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お達者教室 成人保健事業
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○地区お達者教室。健康教室

一

Ｉ地区蝋位で行っている健康教室で，地区公民館を会場とし、個別健康相談、病態学

習、体操､認知症〕う防や､福祉サービスについての学稗などを実施しています。対象は、

おおむね６０歳以上の方ですが、地域にいる方は誰でも参加してもらいたいと呼びか

けています。平成２０年度から２１ｲ|臭度の参加ﾉ、数は横ばいでしたが、平成１７年度に

比べると５ｲド間で２．２倍増加しています。

また、サロン活動とお逃持数室を同時Iﾙl催で'足施する地低も贈加しています。

主な内容は、

510

別０

、
ソ

側予防・・・理学療法士による運動教室です。

関節痛や腰痛・盗勢の確認など、体操の指導やWil別相談もできます
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／☆認知ｿ,i;予防・・音楽療法|:による歌と健康体操です。

なつかしい歌となつかしい話題で脳刺激をしながら楽しみましょう。

作業療法士による作,Y,づくりと体操です。

Ｌ手先を動かし脳刺激をしながら素敵な作品を作りましょう。

教室参加者延べ数．教室開催延べ回数の推移（Ｈ１７～２１年度）

育涌肋・・・筒哩栄擬|:による,ｉＩ話、I淵理尖Ｗです。

食育カルタの尖淡や、元気に暮らすための食事作りの工夫の紹介。

塩分を控えた手軽にできる料理、不足しがちな栄養素（カルシウム
など）がとれる料理、地元の食材を利用したおかずの実習などです

護予防・・・地域包括支援センターと社協職員による数室です。

認知症･介護保険等身近なお話です。
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成人保健事業。お達者教室

健康管理事業における社協の役割
佐久穂町社会福祉協議会会長’'１山英雄

佐久棚町社会稲祉協識食では、地域

福祉を惟進する中核的な側休として佐

久穂11｣及び地域住民と協伽で「誰もが

安心して採らすことができる福祉のま

ちづくり」の推進を使命とすると、経

営指針に柵iっています。

福祉蛎業を専門に実施するﾈ|:協が、

地域福祉事業の推進により「誰もが健康

伝いすることで、他Ali悩理‘lf業の一塊を

wll1っております。

現在国や地方rl治休は、地域医療と

地域福祉が連桃した地域包括ケアシス

テムが必要fnI欠とされ、その櫛築を

推進しています。

佐久穂町では既に｜-数年前から、下

曲病院、Ｉ/I§久総合病院を巾核として|llI

子育て支援

雌康智lIi1｢|蝶と関係があるのかと思わ

れがちですが、福祉には、「公的扶助やサービスによる生活の安定、充足」と言う意味

があり、また「福祉」の文字は幸福を意味する【さいわい、しあわせ、神が授ける柵、

めぐみ、さいわい】からできていて、福祉事紫とはＴ全ての住民が健康で幸せに生活を

おくる為に行われるものＩと,i･えます。

その幸せ、健康にﾉk活することを実現するための組織がﾈ|:協であり、他康管理事業の

果たす役削です。

祉協の事業は医学的雌康智理京葉ではなく、地域福祉事業の推進により「誰もが健康

で、安心して煤らすことのできること」をおｆ伝いすることで、他Ali悩珊lf業の一塊を

いきいき倶楽部

の保健部門・福祉部門、そして社協が

しっかり連携した、町民全ての皆さんが「雌服で、安心して生活できる」健康管理支

援体制を築き上げてきました。

今後も更に'''1、病院、祉協がより連桃して'１１｢民の皆さんの他ﾙ|鍬皿事業に併せる'’１

祢に応えなければなりません。

その為に社協では、地域福祉活動推進課が斗I心となって、地域で支援を必要とする
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成 人保健事業お産者教室

