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「小谷版小さな拠点」の構築に向けて⑨ ‥‥‥‥‥２

小谷村職員募集 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４

弾道ミサイル落下時の行動について ‥‥‥‥‥‥４

おたり山菜の会『採る山菜から、育てる山菜へ』を
モットーに活動しています　　　　　　　　　　 

‥10

小谷の資源を生かせたら
公民館芳香植物教室　富山でアロマ研修

‥11

中部山岳国立公園　栂池自然園
みずばしょう湿原
中部山岳国立公園　栂池自然園
みずばしょう湿原 撮影：猪股　崇志撮影：猪股　崇志
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特産推進室特産推進係　電話８２‐２５８９

誰もが最後まで自分らしく住み慣れた場所で暮らし続けられる村

目指す村の姿

新たな連携で地域課題を解決

生活の｢より所｣機能

●「54プロジェクト（ごしぷろ）」は、生活支援をはじめとする様々な住民サービスを、関係者

の連携や村民の共助で行い、誰もが自分らしく生きがいを持って暮らし続けられる地域をつ

くるための活動です。

●「小谷版小さな拠点」は、村民同士や村外者との様々な交流を生み出し、みんなが安心して暮

らし続けるための生活のより所となる機能が集まる場所の総称で、54プロの活動を支えます。

「小谷版小さな拠点」と５４プロジェクトの整理

■安心で生きがいのある暮らし

■交流のある暮らし

■居場所がある暮らし

■楽しみがある暮らし等

自分らしい暮らしの実現

～どんな世代も安心して自分らしい
暮らしができる村～

●様々な主体が自由に連携して生活

支援等のサービスを維持・向上

●工夫・アイディアにより「隙間」

を埋める新たな取組やサービスの

提供

●村民同士の助け合いの仕組み

●連携の仕組みにＩＣＴを活用

【小谷版】小さな拠点
●福祉の総合窓口機能

●生活支援・見守りの拠点機能

●多様な主体の連携機能

●多世代の交流の場づくり

●しごと創出による雇用確保機能等

■拠点機能の総合調整

■54プロ活動の下支え

54プロ（ごしぷろ）
活動を支援

拠点（機能・場所）の運営
【 LM（ローカルマネジメント組織）】

旗振り役

生活支援サービス提供
事業者連携機能

54 プロジェクト
多様な助け合い

ICT 活用

弁当配食

移動支援

移動販売

福祉の総合相談機能
終の住まい機能
（見守り付き住宅）

多世代の交流拠点機能

しごと創出拠点機能
(コワーキングスペース機能）

広報おたり　７月号（2）



(3) 広報おたり　平成29年７月号

　村では平成28年２月に商工会によりとりまとめられた「小谷ブランド育成・新産業創造セン

ター建設調査研究事業報告書」の考え方により、村の新たな産業振興と雇用創出について検討を

進めています。

　同報告書では「共同利用加工施設」について述べられていますが、小谷村では同様の施設とし

て、平成14年度に「活性化施設 古美里」が整備されております。今年度は、村民・関係者に参

加いただき６次産業化推進協議会にて、住民参加・開放型の施設として更なる利活用や運営体

制、新たな加工貯蔵施設と連携するための方向性を検討していきます。

　前号で紹介した雇用の創出を目的とし会社組織で運営する「新たな加工貯蔵施設」と、住民が

共同利用できる食品加工施設「活性化施設 古美里」が役割分担することにより、村の地場産業

を振興していきたいと考えています。
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事前に確認しておきましょう。

http://www.kokuminhogo.go.jp/

shiryou/ hogo_manual.html

http://www.kokuminhogo.go.jp/

国民保護ポータルサイト

　首相官邸ホームページ

　www.kantei.go.jp/

　Twitterアカウント

　首相官邸災害・危機管理情報

ミサイル落下時には、こちらから政府の

対応状況をご覧になれます

@Kantei_Saigai

▲
▲
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歩き方講習会



(7) 広報おたり　平成29年７月号

　介護保険サービスを利用してお支払いいただく利用者負担額には、月々の上限額が設けられています。

１か月に支払った利用者負担額の合計が上限額を超えたとき、超えた分が払い戻されます。上限額は利用

者本人、世帯の収入状況等により、下表のようになります。このうち、「世帯のどなたかが市町村民税を課

税されている方」の上限額が８月から見直しになります。

　なお、申請手続きについては変わりなく、これまでどおりとなります。

対象となる方
平成29年７月までの

負担の上限（月額）

平成29年８月からの

負担の上限（月額）

現役並み所得者に相当する方

がいる世帯の方
44,400円（世帯） 44,400円（世帯）

世帯のどなたかが市町村民税

を課税されている方
37,200円（世帯）

【見直し】　 44,400円（世帯）

※同じ世帯のすべての65歳以上の方（介護保険

サービスを利用していない方を含む）の利用者

負担割合が１割の世帯に年間上限額（446,400

円）を設定（３年間の措置）

世帯全員が市町村民税を課税

されていない方
24,600円（世帯） 24,600円（世帯）

前年の合計所得金額と公

的年金収入額の合計が年

間80万円以下の方等

24,600円（世帯）

15,000円（個人）

24,600円（世帯）

15,000円（個人）

生活保護を受給している方等 15,000円（個人） 15,000円（個人）

お問い合わせ　北アルプス広域連合　介護福祉課　庶務係　TEL 0261‐22‐7196

介護保険制度改正のお知らせ
高額介護サービス費の基準額が変わります
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