び防犯に関する情報を収集し町民への注意喚起に努めます。 
・交通安全意識の普及啓発を図り、危険箇所の解消に努めます。 
・消費者がトラブルに巻き込まれないように注意喚起を行うとともに、
消費者団体の育成と支援に努めます。 

町

民

等 

個人 

・日頃から、災害に備え、自分の身の安全は自分が守るという意識を持
ち、災害発生時には迅速に行動できるようにします。 

・各防災機関や自主防災組織が行う活動に積極的に参加し、災害発生時
には共助の精神で支え合います。 

・犯罪や詐欺に巻き込まれないように、日頃から正しい知識の習得に努
めます。 

・交通安全に対する意識を持ち、交通ルールの遵守と正しいマナーを実
践します。 

・正しい消費知識を持ち、トラブルに巻き込まれないようにします。 

地域・団体 

事業所等 

・地域貢献への役割を認識し、防災体制の整備や事業所の耐震化、防災
訓練の実施に努めます。 

・自主防災組織をつくり、町民の相互協力関係を築いていきます。 
・町民が犯罪に巻き込まれないように防犯パトロールを実施します。 
・交通安全に対する啓発や研修を実施します。 
・地域及び消費者団体間で、消費知識情報の共有化を行い、トラブルの
未然防止に努めます。 
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1 現状と課題 

平成 23年３月 11日に発生した東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故により、

広範囲に放射性物質が放出され、それに伴う土壌汚染や健康への影響など、全国で安全・安

心な生活を脅かす事態となりました。 

本町においては、福島第一原発から 100㎞以上離れていることや山々に囲まれた地形な

ど、地理的条件等により空間放射線量は低い値で推移しています。しかしながら、住民の

健康への影響に対する不安や風評被害による農林産物の販売数量・観光宿泊客の激減など

過去に例を見ない事態となりました。 

町では、町民の放射線による身体への影響調査や健康管理、農林産物等食品の検査や空

間線量・土壌調査等の実施により町民の不安を軽減し、併せて、放射線による風評被害の

払拭に向けた取組を続けていく必要があります。また、脱原発を推進するとともに自然再

生エネルギーの導入を推進し、本町の安全・安心を確立させ、福島の復興をリードしてい

くことが求められています。 

 

2 施策の基本的な方向性 

７年後の姿 

●放射線対策が確立され、町民が健康で安全・安心な生活をしています。 

●南会津町の安全性が広く認知され、交流人口が増加しています。 

●福島県の復興をリードし、福島の魅力を県内外に発信する拠点になっ

ています。 

●自然再生エネルギーが導入され、環境にやさしいまちづくりが進めら

れています。 

 

取組の 

方 針 

●放射線対策を実施し、健康で安心して生活できる環境づくりを推進す

るとともに、町の安全性を広く PRすることで、風評被害の払拭に努め

ます。 

●国・県の原子力災害に係る復興事業に積極的に取組みます。 

●脱原発を推進するとともに自然再生エネルギーの普及促進に取組みま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

第 3章 誰もが健やかで安心して生活できる環境づくり 

4-3 東日本大震災からの復興と安全・安心のまちづくり 

第４節 安全で快適な生活環境を形成します 
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3 『７年後の姿』を実現するための方策と役割分担 

 

4 成果指標と目標値 

成果指標 当初（平成 21年度） 中間値（平成 26年度） 実績値（令和元年度） 目標値（令和４年度） 

公共施設の自然再

生エネルギー導入

施設数 

１施設 12施設 17施設 20施設 

 

  

主体の分類 想定される役割 

行

政 
町（国・県） 

・県とともに健康調査を実施し、町民の健康状況の把握と健康管理

に努めるとともに相談体制を継続し、放射線に関する知識の普及

に努めます。 

・空間線量や農林産物等のモニタリング調査を実施し、迅速かつ適

正な情報を提供することで、町民の放射能に対する不安を軽減す

るとともに、風評被害払拭に向けた取組を行います。 

・国、県の災害復興事業を積極的に活用します。 

・脱原発を推進するとともに、自然再生エネルギーの導入と普及

推進を図ります。 

・教育旅行の復活に向けた取組を強化します。 

町

民

等 

個人 

・放射線に関する正確な知識を身につけます。 

・安全確認のできた食品だけを食べます。 

・健康診断や健康調査を積極的に受けます。 

・脱原発を推進し自然再生エネルギーの利活用に努めます。 

地域・団体 

事業所等 

・放射線に関する知識を高め、安全で安心な商品管理を徹底しま 

す。 

・自然再生エネルギーの普及推進に努め、脱原発を推進します。 

きらら 289 に設置された木質バイオマスボイラー 
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