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議 題 

１ 開会 

２ 委員長あいさつ 

 ３ 地域福祉計画実施評価について 

（１）計画の進捗状況について 

（２）次期計画の課題抽出について 

４ その他 

  （１）時期計画策定スケジュール（案）について 

 ５ 閉会 

会議の公開又は非

公開の別 
公開 

非 公 開 の 理 由 
(会議を非公開とした場合) 

  

傍 聴 人 の 数 
(会議を公開した場合) 

０名 

会議資料の名称 

美幌町地域福祉計画実施評価会議議案 

美幌町地域福祉計画実施評価資料 

次期計画の課題抽出 

次期計画策定スケジュール（案） 

会議録の作成方針 

□ 録音テープを使用した全部記録 

■ 録音テープを使用した要点記録 

□ 要点記録 

その他の必要事項   



 

発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等) 

 

１ 開 会 

  遠藤福祉主幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 委員長あいさつ 

  菅野委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３（１）計画の進捗 

  状況について 

  菅野委員長 

 

辻主査 

 

ただ今より、平成３０年度美幌町地域福祉計画実施評価会議を開催いた

します。 

 なお、本会議は、美幌町審議会等の公開に関する条例第３条の規定によ

り原則公開となっておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 本日の出席者数につきましては、委員総数１１名中７名となっておりま

す。なお、本日都合により、遠藤智恵子様、平間圭介様、横山清美様、石

川亘様の４名の方より欠席のご連絡をいただいております。また、美幌歯

科医師会様の委員に交代がありましたので紹介させていただきます。小柳

伸之様でございます。よろしくお願いいたします。 

 では、次第２委員長あいさつでございます。菅野委員長よろしくお願い

いたします。 

 

 皆さんこんばんは、本日はお集まりいただきましてありがとうございま

す。 

既にご承知のことと思いますが、少子化、高齢化が急速に進んでいる状

況の中でございます。そして、胆振東部地震を中心に北海道はもちろん、

全国的に災害が多くなってきている状況です。このようなことを現実問題

として抱えていますと、美幌町についても安心安全の暮らしをしっかりと

守っていくため、皆さんにこれまで議論いただいた、地域福祉計画は非常

に重要なものになっていくと考えております。皆さんで、意思統一をして

いき、これからも議論をしていただきながら、美幌町で安心安全に暮らし

ていけるようにしっかり取り組んでほしいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

このまま議事進行も務めさせていただきますので、ご理解ご協力をお願

いいたします。 

 

 それでは次第３地域福祉計画実施評価についてということで、まずは

（１）計画の進捗状況について事務局より、報告をお願いしたいと思いま

す。 

 

事前に資料を送付させていただいておりますので、ある程度割愛させて

いただくことをご了承ください。また、説明方法については、事務局より

社会福祉協議会に関する部分を除いた部分について、ご説明させていただ

き、続けて小西事務局長より、社会福祉協議会の部分についてご説明をい

ただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 資料について、平成２７年度から平成３０年度まで記載がありますが、

平成２７年度から平成２９年度までは、前回評価した内容を記載しており、

今回は平成３０年度の実施評価についてご説明させていただきます。 

 また、それぞれの基本理念・基本目標・推進目標等が計画書の３０ペー

ジに施策の体系として記載しており、「すべての人々が互いに助け合い温

かに暮らせるまちへ」の基本理念のもと、基本目標である「たがいに助け

合う」「温かに暮らせるまち」「安心・安全なまち」として記載されており

ます。その基本目標を推進する目標として、それぞれ実施評価資料の区分

と内容に記載しており、続けてその実施主体として行政・社会福祉協議会・

地域と記載しているものでございます。 



発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小西事務局長 

それでは、１ページ目の「民生委員児童委員の相談支援件数１，２２８件、

訪問回数８，０２１回、実活動日数６，５４０日」につきましては、全体

として多くなっている傾向にあり、活発な活動が継続されているとともに、

近年、相談内容が複雑化していることもあり、１件当たりの訪問回数や実

活動日数が増加する傾向にあります。 

 次に、高齢者ＳＯＳネットワーク推進委員会については、個人登録が４

４６人と増加しております。これは少しずつ浸透してきていることも背景

にあるかと思われます。次に、「要保護児童対策地域協議会」については、

ほぼ例年同様の回数で開催しております。 

 次に２ページ～４ページについては、大きな変更事項はなく、例年どお

りに実施しております。 

 次に緑色の用紙の基本目標「温かに暮らせるまち」について、ご説明し

ます。 

 １ページについては、大きな変更事項はなく、例年通りに実施しており

ます。 

 次に２ページ目の「生活相談件数２４件」については、いろいろな理由

によるところですが、相談件数が増加傾向にあります。 

 ３ページ～４ページ目については大きな変更事項はなく、例年通り実施

しております。 

 次に青色の用紙の基本目標「安全・安心なまち」について、ご説明しま

す。 

 １ページについては、地域について、特定非営利活動法人絆―びほろの

活動をご説明します。 

 有償ボランティアについては、利用者９０名、利用時間数２，１２３時

間やすらぎ支援事業については、利用者２０名、利用時間数６４５時間と

なり、例年どおり、多くの方にご利用いただいている状況です。 

 次に２ページについては、防災マップについて、昨年度全戸配布してい

るものですが、ホームページにも掲載し広く周知を図っている状況です。 

 次に３ページについては、大きな変動はなく、例年通り実施しておりま

す。 

 以上で行政からの説明を終了したいと思います。 

 それでは、社協部分につきまして、小西事務局長より説明をよろしくお

願いいたします。 

 

