
松川町元気センター（仮称） 

整備計画 

令和 3年 3月 



目次 

1．整備計画の目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 

2．整備計画策定の経過 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 

3．各事業の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 

4．各事業の利用者数の推移  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 

5．各事業のタイムテーブル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 

6．基本方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 

7．実施事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 

8．設計コンセプト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 

9.事業を進めるにあたって ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 

10．整備計画  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 

11．資料編 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 



松川町元気センター（仮称）整備計画（案） 

1．整備計画の目的 

町が保有する社会福祉施設は、主に昭和 50 年代に建築された施設と、平成 10 年

以降に建築された施設に大別されます。 

このうち、老人福祉センターは平成 29 年度に実施した耐震診断の結果、一部で耐

震基準を満たしていないことが判明しました。また、地域活動支援センター等の事業を

行っている旧北名子保育園も老朽化が進んでいることに加え、トイレや洗面所に不便

を感じながらの活動が続いています。 

これらを受け開催した、「松川町福祉総合計画推進協議会」での“まとめ”では、これ

ら両施設の機能を統合し、別の場所に移築するとの提言を受けました。 

町ではこの“まとめ”を受けた新たな施設整備を進めるにあたり、近年の人口減少や

超少子高齢化の状況を鑑み、年齢や障がいの有無に関わらず、すべての人が自分ら

しく、それぞれに役割を持ちながら社会参加できる地域共生社会の実現を目指してま

いります。 

2．整備計画策定の経過 

本整備計画（案）の作成にあたっては、「地域福祉連絡協議会（スタッフ会議）」や

「元気センター（仮称）検討委員会（以下、「検討委員会」といいます。）」などを開催し、

様々なご意見やご提案をいただきました。以下にこれまでの会議経過をまとめました。 

尚、検討委員会においていただいたご意見等につきましては、資料編に添付してあ

ります。 

年月日 相手方・会議名 内容

H29.10.10 福祉総合計画推進協

議会（H29 第 2 回） 

・ 老人福祉センターの耐震結果について 

・ 社会福祉施設の今後の方向性について 

H29.11.16 福祉総合計画推進協

議会（H29 第 3 回） 

・ 社会福祉施設の今後の方向性について 

H29.12.11 福祉総合計画推進協

議会長 

・ 町長へ、「社会福祉施設の在り方に関するまとめ」

の提出（於：町長室） 

H30.5.17 地域福祉連絡協議会

（H30 第 1回） 

・ 社会福祉施設の在り方について経過報告 

・ 旧ハローミヤ改修計画（案） 

・ 現地視察 

H30.6.28 駒ケ根市 福祉を考え

る企業の会 

（社福）佛子園理事長 雄谷良成氏講演会 

「キーワードはごちゃまぜ」 

社協 5名、親愛の里 3名、議員 3名、役場 1名 