よりあい亭 いきいきサロン

人達の相談や各#|iサービスに繋げるための援助、そして気軽に集まれてlIl'llMづくりが

できる憩いの場や介縦ア防・健康づくりの場を皿して、健康でｎ分らしく聯らし続け

ることのできる地域づくりを、

①有償/1§宅橘祉サービス「ふれあいサポート」１１#巣②ふれあい．いきいきサロン4蝶

③ボランティアまちづくりセンター④見守りネットワーク構築⑤結婚納談事業など

の地域福祉事業を尖施することにより実現を図っています。

また、住宅柵祉サービス課では、

①居宅介謹支援]l雛②訪問介謹事業

③通所介護事業デイサービスセンター

「ふれあい」・「こまどり｜

④宅老所「よりあい亭」

⑤訪問看護ステーション事業

⑥日中一時支援・タイムケア事業

⑦配食サービス事業

③移送サービス‘l喋

などを実施して、縦もが住み慣れた場所

で、自分らしく岬倣を持っていつまでも

標らし続けていけるよう支慨しています。

今後も地域の皆さんと共に、「自助」「共

助」「公助」が充実した地域社会の実現と、

地域社会の保健・編祉課題の解決や発生

予防に取組み、全町民他康管理競業の更

なる充実を'１１｣.と協側で椛進します。
Ｆ■

こまどりデイ夏祭り

ボランティアの皆さんのフラダンス

ふれあいデイ中学生職場学習

Ｉ
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心疾患全休

成人保健事業

脳 血 管 寝 胆 全 休 急 性 心 筋 梗 塞

佐久穂町地域診断からみえること
佐久保健福祉事務所保仙nii三枝祥子

Ｉ

ノ

１ はじめに

地域保健の広域的専門的拠点としての機能が求められている保健棉祉事務所は地域

全体の健康情報を収集・分析して健服課題を提言していく役割があります。今回、人

LI動態統計や死亡の状況など健康状態を示す統計を用いて(/,§久穂111Jの他康の特徴を分

析し、雌服,洲題を探る「地域診断_|を寵施しました。

２ 方法

厚生労働台発表の主な死因別標準化死亡比（平成１５年～平成１９年）及び保健福祉事

務所所管の死亡に関するデータを用いました。

標準化死亡比とは、年齢構成の違いの影糾を取り除いて死亡率を全同と比較したもの

で基準値ｌＯＯより大きいと全国より高く、

、

／ 、

図表１Ｈ１７～Ｈ１９年lOOより小さいと全国より低いことを示し

ます。

３ 結果

(1)佐久穂町の概典

平成１７年の平均寿命は、男性７８．９歳

で長野ﾘI↓の７９．８歳より短く、女性８６．５

歳で長野ﾘ,↓とlIilじでした。、ド成２１年の,Ｗｉ

齢化率は３Ｌ６％で長野県２６．１％より,附

く、平成２０年度一人当たりの老人医療

世については628,978円と８１１|j町村巾

低い方から１４番F1でした。

(2)標準化死亡比の状況

男女共に遇裳が最も向い状況でした。

兇性については脳|ﾉ､lllllilLが１５５２、急性

心筋梗塞が１４６．４とかなり高く、他に胤

殺、肺炎も高い状況でした。（図表１．２）

部位別の悪性新生物について男性は気袴・

気管支・肺がんが１０３．７と最も高く、女

性は胃がんが１０４．８と最も高い状況でし

た。（図表３．４）
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H１５－１９悪性新生物の部位･市町村別の比較(男性）
6４

H15-19悪性新生物の部位･市町村別の比較(女性）
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(3)若年（６５歳未満）の死亡の状況

平成２０年の６５歳未満の死亡割合は16.8％と長野県の１２１％より高い状況でした。

平成１７年から平成２０年の６５歳未満の死因別死亡数では悪性新ﾉ|夏物、心疾患、脳血管

疾患、自殺の順に多く、Ｉ‘|殺死亡数は総死亡の７２％が６５歳未満でした。部位別悪性新

生物死亡数では肺がんが最も多い状況でした。

４考察

今Ｉ且'、地域診断を雌に町保liM1､'１片と意見交換会を実施しました。

急Il|i心筋梗塞、脳血ｆＷ疾態死亡比が,断いことについて''11.机､&背より高'111圧の状況につい

て十数年前より改善がなく|IlJ全休として意識が下がっているという意見があり、改めて

の取り組みの必要性について典通認識が出来ました。

また、男性の肺がんﾀ亡に関して喫煙状況の実態について調査し、今後保健事業に反

映させていくことを提案しました。

男性の平均寿命の短さの愛因として若年死亡が多いこととの関連があると考えられま

した。若年死亡の状況については、青年期、壮年期の自殺が多いことから長野県自殺対

策推進事業に基づき佐久穂町も実態調査を実施することとし、Ｉ'|殺対策の視点通もって

きめ細かい相談対応の必襲''1;についても共通認識をもつことが出来ました。

５まとめ

今|い'、地域診断を坐に雌Al馴1題に閏する意見交換を実施することで保健隔祉事務所と

町との連携がより硲になりました。また、今後も地域診断の結果を活かして町の保健蝋

業展開へ結び付けていく必喪性があると感じました。保健福祉事務所としても今後も引

き続き町の保健施策の企画・立案の一助となる支援を続けていきたいと考えています。
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母子保健事業 母子保健謂業。子音鷲ランド