それでは、社会福祉協議会の部分についての説明をさせていただきます。  

 １ページの助け合いチームの活動についてですが、自治会でチームを作

っていただき、現在３２チームに活動をしていただいております。主な活

動は除雪活動、配食等をしながら、月１回程度、定期的にお集まりいただ

き、皆さんのふれあいの場を作っていただいている状況です。除雪につい

ては２９の地区で行っていただいており、２８９世帯を実施しております。

こちらについては、町と社会福祉協議会の方で半分ずつ助成金を持ちまし

て、１５９万６千円を各助け合いチームに助成させていただいております。 

こちらの件数は増加傾向にあり、活発な活動が行われております。 

 ２ページのよりあいデイサービスについてですが、サロン事業と呼んで

おり、町内５箇所で活動しております。このほかに平成２９年からかがや

きというサークルが社協の事業外で活動しております。今年度では１０月

に元町ふれあいサロンの活動が始まっており、それらを含めると現在７箇

所が稼働している状況です。 

 

 

 

 

 

 

 



 

発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この中で月１回各よりあいデイサービスとして各地区で活動が活発に行

われ高齢者の方の外出の機会を作っていただき、介護予防に役立っている

状況です。 

 ３ページの成年後見支援センターについてですが、平成２７年１０月か

ら社会福祉協議会の中に成年後見支援センターを設置しております。現在

高齢の方が増えており、また、近くにお子さん等がおられない中で高齢者

の方が認知症等になり、自分のお金の管理ができない場合が出てきている

中で、成年後見制度を利用していただくものでございます。 

 また、この活動に向けて市民後見人を養成しております。成年後見にな

られる方を支援していくための方々が市民後見人となりますが、現在３３

名登録されております。センターの中ではいつでも活動できるようにフォ

ローアップ研修を実施しております。被後見人は現在２名の方しかおられ

ませんが、その２名については、市民後見人と社会福祉協議会とで共に活

動していただいております。また、町民の方に後見制度を理解していただ

き、将来に備えていただく、または身内の方に利用していただくことを考

え、町民を対象とした講演会を年１回行っていくこととしており、今年は

３月１日に実施予定しております。 

 ４ページのボランティア活動については、子どもたちにボランティア活

動に関心を持ってもらうため、学校に対して支援、活動助成をさせていた

だき、独自の活動をバックアップしているものです。 

 その他ボランティア出前講座について、学校の中の総合的学習等で呼ん

でいただき、ボランティア活動の重要さや障害者の方が生活するうえで困

っている状況を理解してもらい、車いすや白内障の方の生活を疑似体験し

ていただき理解を深めるための活動を小・中学生を対象に行っています。 

 また、ボランティアの方々の活動のバックアップも行っております。今

後の課題はボランティアされる方がだんだん高齢者になってきており、高

齢になっても働かないといけない状況が出てきているため、担い手不足の

解消であります。 

 青いページ２ページの胆振東部地震災害ボランティアセンター職員派遣

について、今年度新たに活動を始めている内容で、災害時に災害ボランテ

ィアセンターが立ち上がっていますが、今年は胆振東部地震で厚真町をは

じめ３町でボランティアセンターが設置されています。美幌町社協からも

胆振東部地震災害ボランティアセンター厚真町に職員を２名派遣しており

ます。美幌町でも災害が起きた場合、災害ボランティアセンターを立ち上

げなければならない時に職員がそれに対応できるように派遣をしながら勉

強をしている状態です。 

 災害ボランティアコーディネーター養成研修会受講についてですが、町

内のボランティア団体が、北見市で行われた災害時に中心に動くコーディ

ネーターを養成する研修に参加をしていくことで、美幌町での災害につい

ての備えをしている状態です。 

 災害ボランティアセンター研修についてですが、社協の役員や助け合い

チーム１１８名の方が参加し、胆振東部地震災害ボランティアセンターに

派遣した者の報告や、先進的な地域として上川町社協で行っている活動の

研修を行っております。 

 町は町としての役割があり、社協は社協としての役割がある中で、社協

は災害後の生活再建への支援に力をいれて活動をしております。 

 以上で社協からの説明を終わります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等) 

  菅野委員長 

 

 

  藤井委員 

 

  辻主査 

 

 

 

 

藤井委員 

 

  菅野委員長 

 

  早田委員 

 

 

 