年月日 相手方・会議名 内容 

H30.7.5 地域福祉連絡協議会

（H30 第 2回） 

・ 旧ハローミヤの改修について 

要望事項について（コミュカフェ、出張デイ、エコ

ール親愛） 

設計プロポーザルについて 

・ 今後のスケジュール（案）について 

H30.8.20 地域福祉連絡協議会

（H30 第 3回） 

・ 社会福祉施設保全計画（案）について 

・ 「元気センター（仮称）」整備計画について 

今後のスケジュール 

検討委員会の内容について 

検討委員会名簿 

検討事項（案）について 

必要な部屋数について 

H30.8.30 検討委員会（第 1回） ・ 社会福祉施設保全計画について 

・ 「元気センター（仮称）」整備計画について 

H30.9.18 検討委員会（第 2回） ・ 設計コンセプトの具体的検討（第 1回） 

・ 社会福祉法人 佛子園視察参加のとりまとめ 

H30.10.1 地域福祉連絡協議会

（H30 第 4回） 

「元気センター（仮称）」コンセプトの検討 

H30.10.9 

～10 

検討委員会視察 石川県 （社会福祉法人）佛子園 視察 23 名参加 

シェア金沢、西圓寺、行善寺 

H30.10.18 地域福祉連絡協議会

（H30 第 5回） 

（社会福祉法人）佛子園 視察の感想 

設計コンセプトのまとめ（案）について 

施設内容について 

「元気センター（仮称）」の構成事業所の選定につい

て 

H30.10.25 検討委員会（第 3回） ・ （社会福祉法人）佛子園 視察の感想 

・ 設計コンセプトの具体的検討（2回目） 

・ 必要な機能について 

H30.10.31 一人暮らしの会全体交

流会 

「元気センター（仮称）」整備について説明 

H30.11.2 コミュニティカフェよろ

ず講演会 

「元気センター（仮称）」整備について説明 



年月日 相手方・会議名 内容 

H30.11.8 地域福祉連絡協議会

（H30 第 6回） 

経過等説明 

「元気センター（仮称）」設計業務委託設計コンペ

について 

「元気センター（仮称）」運営参画事業所募集要項

について 

各部屋の検討 

H31.1.17 ㈲稜建築デザイン 建築設計業務委託契約締結 

H31.1.26 上伊那ブロックボランテ

ィア交流研究集会 

（社会福祉法人）佛子園理事長 雄谷良成氏講演会 

「人生 100 年時代とごちゃまぜ社会」 

「元気センター（仮称）」検討委員 4名、議員 1名、保健

福祉課 1名 

H31.2.22 地域福祉連絡協議会

（H30 第 7回） 

・ 「元気センター（仮称）」設計（案）等について 

・ 2/27 検討委員会の持ち方について 

・ 今後の進め方について 

・ 建設委員会の立ち上げについて 

・ スケジュールについて 

H31.2.27 検討委員会（第 4回） ・ 元気センター（仮称）設置事業 設計提案図面 

・ 施設の方向性について 

・ 「元気センター（仮称）」レイアウトに対するご意見・ご

提案 

※町長選が予定されており、それまでは動くべきではな

い旨の発言をいただく 

Ｒ1.11.8 検討委員会（第 5回） 「元気センター（仮称）」に係る経過について 

「元気センター（仮称）」についてのご意見（コミカフ

ェ、あすなろ利用者さん、エコール親愛保護者さんよ

り） 

意見交換 

Ｒ1.12.23 地域福祉連絡協議会 

（Ｒ1 第 1回） 

・ 11/8 検討委員会より 

・ 「元気センター（仮称）」方向性の検討（第 1回目） 

・ 全体スケジュール（案） 

・ 「地域共生社会」講演会について 

・ 第 6回検討委員会について 



年月日 相手方・会議名 内容 

Ｒ2.1.15 地域福祉連絡協議会 

（Ｒ1 第 2回） 

・ 「元気センター（仮称）」方向性の検討（第 2回目） 

・ 第 6回検討委員会の流れの確認 

・ 「地域共生社会講演会」について 

・ 老人福祉センターの代替施設について 

