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長野県

松本市

長寿長野県の状況

頭韻し霜蒜長野県の健康長寿について

○長野県の平均寿命は募女其lこ全国易一博離2卸

男　幡生　　　　　　　　　女　性

1蝕：景：野！雑80．88義　　援；闘i蝿　87．18績！

2位　滋賀県　80．58歳　　　島根県　87．07歳

3位　字冨井県　80，47歳　　　沖縄県　87．02歳

全国　　　　　　79．59歳；　　　　　　　86，35歳i

O長里予県の長寿は世界的書こ続，てトップレヘリレの水準

C）県民一人当たり高「齢者医療費は低い方物置ら4番目

長里予県

平、二二：＿二三一・菅平二暴悪国電霜田悪藍墨



美しく生きる。
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蟹愛車窄凄義醇醤上松奪 長野県の平均寿命

｝平均寿命＿聡の中の輔県＿

費轟農の響櫓雑種⇒真東ともは重囲1蝕（書経22讐D
中嶋青嶋の機構∴∴∴ 
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松本市の健康寿命
＿＿＿旦22平均寿命との差3．59年 

（87．3歳） 
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H22平 �′均寿命との差1．64年 （80，8歳） 

H17　　H18　　H19　　H20　　H21　　H22　　H23

＊国の「健康寿命の算定方法の指針」に基づき、介護保険データを用いて算定したもの



長野県の医療費
一鼻先当たり

1某当たi虹匿，襲嚢 重事　態も高話“新島1偶富岳
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美しく生きる。

強襲縫　　長野県　健康長寿の要因

園

野菜　潮瓶陛）

高齢者就業率　猫22年度） 26．7鴨（1位）

頭　　　目 無　く順位）
野菜摂取量（1人1日当た男　袈性
（平成18－22年平均）　　　　女性

379雪　白位）

弱3堅　く1位鼻

靖　　　国 �農窮；堀：輔態を立ち �全　国 

食生活改善推進員1人当たり年開港勤国数抽23年度） �22．12国　雄0位） �17．2回 

保健稀薄員設置市町村数　胆24年草月1日現法） �7蹄77市町村 �県下ほぼ会域で活動 している例はない 

項i∴∴胃 県（順位）
保健輔数（大田口0万人当たり）　tH22年） 61，9人　は位）

薬専門職二屠節、歯科蹟節、薬剤締、保健姉、管理案義士等



美しく生きる、
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画圃
練絹頭語堅隷謡窪寺日韓傘 松本市
「「毒票雫5 東西52．2km　南北41．3キロメートル