21年庇年膜

皿

○子育てランド

助産師相談の様子

Ｉ 子どもの成長の確認、情報交換の場や仲間づくりの場となることをねらいとして、乳児

とその保謹者を対象に伽ｌ２１１ｌｌほど尖施しています。赤ちゃん休拠発育発達について、

ﾉ|括リズムなどのミニ学科会や、助郷iiiによる助産師相談も併殺して↑j:っています。

利用者の推移は（図表ｌ）のとおりですが、２～３ケ月の赤ちゃんの参加もあり早期か

ら母親同士の仲間づくりができます。会場内ではちょっとした悩み相談をする光景もみら

れます。

助産師相談は予約制ですが、妊雌鴨婦または婦人科トラブルのある女性を対象に、母乳

不足、卒乳タイミング、児の休噸増加不良、母親の身体的、精神的な悩みの相談に応じて

います。個々に応じた柑淡がゆっくりできるとして、厭親の巌後の身体トラブルへの対処

方法やN乳fi:児を勧奨しています‘：

２０年腹

図表１参加者数の推移

参加者数（人）人

凹型鍾蕊塗詮蔚；響聾景－７

』

灘；．、

図表２助産師相談利用者総数（人）

助産師相談利用者総数（人）
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母子保健事業おそぴの広場

○あそびの広場

母子のふれあいと健やかな子育ての応援をねらいとして、保育園入園前の子どもおよび

その仙糊荷が対象です。杵ながらの仏統１１:‘'1:や季節の1郷に合わせて|ﾉ1容を拷えながら、

毎ﾉｊ２１ＩＩｌほど実施しています。

また、日頃の子育てにおける悩みを解決できる場の提供として、‐f育て相談'二Iを併設し

ています。

さらに、食育の一環として、食ﾉk活改伴推進協議会会員の協力を得て、手作りおやつの

提供も実施しています。内容は、｜_↑味を控えたもの、季節の野菜や果物を利用したもの、

郷土に伝わるものが中心で、９月にはおだんご作り、１月にはまゆ玉作りなど、行事にち

なんだ食べ物を作る体験実習も好評です。各家庭でも実践できるように手作りおやつのレ

シピは毎回配布しており、好評だったおやつの中には、保fi:Nilのおやつとして提供するこ

とになったものもあります。

参加者数の推移

紺あそびの広場参加者数(組）

８００

６００ローー一ロ
里－－－ｕ一へロ４００

２００

０

１７年度18年度'19年膜20年雌21娠膜
参加者数６９０５８９５５６６５４４４３

賎 鍵‘
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母子保健事業・子育てママの料理教室

○子育てママの料理教室

子育て中の付親を対象に平成１６年から実施している料理教室です。親子・家族の食生

活を豊かにすることをＨ的に、①料理のレパートリーを増やす（郷土食の伝う侭も含む)、

②季節の素材について知り、料理に活かす、③バランスのとれた食事の組み立て方を知る、

ことを、実践を通じて学んでいきます。すこやか応援団の皆さんのご協力をいただき、託

児も併設しています。

参加者数の推移

開催同数 延べ参加省数

１７年度 ７回 １３９名

１８年度 ７回 １５６名

１９年度 7回 １３２名

２０年度 6凶 ８９名

２１年度 ５回 ５５半，



食育の推進について

○佐久穂町食育推進計画の策定と食育の推進について