Ｒ2.1.31 検討委員会（第 6回） 第 5回検討委員会でのご意見と事務局の考え方につ

いて 

レイアウト案について 

グループ毎話し合い、発表 

全体スケジュール（案）について 

「地域共生社会」講演会について 

Ｒ2.2.5～7 「生涯活躍のまち」推進

アドバイザー人材育成

モデル研修 

場所 東京都神田カンファレンスルーム他 

参加者 親愛の里施設長 大澤孝史氏 

・基調講演「生涯活躍のまち」 

・講演「生涯活躍のまちのつくりかた」 

・ 「地域主導でつくりあげる生涯活躍のまち」 

・政策課題の整理と理解、事例紹介 ほか 

Ｒ2.2.14 地域福祉連絡協議会 

（Ｒ1 第 3回） 

・ 第 6回検討委員会グループでの話し合いのまとめ 

・ 「生涯活躍のまち」推進アドバイザー人材育成モデル

研修報告 

・ 「地域共生社会講演会」について 

Ｒ2.2.16 地域共生社会講演会 演題 「あなたの『その先』を考えた居場所作りを」 

講師 高山さや佳氏 

参加者 54 名（うち町外者 8 名） 

Ｒ2.4～  ・代替施設へ移動 

コミュニティカフェ → 上片桐地区公民館へ 

出張デイサービス → 社会福祉協議会へ 

放課後等デイサービス → 宗源原民家へ 

Ｒ2.7.8 地域福祉連絡協議会 

（Ｒ2 第 1回） 

・元気センター（仮称）に係るこれまでの経過の確認 

・ 5/12 付け「意見書」、5/15 付け「提案書」、「提案書」

の課題について 

・元気センター（仮称）の方向性（案）について 

・今後のスケジュール（案） 

Ｒ2.7.20 検討委員会（第 7回） ・元気センター（仮称）の方向性（案）について 

・今後のスケジュール（案） 

・検討委員の皆さんから意見聴取 



3．各事業の概要 

新たな施設整備では、老人福祉センター及び旧北名子保育園において実施してい

た事業を統合した拠点施設として整備します。 

これまで各施設において行っていた事業概要を以下に示します。 

(1）コミュニティカフェ 

①高齢者の集いの場、活動の場として、様々な活動を通して楽しみながら介護予防

やリハビリを行える場所。 

②下伊那赤十字病院と連携した健康講座や認知症予防プログラム、転倒運動プロ

グラム、栄養改善を目的とした栄養講座等医療機関と連携した介護予防事業。 

③特徴 

(ア) 様々なメニュー：多種多様で豊富なプログラムメニュー 

(イ) 自己選択・自己決定：一日の過ごし方を自分で決められる 

(ウ) 楽しむ介護予防：楽しみながら自然と介護予防やリハビリにつながる 

(エ)誰かの役に立つ：利用者が自分の特技や知識を生かし、必要とされていると

感じることが「生きがい」につながる 

(2）出張デイサービス 

①介護保険対象外の概ね 65 歳以上を対象に、自立した生活を送れるよう、生きが

いを必要としたり家に閉じこもりがちな方の送迎を行い、健康増進と介護予防につ

なげることを目的とした介護予防事業。 

②特徴 

(ア) 自治会、地域ごとに編成されたグループで、月 1 回定期的に実施 

(イ) 転倒・筋力低下防止のための介護予防体操、レクリエーション、脳トレを行う 

年月日 相手方・会議名 内容 

Ｒ2.9.24 地域福祉連絡協議会 

（Ｒ2 第 2回） 

・元気センター（仮称）に対するご意見 

・元気センター（仮称）の方向性の検討（場所、建物の

改築・改修、機能（集約型・分散型）） 

Ｒ2.11.19 地域福祉連絡協議会 

（Ｒ2 第 3回） 

・整備計画（素案）について 

Ｒ3.1.15 検討委員会（第 8回） ・方向性について（場所、建物） 

・整備計画（素案）について 



③グループ別人数（令和元年度）                        （単位：人） 

グループ名 あじさい あやめ きく さくら なでしこ ひより もみじ 

人数 9 10 11 7 7 11 9 

もも りんどう 福寿草 すいせん 合計 

8 8 8 13 101 

(3）地域活動支援センター“あすなろ”  