面積97877K霜書　棚号 舌 �∴… �圃碩97ぢ∴ 
室 裏 書∴へ轟∴雪詳 �／寄」誓言 　　き 　　き �長野県内 

：∴ 」〝““ �設＼言童 葦豊註 蔓 鍋的‥∴∴∴i § 合 さ 重 き 喜 �∵…∴‾子一∴…i…i「 昌i∴！ 醇 

∴ 
出土 

で最も広い面積。

〇g輸“－喜一機中筆画輔雨蛙i潜羽車案臨龍配船も

松本市の主要指標
項　目 �数　値 �基準日 

面　積 �978．77平方キロメートル �平成22年3月31日 

人口（総数） �242，263人 �平成26年4月1日 

人口（男） �118，578人 �平成26年4月1日 

人口　（女） �123，685人 �平成26年4月1日 

世帯数 �101，908世帯 �平成26年4月1日 

老年人口割合 �25．6％ �平成26年4月1日 

人口密度 �248人／平方キロメートル �平成26年4月1日 

20－39歳女性人口（減少率） �29．9％ �日本創成会議公表値 

総人口（減少率） �15．2％ �日本創成会議公表値 

0－4歳の人口（減少率） �31．9％ �国立社会保障“人口問題研究所公表値 

（注）2010年と2040年を比較した場合の減少率



美しく生きる。
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田圃
鐙奮誘素麺綽猷帯松希

まちづくりの基本理念

墨壷壁靂＿日量蘇ら質焦土「壁遵奉撃
述彿馨鏑蟹健人生の質の向上

基本方針：20～30年後を見たまちづくり
基本姿勢：①まちづくりの主役は市民

行政は縁の下の力持ち
（行政依存からの脱却〉

②部局横断のネットワークで
③みんなで‘‘いいまち’’を創ろう！

《協働》
（職員や市民の意識改革）

松本市の将来都市像

美しく生きる。
諒浮腫康寿命建碑都市・松本

超少子高齢型人口減少社会における
まちづくりの都市戦略

ノ｝｝＼

「健康」を、20年830年後を見据えた

「活力ある超高齢社会の源」と捉える

無縁器
画題醒闇閣囲閣蝕！題闇路類醐艦艶麗間　醒醒　醒聞醒＿＿聞国＿＿闇聞聞聞闇＿＿＿　　　　　董



松本市のeつの健康

市民、産・学、行政の協働

∴も子∴・、“∴：二道圭孟÷∴i一日∴中間子雪∴「∴i∴∴　∴

翁健康寿命延伸都市の創造は地域が基盤
饅煽雰／逆鰭頚帯物事



地域力の向上が地域づくりの原点

6つの健康づくり　　　　　　5つの重点課題 
＼＼＼〉i㌃高域課題の解決。生活の質の向 ∴ �������上　位 � 
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「健康寿命延伸都市宣言」

健やかでいきいきと暮らすことは、私たちの共通の願いです。 

そのためには、自らの心と体、そして、私たちが暮らす松本のま 

ちが健康であることが大切です。 

私たち松本市民は、一人ひとりの「いのち」と「暮らし」を・ 

尊重し、「健康寿命」の延伸につながる人と社会の「健康づくり」 

をめざし、ここに松本市を「健康寿命延伸都市」とすることを宣言 

します。 　　平成25年3月14日議決 

国醍醐翻醒躍醒闇醒＿＿＿＿＿＿。，彊聞，＿霧整調謹



美しく生きる。
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軽震嚢　絃繚蔀毒継母 ソーシャルキャピタル

松本市の地域力

◆　住民組織

健康づくり推進員

食生活改善推進員

◆　福祉ひるは

◆　大学、民間企柴等との連携

・“　∴÷鴫ミ、、幣一一弱国病因国悪寒墨懇望霞

美しく生きる。

ノhヽ。

趣襲萄垂へ経簿諺奪浬布

ソーシャルキャピタル

松本市健康づくり推進員

高麗の「健癌づ句生月の関頭泰据い栂
「鰊靡露命煽鰯暗証輔車鵬弼弼虹謡博康甘

活動の目的 

●地区住民の身近なところから、健康づくり事業を推進する。 
～　学んで・地域へ　～ 

●健康増進の推進者として、関係機関と連携し、健康づくり 
事業が地域にゆきわたるように活動する。 

昭和50年から設置　　OBはすでに2万人

平成26年度　910名（女性870名、男性40名）

隷
書

愈態養う適温　凝滞



美しく生きる。
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醒醒
軽震肴萄避噺数年総体 松本市食生活改善推進員

地域で食を通じた健康づくり活動を展開している

ボランティアさん

昭和57年発足　会員386人

健康づくり推進員のOBも多数参加

，育児サークルなどでのおやつづくり

置小学生を対象に親子料理教室

“男性を対象に適塩でランスのとれた

食事づくり教室
〃高齢者を対象とした会食会　等

美しく生きる3
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醒国
籍漂車一手蟹常寵姦軸
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福祉ひろばとは？
福祉＝夢くり！ま地域ニラくり
地区福祉tJろiまの様々を要事業か竃、高歯舌の方を中′已lこ、障雷の
ある方、子と：もlこも優ししヽ、「誰も力嘗性みよしヽま・妄」二軍くりへと
墓富が・＝｝そしヽます○

．．・酸

地域住民の　　　綴　　　しっ弼r二三ノ 
ふオ135しヽの揚i　　　地域の倭2度づくりi∴ 

諾諸瑳調交流一曾‾ウル海草∴A懸溺ii謡漂裳語藷 ie－ 地域の事日昌発案エコ　　灘 

鸞※議，漆器　ハ／課　　復牡を奪えるつとJt．プ十回教書のつとしヽ、人物・ 
滋篤　補職は学習会、議連金種と ∴∴　「∴∴ 

地域福祉の 

駁還　蓬蓑琵三菱 
監嘉閑　　話竃叢話重素案一　基館認 

｛地域福祉の拠点｝ 地域色括支援．声＼　　　支所●浬胞畏重層 ≡≡＿梁亀鑑磐福藍薬毒茅 

読義慈潮騒

議親閲躍醗懸藤懸罷選饗議題蟻騒※

平成7年～

35の行政区すべて
に設置

運営は、地域住民が
中心となって実施
行政はサポート

豪農義
醒。，－　　　　　　　，

績滴れ完遂曇え∴∴治ま，謹



美しく生きる。
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醒国
縫姦雷　葱鮪蕊蜜松本 福祉ひろばでの活動風景