私たちの食生活は、核家族化、個人の価値観やライフスタイルの多様化等に伴い、

近年大きく変化しています。朝食欠食やｆどもだけによる食事が購え、食櫛による家

族団らんの機会も減り、貴頑な食文化を縦順する機会も失われつつあります。このよ

うな環境の変化のなか、栄養の偏り、不Ｉ,U1Ilな食『#、肥満や生活習慣病の増加など様々

なiHl胆がﾉｋじています。

住Ltが(Mかな唯活を樹み、生派にわたって''1分らしくﾉ|ﾐき生きと過ごすために「食」

は欠かせないものであり、特に、家族をji蝿として、子どものころから食に対する正

しい知識と実践力を身につけることが極めてT同嬰です。

このような状況を踏まえ、「食」を通して′k涯にわたって住民の心身の健康と豊かな

人間性を育むことを|ゴ指し、「食脊椎進委員会」を設慨して「佐久穂町食育推進;|･両」

を策定し、町の特性を生かした食行を推進していきます。

１．食育推進委員会（平成２２年５月発足、任期２年）

（１）委典の構成

・小中学校代表（保識者代災・栄鎚教諭・栄養上・給食指導教諭代表）

⑫保育園代表・千曲病院管理栄従l：・佐久総合病院保健師

・社会補祉協議会栄養士・食州§活改解推進協議会長

・雌服づくり且会長・保他惟進ｕ食艮

・股村生活マイスター代表．』Ａ代表

・佐久保健福祉事務所管理栄養上・・般公募による者３名

・役場窮務局

（２）食行推進委幽会の役削

「食育計画」の策定（平成２３年３月）と食育の推進

２．食育推進計画の基本目標（平成２３年度～２７年度）

１．朝食を食べよう２．「通端」を心がけよう（薄味に慣れよう）

３．食事のバランスを終えよう３．アルコールのとり過ぎに気をつけよう

５．食に関する体験を増やそう

３．食育の推進

食育の惟進は住民一人ひとりが主役です。家庭が|:台となり、地域の中から

支え合い、それぞれの役1';'1に応じて食育の惟進が図れるよう、食fi;推進委肌会

を中心に、関係機関が辿携してlIlIぐるみの食育を催開していきます。

6m目

Ｉ
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旧町村の健康管理事業年表

合併後の健康管理事業年表

町立千曲病院を中心とした

健康管理

地域での住民検診の実施

老人保健施設の建設

佐久総合病院と連携した

集団健康検診

口腔衛生に対する取り組み

胃施設検診・村民ドックが

始まった経過

やちほの家
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健康づくりのあゆみ
～笑顔があふれる佐久穂町をめざして～

一….…w面Nw雨MWNN雨､q,__一㎡

-－一-=＝評夢＝

；
Ｉ
‐

附州踊畷

Ⅱ 胡出

|日町村の健康管理事業のはじまり

}蝋MES,．､ー

』ー

h賭』

b削げb9■ー



瓜
■

¥

･』

淵誠闘縮緬職一一Ｔ
４月平林地区編入合併（世帯数2,255戸、人口11,161人）
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旧町村 年表
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夏上区ほか６地区で赤痢発生