①調理や外出（図書館・レストラン・美術館など）、創作活動、生産活動などを行う。 

②生産活動は常時行っており、企業からの内職作業や牛乳パックをリサイクルした

椅子を作って販売している。 

③出来るだけ個々の希望に沿ったプログラムを計画し、職員だけでなく地域のボラ

ンティアや民生児童委員、保健師などとも協力しながら取り組んでいる。こうした活

動を通じて自分自身のスキルアップや社会との交流と促進を図る。 

(4）自殺対策・精神保健相談窓口 

①平成 28 年の自殺対策基本法の改正に伴い、「地域活動支援センターあすなろ」

と併設する「障がい者相談支援センター」内に社会福祉士等を配置して設置。平

日、窓口、電話、メールでの相談に対応。 

②生きることへの不安を抱えた方の相談にのり、必要に応じて専門機関へつなげる

役割を果たしており、他の事業と比較して一定の配慮が必要な事業となっている。 

(5）放課後等デイサービス 

①児童福祉法の規定に基づき、学校に就学している児童に、授業の終了後又は休

校日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流や促進を行う国の福

祉サービスの一つ。 

②学校や家庭とは異なる時間、空間、人、体験等を通じて、個々の子どもの状況に

応じた発達支援を行い、子どもの最善の利益の保障と健全な育成を図る。 

③楽しく「自信」をつけながら、様々な活動にチャレンジする「意欲や自主性」を大切

にしている。具体的には食育学習「エコール食堂」や、学習のつまずきや分からな

い問題に対して解き方のヒントを教える、学習習慣をつける、楽しく学習する、やる

気を引き出すなどの面でサポートを行っている。 



4．各事業の利用者数の推移 

(1)年度別推移                                     （単位：人） 

事業名 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

コミュニティカフェ 4,137 4,432 4,588 4,857 5,056 

出張デイサービ

ス 
1,574 1,368 1,223 1,135 1,024 

地域活動支援セ

ンター“あすなろ” 
1,103 1,541 1,948 2,361 2,399 

自殺対策・精神

保健相談窓口 
- - - 46 34 

放課後等デイサ

ービス 
2,755 3,038 3,123 2,880 2,840 

（2）1 日平均利用者数（令和元年度）                       （単位：人） 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月 

コミカフェ 23.8 22.5 25.0 20.9 19.2 24.4 23.3 22.2 21.1 22.5 26.1 11.4 

出張デイ 8.3 7.1 7.7 6.9 7.4 7.5 7.3 7.0 6.7 6.9 7.3 7.5 

あすなろ 11.7 11.7 11 11.5 10.6 10.5 10.6 11.1 11.7 10.5 9.47 9.38 

自殺窓口 0.2 0.1 0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4 0.2 0.3 0.2 

放課後等デイ 9.6 8.5 7.6 10 11.2 9.3 10 9.7 10.8 11 11.2 10.6 

（3）月別利用者数（令和元年度）                          （単位：人） 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月 

コミカフェ 475 428 499 460 345 440 489 443 421 427 469 160 

出張デイ 91 85 92 83 89 90 88 77 80 83 80 83 

あすなろ 245 210 230 242 211 200 202 221 223 199 180 197 

自殺窓口 4 1 0 2 1 3 3 4 6 3 4 3 

放課後等デイ 241 197 191 259 270 214 246 234 260 252 258 223 



自殺対策相談
窓口

（水のみ開設）

18:00

コミュニティ
カフェ

出張
デイサービス

放課後デイ
地域活動支援
センターあすなろ
（休：水・日・祝日）

10:00

5．各事業のタイムテーブル

■平日

8:00

9:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

19:00

スタッフ

ミーティング

活動

昼休み

活動

準備

スタッフ昼食

活動

スタッフ

ミーティング

活動

昼休み

活動

スタッフ

ミーティング

活動

昼休み

活動

スタッフ

ミーティング

相談

昼休み

活動

スタッフ

ミーティング

スタッフ

ミーティング



14:00

15:00

■休日（土曜日含む）

19:00

16:00

18:00

17:00

自殺対策相談
窓口

（水のみ開設）

8:00

9:00

10:00

11:00

コミュニティ
カフェ

出張
デイサービス

放課後デイ
地域活動支援
センターあすなろ
（休：水・日・祝日）

12:00

13:00

タイムケア

事業

昼休み

活動

（ほぼ屋外）

スタッフ

ミーティング

スタッフ

ミーティング

スタッフ

ミーティング

活動

昼休み

活動



6．基本方針 

これまでは、高齢者、障がい者、児童など縦割りの制度で事業が展開されてきまし

たが、今後少子高齢化が一層進む中、制度や分野ごとの「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「我が事」として参画し、人と