カラオケで健康づくり

／／醸 ���鰯鸞 �� 

i ふ∴千 言＿∴∴ � �� ��� ��∴一i∴　　　∴∴∴∴一一 
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美しく生きる。
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欝
惣嫁発受延悸載常盤萎

子どもと高齢者の交流

＼／ ���雛 ∴∴ 輝やi＼Yし ∴日 �頚 ���∴∴：∴－ 

∴工∴ ��／ �／＼瀦縮（掠 ��� 

∴ ∴主：「∴∴ ∴∴∴ �つ鴨場平壌∵ �羅 鱒 �雪可 �＼彩㌘＼ ��＋ 、・∴∴∴’ 藤∴ � �轢鱗 ∴∴　‾i÷∴ 

健康寿命延伸都市・松本プロジェクト
（企業連携事業）

脳活ポイントプログラム
への協力企業

㊧饗∵態欝讃
鰭活ポイントプログラムに今年も客脚しましよう喜

20録以上の接着市民館霧
ポイントシールを整めて応募すると態で賞品擦り薫育三

馬劇場一人1寂まで

遮窺蝉爺慧そう‘X∵鴛

信用金庫とがん検診の
啓発連携

一字詰ま

閣圏

雪の　h∵∴言看獣

三言嵩嵩≡「票藷悪
手　　　鋤鵜日録婆あ重くを　　　和議抑i

L三雲÷誓言竺

‾‾‾‾　　　　　　　‾　　　　　　‾＼

コンビニで健康相談

醗i関躍闇醐　一間一画醒閣　議誌，
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連携その1　若いときからの認知症予防対策事業
～脳活ポイントプログラム～

連携企業S団体
41社

フィットネスクラブや

新聞社“飲食店など
l∴　　　I章　一I 

雫箪警黙鸞誓牛X築上一子∴∴塙

連携その2　松本信用金庫との取り組み

がん検診の
PRパンフレットを作成

ノン｝ヽ〆．鍛忠　類既九重　◎格、食指鼠を．虫

へ∴r‾〆“裏　　手江　　　府　　　‾（　　斗　諸　法　サ　虚　‡

○盛装ま／器誓誓誇誓叢書誓…↑ン

騒畿響濃

⑧日本人の2人lこ1人ほ

が聞こ那加る？？

墜裳でがんiC張恕する（がんと薗遵灯る睦率は）

機鵬鯨鵡鶉

徳嵩喜霊紺
といか練でいます。

傭秘本高の死亡原因の
1位鯵がルビ碧o

溌本宿で酸平成21年において全死亡鞍1930人密

雲35人が秋定で亡くなってLlます。

松本借金のお客様、

¢讃誓柵の
男性こ膳捕、女性雪隠

大腰と跨ってい暮雪。

へま●　．

〃●

あ穂だをがルがら寄るのは

窃ぢた白鳥亡者。

種山短髪電話種i離こ

活用してくださいe

圏 舶請桟詮の効果

がん薄弱に奔見てきれ譜誌癒奉も高く

男毎への命運も少なくてすみます。

泌ん哀話の務舞子一生狩な曳く尊を一

（：奔毎夜揃い

C　　　　28　　　43　　　ge eQ

膳灘憩箋　経験

ご寂滅、凝友達高晩幅で
重電部照あつこ

継本誌の飯餌綬診電積籍轍こ

話題しまし虞雪ぎ

J鴨　で嶋

寧
掌
率
考
琴
曇
蜜
霧
藷
繋
漆
窮
ま
読
点

撰
謬
馨
襲
撃
誓
善
業
牽



連携その3　ローソン店舗駐車場で健康相談
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翁　松本市鰹康づくり計画のポイント
鐙穀孫‘薮蟹賓寧挫本

第2期　松本市態度づくり計画
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美しく生きる。
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第2期食育推進計画「すこやか食プランまつもと」に基づいて食苗を推進
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鎗市内35地匿すべてにウオーキングマップ
鍵癒発令逐矯読奇談母
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地域の資源を活かした
ウオーキングマップを市民
が協力して作成
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