『

〃

、__

１０月第１回町民運勤会開他

2月大字高野町榎田に附届診痴所を開設

佐久平上水道組合加入
(昭和35年から高野町地区に給水開始）

９月大日向村縄入合併（世帯数2‘064戸、人口10‘499人）

４月平林地区編入合併（世帯数2‘255戸、人口11,161人）

亘上区ほか６地区で赤痢礎生

年

昭和１８年

Ｉ ｡ ｡ ｡‐＝＝画一一

昭和22年

昭和27年

昭和28年

昭和29年

ご寺●■口やＰ■■

昭和30年

健康管理頚業の動き

４月大日向村、海瀬村､栄村国保組合事業開始

一＝＝一-一--ローーー厚＝＝画●－－中一や■｡■｡■■■■■■■■■ロ■■ゆゅ■一口ローーロー甲一一一一 ＝－－－－－

４月栄村国保頭業休止（昭和30年２月まで）

８月謂婚儒諮'鯉蝶で）
６月栄村･海瀬村・大日向村・青沼村・畑八村で、結核

診療所組合を設立

９月栄村大字高野町雁明に結核診旅所開院八ケ岳硫黄鉱害反対迩肋
（翌年増築完了）

１０月学校 法人 昭和 医科 大学 に経営を委託館簡易水道竣工

画や本郷針の木沢簡易水道竣工

１１月栄村、海漁村合併朋印 式４月東地区簡易水道竣工
＝

２月２村合併、佐久町制施行（世帯数1‘753戸、人口8,814人）

８月「佐久町公民館報』創刊

句｡●守口再一⑤一宇－－－＝一一画一■■ｑｑｑ■＝■■--＝一一----ーーｰ一＝■■ ■■｡●●●■■=■産■ー■■■■

影新田簡易水道

町の主な出来事

昭和３１年 夏川久保地区で赤痢

昭和32年

昭和33年

昭和34年

６月大日向地区「有線放送電話施設」
完成、通話、放送開始

１月海瀬東部地区にも有線放送完成

９月台風２１号及び22号により土木.
農作物に大被害

４月「有線放送電話施設」全町完成

▲＝■■＝＝■■｡■｡■●＝ｐ■■ー■■宇一マーーーーーーーーー一‐■‐■■

４月佐久束中学校を佐久中央中学校
に統合

８月～９月台風7号(８月）及び15号
(９月）により大被香災害救助法適用

花岡簡易水道竣工



健康管理事業の年表。旧佐久醐

年

昭和３５年

昭和36年

昭和37年

昭和３８年

昭和39年

昭和40年代

昭和４１年頃

昭和43年

昭和44年

昭和40年代
後半

昭和45年

昭和46年

企一中邑一一一■一一■凸

昭和‘１７年

健康管理事業の動き

6眉結核患者の減少､佐久町域の疾患状況を鑑み､診療所
第一病棟(53床）を一般病床に転換

町に保健師を配置（１名）

１１月診療所の診淑科目は、内科・呼吸器科・小児科。
外科・整形外科・胃腸科・皮膚科・泌尿器科．

放射線科にく翌年２月眼科増設）

４月公募により診療所名称を「千曲病院」に変更
消化器系成人病住民仙診開始

各地区に保健委員を設世

11月診療所第一病棟(53床）を一般病床に転換

結核（肺レントゲン）検診を開始

健康教室を開始く保健所と共催）

食生活改苗推進協髄会を設固

胃がん検診開始

４月老人医療費支給制度施行（町単独事業75歳）

１０月結核
佐久

診療所組合が解散、千曲構院は組合立から
町立に

同和地区へ保健所による鯉康相駿事業開始

毎週月曜日に健康相談と母子手帳交付を開始

保健所による脳卒中特別対流WIT梨開始

成人病検診開始、町と千曲捕院で実施

５月～６月千曲病院の経営が昭和大学く元昭和医大)から
佐久町に移管、以後町営に

子宮がん検診開始

４月町保健師を２名に増員

毎週月曜日の健康相談と母子手幅交付を町公民館に移動

7２

町の主な出来事

１０月商工会法による商工会発足

４月佐久平し尿処理組合発足

４月南佐久環境衛生組合発足
Ⅱ

昭和40年
４月大日向僻地保育所間所

４月栄保育所開所

４月海瀬保育園|i咽

３月統合中学校完成

１０月「同和対簸砺業モデル町」に指定

１０月役場庁舎ﾗ誠i蕊(高野町中河原j嘘
移転後の建拘は改修後に公民館として利用

１１月第一回佐久町産業展開僻

6月高野町同和教育集会所開所

地方主要道が国道299号に昇格

２月第一次長期振興計画基本柵想謡決

３月佐久町農業協同組合発足
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Ⅱ

年

昭和48年

昭和49年

昭和49年頃

昭和50年代

昭和50年代
へ当

昭和50年代

昭和52年

昭和53年

昭和54年

昭和50年代
後半～

昭和55年

昭和56年