人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」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地域共生社会の実現を図ります。 

また、現在国が推進する「生涯活躍のまち」の考え方を融合させ、地域の特性を活

かしながら、「交流・居場所」、「活躍・しごと」、「健康づくり」、「住まい」の一体的な実現

を目指したまちづくりの実現（イメージ図参照）を目指します。 

尚、拠点整備にあたっては地域への波及効果を高めるため、町内の空き家や空き

店舗などを活用した事業の分散化も視野に入れていくことを基本方針とします。 

ターゲットエリア（＝町内全域）

課題 課題課題

老人福祉センター、旧北名子保育園の老

朽化による移転

高齢者の健康寿命の延伸

障がい者の居場所

居場所・コミュニティ拠点

【交流・居場所】

○ 交流拠点整備 多世代が互いに役割をもって交流

高齢者（コミュニティカフェ、出張デイサービス）

障がい者（地域活動支援センター“あすなろ”）

児童（放課後等デイサービス）

【活躍・しごと】

○ 就労の場の確保 障がい者就労、高齢者の活躍の場（カフェ運

営、販売コーナー出品、遊休農地を活用した農産物販売等）

【健康づくり】

○ 健康促進への取り組み 健康体操、フィットネス、保健師による

健康相談など

【住まい（移住・定住）】

○ 元気センター（仮称）を核とした地域活性化、魅力ある田舎づく

りによる移住促進（空き家バンクの活用）

○ 多様な人を集めるためのグループホーム等整備による定住促進

KPI（業績評価指標） 

【R2→R7】
① 毎年 10月時点
の自立高齢者

率

84.5%→84.6% 

② ボランティア

ポイント活用

による一般町

民参加人数

0 人→40 人 

③ 発達障がい児

に対するペア

レントトレー

ニング等によ

る町民サポー

ターの育成

0 人→30 人 

～イメージ図～ 



7．実施事業 

拠点施設で実施する事業は、以下の 5事業です。 

(1） コミュニティカフェ（以下、「コミカフェ」。） 

(2） 出張デイサービス（以下、「出張デイ」。） 

(3） 地域活動支援センターあすなろ（以下、「あすなろ」。） 

(4） 自殺対策・精神保健相談窓口（以下、「相談窓口」。） 

(5） 放課後等デイサービス（以下、「放課後等デイ」。） 

8．設計コンセプト 

(1）地域共生社会の拠点 

年齢や障がいの有無を問わず、誰もが自分らしく、「受け手」、「支え手」の枠を

超えて、それぞれに役割を持ちながら活躍できる施設 

「コミカフェ」、「出張デイ」、「あすなろ」、「相談窓口」、「放課後等デイ」が一つ屋

根の下で新たな連携を構築し、地域も巻き込んだ『みんないっしょ』の考えのもと、

各々が持つ機能を一層高め合える 

「見せる化」を意識した設計により、外部から入りやすく、関わりやすく、玄関から

も（階を問わず）館内を見渡せる施設 

（2）省エネ、省資源に配慮した快適な施設 

光や風を感じられる、明るく快適な環境 

木のぬくもりが感じられるデザイン 

（3）地域に開かれた親しみのもてる施設 

周辺環境との調和と解放感に満ちた施設 

共に学び、創造し、将来にわたり持続できる施設 

交流とプライバシー双方に配慮した施設 

（4）安全と安心に配慮した施設 

敷地を有効活用して、安全・安心な動線を確保 

施設利用者の活動を管理しやすい配置 

9．事業を進めるにあたって 

(1）居心地の良いスペースの確保 

障がいをもつ方等に配慮し、開放感を保ちながらも居心地の良い（気持ちを休

めることができる）場所を確保する。 

(2）「曖昧さ」を許容できるデザイン 

利用者が、自ら興味を持って他の事業に行き来できることから始まり、自然と事