健康管理事業の年表旧佐久町

健康管理事業の動き

１月重度心身隙がい者医療費支給制度､乳幼児医療費支給
制度発足

７月佐久町福祉センター完成、以後毎週月曜にセンター
保健室で健服相談を開始

４月国保世帯主入院医療賀１０剖給付棚始

１０月国保高額医療費支給制度発足

●陣凸●●●｡■■●■●■●■●●｡。■■■■■■■■■■●申守画寺｡●

111j神陳がい者家族会「智栄会」設立

乳児健診に発達チェックを導入
(３ヶ月～４ヶ月原、６～７ケ月児、９～１０ヶ月児）

母と子の料理教室開始

冬期室温調査〈保健委員の協力で毎年実施）

１月町単独で母子通園訓糾蛎業洲始
言語訓綴等、親の会に補助金が＝のちの｢ひまわり会」

３月佐久町老人福祉センター開股

１０月第１回佐久町社会福祉大会開催

１１月機能訓練（リハビリ）開始（老人福祉センターにて）

重度障害者、寝たきり老人等への妨問入浴サービスを
開始（簡易ビニール浴槽、５５年にタンカ付浴槽）

在宅訪問診査（寝たきり老人訪問診煮）開始

３月～４月佐久町立千曲病院移蛎新築工耶職工

さわやか健康教室開催（保健所と共催）

３月佐久町立千曲病院移娠祈築工順完成(現在地)、
にＵ新設完成

乳房検診開始

４月旧千曲病院跡地に身体隙がい者療護施設｢千曲園」
開設

町の主な出来事

８月八十巌（宿岩）橋完成

11月南佐久大橋完成

11月社団法人「佐久町朋発公社｣股立

三本木団地造成・分譲

１１月第一回文化展開他

昭和50年
２月町制施行２０周年記念式典

５月佐久町生活改善条例施行

宵少年育成会結成
｢家庭の日さく毎月第３日曜日)を股ける

昭和５０年

１１月佐久町隣保館完成

春総合運動場完朗

1１月第一回文化産業展開催

１０月臼田外２ケ町村珊塊衛生組合

｢廃棄物処理施設｣八千秘村に完成

３月佐久町婦人研修センター完成



健康管理事学の年表旧佐久町

年

昭和56年度

昭和５７年

昭和58年

昭和59生

昭和５９年度

昭和59年度

昭和６０年

昭和60年頃

昭和６１年

昭和62年

健康管理事業の動き

４月～６月健康管理についての部落懇談会開催
（町村１６ケ所502人参加）

精神障がい者の入院医療Ｗを助成開始(自己負担分全額）

町の主な出来事

７月がん検診を含めた「砺民ドック｣を開始３月古谷ダム完成
（35歳～69歳）

９月健康を守る訓演会「肺がんを防ぐために」開催
（婦人研修センター）

南佐久郡母子通園訓練が開始され、町の事業も合流１０月第一回さくさくまつり開催
＝あゆみ園

佐久町体力づくりキャラバン事業実施（公民館）平林保育園開園

３月佐久町保健センターを開 設 １ １ 月 佐 久 町 古 谷 保 養 セ ン タ ー
臼石荘開所

９月「さくまち保仙衛生だより」を創刊１２月鮪二次長期振興計画策定

町単独での「断酒会」設立

老人保健法施行

子宮検診と乳房検診をセットで実施

親と子の体力づくり教室開催（公民露）

町保健師と農協生活指導員との連絡会開始一
(月１回、後の健康問題連絡会）

６月～館報さくまちに「健凍管理シリーズ」コラム開始３月佐久町社会体育館が完戊
（最終号Ｈ17.1.1第452号までの計188回）

（主に千曲病院医師･看護師・栄養士などが執筆）３月｜非核平和の町宣言」採択

主婦に対する生活と健販についてのアンケート実施７月町営バス迎行開始
（大日向一上区線）

８月町制30周年記念式典

成人病検診意識調査実施

４月千曲掴院仙服管理部創股

健康問題連絡会を開始

１月佐久町健服づくり推進協誰会設置栄洲橘完成

１月子どもの食と生活に間するアンケート実施
〈保育園児・小学生対象）

９月「さくまち保仙衛生だより」を創刊

町単独での「断酒会」設立

老人保健法施行

子宮検診と乳房検診をセットで実施

親と子の体力づくり教室開催（公民露）

町保健師と農協生活指導員との連絡会開始
(月１回、後の健康問題連絡会）

６月～館報さくまちに:､健凍管理シリーズ」コラム開始
(最終号開17.1.1第452号までの計188回）

(主に千曲病院医師・看護師・栄養士などが執筆）

主婦に対する生活と健販についてのアンケート実施

７月がん検診を含めた「砺民ドック｣を開始
(35歳～69歳）

９月健康を守る訓演会「肺がんを防ぐために」開催
(婦人研修センター）

南佐久郡母子通園訓練が開始され、町の事業も合流
＝あゆみ園

佐久町体力づくりキャラバン事業実施（公民館）

３月佐久町保健センターを開設

３月第１回健康を考える町民のつどい開催（婦人研修センター）
その後２年に１度は千曲病院祭と一緒に開催

7４
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年

昭和６１年度

昭和６３年

平成元年頃

平飢元年

D 宇 宇 ｡Ｐ画●●●｡｡■

平成２年

平成２年度

平成３年

平成３年度
～

平成３年度

平成４年

平成４年度
Ｆ，里

平成４年度頃

平成５年

平成５年度

平成５年度頃

健康管理事業の年表・旧佐久町

健康管理事業の動き

70歳以上の高齢者対象に検査項目を簡略化した
｢寿ドック」を実施

１０月千曲病院にＣＴスキャナ導入

保健所、農協、町が共催で「母親大学」を開講

｢聴尿病予防教室」開催

在宅寝たきり老人結核レントゲン検診開始

６月佐久町・八千穂村組合立老人保健施設開設

1０月千曲病院町立移管20周年記念病院祭開催

｢すぐすぐ訓座JIllliIll（年５回〉

梢神隙がい者の
(鞘神保健法第

通院医療費の助成開始
32条該当者）

４月佐久療護園開設

在宅寝たきり老人等歯科検診開始
(平肌４年度から歯科指導も実施）

乳児健診に歯科衛生士の協力(むし歯予防対策）

｢商脂血症」の学習会開縦

｢すぐすぐ剥座」に保育士による親子遊びを導入、
年７回の開錨

町内保育園・小中学校にてフッ素洗口開始

在宅機能回復訓練（リハビリ）開始

お誕生相談と育児学級にむし歯予防のカリオスタット
検査を導入（千曲病院検査室の協力）

佐久町老人保健福祉計画策定

｢大1M」の学習会聞仙

２月洲神障がい者デイケア開始（週１回〉

町保仙師３名に

冬季仙旗相談と学習会に寸劇を取り入れる

■●■｡●■｡守呈■●■‐産寺■ー■ｰＦ■手■ー‐一宇一宇一一＝＝‐ー＝＝ー画一ローーーーーー画画

｢すこやか健康講座」開剥く保健所と共催）

町の主な出来事

３月第二次長期振興計画後期
５ケ年基本計画策定

３月ショッピングパーク｢ラーチ｣開店

２月「ゆとり宣言の町ｊ決舗

９月環境宣言の町

重なり団地造成・分譲

３月東小学校・大日向保育園
改築落成式

６月部落完全解放の町

９月佐久町総合運肋公咽
「元気がでる公園」完成



健康管理事業の年表。旧佐久町

年

平成６年度

平成７年度

平成８４

平成８年度

平成8年度
へ▲

平成９年

平成９年度
～

平成１０年

平成１０年度

平成１０年度
頃

平成１１年

平成１１年度

健康管理事業の動き

｢肝臓」の学習会開催

Ｆ１歳半健診」開始〈以前は幼児健診〉

４月手職病院に神経内科新設

10月千曲病院内に佐久町訪問署護ステーションが開所

１０月千曲病院に麻酔科新設

｢母子保健計画」策定

老人センター内に佐久町共同作業所開所(６月）、
認知症老人デイケア｢やまぷき会」開始

骨集団健診と骨の健康教室開始

町保健師４名に

町に栄養士を配置､「健康増進栄養計画」策定
3歳児健診が県（保健所〉から町に移誠

新生児（第１子〉の全戸訪問開始（以前は希望者のみ）

あそびの広場開始（月１回〉

１月千曲病院３階病棟を療養型病床郡に変更、
全休120床から１１７床へ

１０月佐久町高齢者福祉施設「花の里ふれあい」完成

10月佐久町・八千穂村組合立老人保健施設を増築し、
老人保健施設｢さやか」完成

１１月在宅介護支援センターを開所、保健師１名配置

｢はははの教室」開始（ＲＤテストも実施､２職児対象）

さわやかシルバ･クリニック開催（保健所と共催）

脳刺激教室を開催(60歳以上対象）

佐久町共同作業所増築

子育てアンケートを実施

町の主な出来事

平成６年３月第三次長期振興計画
(基本構想・基本計画）策定

６月敬老自治体宣言の町

夏乙女の森バンガロー村間所
<林業栂造改善事業）

1１月佐久町制施行40周年式典開催

１月あらゆる差別をなくそう
町民のつどい開催

４月佐久町体育協会設立

４月農産物加工開発研究施設完成
(６月～販売開始）

雁明ニュータウン造成・分譲開始

３月第三次長期振興計画策定

４月佐久リゾートゴルフ倶楽部
オープン
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7７

年

平成１２年

平成i２年度

Ⅱ
平成１３年度

へ■

平成１４年

平成１４年度

平成１４年度

平成１５年度

平成１６年