業が連携できるような、「曖昧さ」を許容できるフロアデザインとする。 



10．整備計画 

(1）施設概要 

①名称 元気センター（仮称） 

②所在地 松川町元大島 3835 番 1 ほか 

③施設管理 松川町（将来的には「指定管理者制度」を活用） 

④敷地面積 2741 ㎡ 

⑤開所予定 令和 6年 4月 

(2）最低限必要となる設備（部屋）等 

種類 使用する事業 設置数 条件等 

全館共通 冷房設置 

床暖房設置 

Wifi（無線 LAN）設置 

外看板及び建物外壁デザインの周辺との

調和 

新型コロナウイルスを教訓とした、換気可

能な間取りと設備 

避難施設としても活用できるような設備 

車いす等の利用を考慮した広めのエレベ

ーターを玄関付近に設置（2 階建ての場

合） 

BGMが常に流れる 

将来的に融通が利くように、壁を作りすぎ

ない 

玄関 

1 

マイクロバス発着、雨天時でも濡れない広

めのキャノピー設置 

明るさ確保 

下駄箱への椅子設置 

案内板設置（点字対応） 

出入口 
1 

玄関と別に通常規模の出入口 

正面玄関から入れない方に配慮して設置 

エントランス  1 

玄関やフリースペースなどから 1 階、2 階

の様子が見える空間（2 階建ての場合） 

構造上の防火対策を考慮すること 



種類 使用する事業 設置数 条件等 

フリー 

スペース 

全事業 

1 

年齢・障がいの有無を問わず活動や交流

ができる 

キッズスペース 

下足、段差ＮＧ 

明るさを確保 

授乳 

スペース 

一般町民等 
1  

キッチン 

・ダイニング 

コミカフェ 

配食用弁当

作り 

1 

保健所対応キッチン、出入り自由のキッ

チン 

ダイニングはキッチンに隣接 

会議室等 全事業 1 場合によって町民も使用する 

手洗い場 放課後等デイ 1 設置基準に基づく専用手洗い場 

喫茶 

コーナー 

全事業 

一般町民等 
1 

いつでも誰でも気軽に立ち寄り、飲み物

が飲める 

外部から中の様子がわかる 

オープンキッチンを設ける（調理室） 

販売 

コーナー 

全事業 

一般町民等 
1 

利用者手作り品、地元野菜などが常時販

売できる 

相談室 相談窓口 
2 

相談用 

防音 

活動室 コミカフェ 

出張デイ 
4 

活動室（3 室）、静養室（1 室） 

荷物入れ 

あすなろ 
3 

活動室（3 室） 

事務室、ロッカー（活動室の一画に設置） 

トイレ 全事業 

一般町民等 

2 

手すり設置、自然に閉まるドア 

女子用 3基、男子用 2基想定 

自動点灯照明 

ウォシュレットトイレ 

多目的トイレ、おむつ交換可 

汚物水槽 

状況により可能な限り広めに多く設置 



種類 使用する事業 設置数 条件等 

トイレ ・放課後等デイ
簡易シャワー（1 基） 

※事業所に近いトイレに設置 

倉庫 
・全事業 

備品収納 

清掃用品収納 

各事業共有で使える 

給湯室 全事業   

事務 

スペース 

全事業 

1 

一般町民が夕方来ても使えるよう、施設を

管理するスペース 

全館でフリーワーキング可 

駐車場 全事業 

マイクロバス（長さ 7ｍ×幅 2ｍ）1 台 

ワゴン車（長さ 4.9ｍ×幅 1.9ｍ）4 台 

公用車 6台（普通車程度） 

職員 19 台（普通車程度） 

利用者20台（普通車程度）車いす対応駐

車場も含む 

植栽   緑を確保し、居心地の良い環境 

※町民が関われる仕掛けづくりの提案 

フリースペースの一画に町民が得意とするものを発表したり、若者のコミュニティビジ

ネスを応援する場所（情報発信や販売コーナーなど）を設ける 

外から中の様子がわかる、休憩場所を兼ねたテラスの設置  など 