平成１６年度

平成１６年度
ワニマ

平成１７年

健康管理事業の年表。旧佐久町

健康管理事業の動き

４月介護保険制度開始

８月千曲病院町立移管30周年記念式典開催

元気っ子教室を開催（子どもの健眼を守るための教室）
慨j内３小学校で実施後、全町でも開催

町保健師５名に(保健予防に３名､在宅介護へ２名の配置）

前年度実施の子育てアンケートの結果を受け、
離乳食教室開始

あそびの広場が公民館と共催に（月２回）

日だまりクラブ開始（閉じこもり予防）

4月宅老所｢よりあい亭」側所

作業所開所により中断していた濡神隙がい者デイケア
を再開（月１同）

脳卒中後遺症等の方対象ｒ元気会」発足く仲間作り、
閉じこもり予防）

精神隙がい者ホームヘルプ馴鋼1M始

妊婦教室（両親学級〉開催

３月佐久町共同作業所｢ほほえみ」側所
(共同作業所の新築・移転）

健脚度測定、転倒予防教室開雌

ダイエット教室間催

たばこ髄関するﾝフンケート調査実施(男女2,000名対象）

全ての出生児に対し新生児訪問開始

個別健康教育実施
(高コレステロール血症で同意のあった方対象）

町の主な出来事

３眉「佐久町行政改革大綱改訂版｣策定

４月佐久広域連合設立

４月茂来当のトチノキが林野庁｢森の
巨人たち100選」に避出

４月栄・平林保育所統合

８月住基ネツトスタート

栄橋が土木学会選奨「土木遺産2002」
に指定される

余地ダム本体完成

２月佐久町八千穂村任窓合併協畿会
合併貰否町民(住民)アンケート実施

３月佐久町生涯学習館｢花の郷茂来
館｣、さくまち図帯館完成

６月余地ダム海水完了

１０月佐久町八千穂村合併協定
調印式

２月町制施行50周年記念式典．
閉町式典



健康管理事業の年表旧佐久町

年 健康管理頭業の動き 町の主な出来甑

平成１７年 ３月佐久町閉町、佐久穂町発足

下記参考文献および当時の関係者の方の証言等をもとに作成いたしました。

参考文献： 佐久町『佐久町制５０年のあゆみ』

佐久町『佐久町町勢要覧』

佐久町『佐久町老人福祉制度のあゆみ』

佐久町了佐久町の福祉・保健事業皇

佐久町誌刊行会『佐久町誌歴史編三近・現代』

佐久町役場社会課『さくまち保健術生だより』

佐久町公民館『佐久町公民館報縮刷版』

長野県精神障害者家族会連合会了ニュースながのかれん３０周年特集号』

長野県国民健康保険団体連合会『信濃の国保三十年史』

長野県国民健康保険団体連合会『信濃の国保四十年史』
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旧町村の健康管理事業の年表
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年

昭和１８年

昭和23年

昭和24年

昭意２６年

p■■●

昭和28年

昭和29年

昭和30年

昭和３１年

昭和32年

昭和33年

昭和34年

昭和35年

健康管理事業の動き

畑八(１月>、穂積(４月)、北牧(４月）国保事業開始
畑八､穂積､北牧の総合診療所開設される(昭和23年まで）

診療所、畑八村国保直営となる

秘馴全域に赤痢発生(222名〉

上畑に赤痢発生〈24名）

穂積地区に赤痢発生(118名）

剰境術生指導員発足（８名）

測職畑八村合併、八千穂村誕生

鞭岩に赤痢発生(１２名）

国民fEmI保険法改訂反対運動
(半額窓口徴収反対にむけて隙柵など）

栄稚グループ発足

映画「農村の病気」八部で掘影

６月衛生指導員会発足(８名)､現境衛生指導員の組織菅え

７月健康検診の実施方法佐久病院と打合せ会議

９月健康手帳の説明会くＮＨＫ取材）

1０月第１回健康管理合同会鮒

１２月鍵康検診開始

村の保健婦が２人に増員

科学技術庁農村保健委員会が八千穂村の仙康管理調査

第２回健康管理合同会議で母子保健の検討、
乳幼児検診・妊婦検診を年６回に

村の主な出来事

八郡間易水道開設

－－凸｡Ｐ一句ロー宇宇－－－－■

筆岩而易水道開設

大冷害

天神町簡易水道開設

全村に有線放送開設

穴原簡易水道開設

上水道朋設

千代里地区八千穂村に編入

伊勢湾台風被害

台風７号、１５号災害

国鉄佐久穂積駅を八千穂駅に改名

中学校統廃合で八千穂中学開校

松井グランド完成
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八千穂商工会発足