  小西事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

  早田委員 

 

 

  菅野委員長 

 

 

 

 

３（２）次期計画の 

  課題抽出につい 

  て 

  辻主査 

 進捗状況について説明をいただきましたが、皆さんから質問、意見等は

ございますか。 

 

 今年度の定例民協の回数が例年に比べて少ないのはなぜでしょうか。 

 

 今年度の掲載数字は１２月までの統計になっているため、例年より少な

い回数になっております。月に１回民協を行っていますが、今年度は５年

に１回行われる近隣町との５町の会議が美幌町にて行われ、その月の民協

は行っていないため、例年よりも１回少ない回数となります。 

 

わかりました。 

 

他にご意見等ございますか。 

 

小・中学生には、ボランティアの出前講座を行い、ボランティアの種ま

きを行っていますが、高校生や青年層の方へのボランティアの種まきの予

定はありますか。 

 

高校については、ボランティア同好会というものがあり、積極的にボラ

ンティア活動をしていただいているため、こちらから出向いて何かをする

ことはありませんが、同好会以外の方々にも行っていただけることが必要

とは感じております。 

青年層への種まきについてはできていない状況ではありますが、こちら

については社会教育の方でつながりが深いため、そちらとの共同事業を行

うのが一番の近道かなと思っているところでございます。 

 

 ボランティアをしている方の高齢化が進んでおり、次の世代にも繋げて

いくことが大事だと思いますので、検討していただければと思います。 

 

 他にご意見等ございますか。 

 

 ないようですので、続きまして、（２）次期計画の課題抽出について、事

務局から説明をお願いします。 

 

今回ご説明させていただくのは、次期計画策定を次年度に行うため、平

成２７年度からの課題抽出から再度順に説明をさせていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 平成２７年度につきましては、「子どもの貧困対策推進」として、法律で、

北海道は計画策定や取り組みが義務付けられましたが、町は具体的な取り

組みの義務がないという状況になっております。ただ、子育て支援・児童

手当・生活保護補助機関・児童扶養手当推進機関・母子父子寡婦福祉資金

進達機関等を担っており、生活困窮者自立支援方策同様「子ども貧困対策

推進」に関しましてもつなぎ役として役割を明記していきたいと考えてお

ります。 

 四角で囲われている部分は、北海道の計画を参考までに掲載しており、

大きく５つの支援を掲載しております。 

 

 

 

 



 

 

 

発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等) 

  次に第６期総合計画の反映についてですが、こちらについては、現計画

で網羅されている状態でしたので、今のものをバージョンアップするとい

うことで、新たなものを追加する必要はないということで確認を取ってお

ります。 

続きまして、平成２８年度についてですが、地域共生社会の実現に向け

てということで、厚労省の考えが示されたものの、この時点では、町の地

域福祉計画に具体的に何を掲載するかを示すまでには至っておりませんで

した。今後、何らかの追加を行うということで確認を取っております。 

「地域共生社会」とは制度・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つながり、住民一人

ひとりの暮らしと生きがい、地位をもとに創っていく社会と定義されてい

ます。 

 平成２９年度についてですが、平成２８年度の具体的なものとして、社

会福祉法（平成 30年 4月 1日）に伴い、「地域共存社会の実現に向けた地

域福祉の推進」について、５項目を盛り込まなければ、法上の地域福祉計

画として認められないことから、次期計画に盛り込むことが必要です。 

 この５項目について、１つ目は、地域における高齢者の福祉、障がい者

の福祉、児童福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項。２つ

目は、地域における福祉サービスの適切な利用の促進に関する事項。３つ

目は、地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項。

４つ目は、地域福祉に関する活動への住民の参加促進に関する事項。５つ

目は、包括的な支援体制の整備に関する事項となっておりまして、追加が

必要な項目となっております。ただ、５つ目の包括的な支援体制の整備に

関する事項に関しては、現在の計画で網羅されているため、新規の追加は

必要ないと確認を取っていたところであります。 

 平成３０年度につきましては、成年後見制度の利用促進に関する施策に

ついてですが、町の計画を定める必要があるということと、地域福祉計画

と連携を図ることが必要となっております。それを考慮し、担当と協議を

しまして、単独計画ではなく、次期の地域福祉計画に盛り込みたいという

ことで話を受けておりまして、そのような形で進めていきたいと考えてお

ります。 

また、担当する高齢者福祉担当と障がい福祉担当の職員について、事務

局として出席させていただきたいと考えております。 

 なお、計画策定につきましては、四角に囲まれた部分に記載をさせてい

ただきましたが、地域共生社会の推進に伴い、「成年後見制度の利用の促進

に関する法律」及び「成年後見制度活用促進基本計画」では、成年後見制

度を活用し、障がい者、認知症高齢者の財産管理だけではなく、地域での

日常生活等を社会全体で支えることが求められております。 

 そして、上記法律において、市町村は、国の基本計画を勘案して、当該

市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての

基本的な計画を定めるよう努めるものとされています。それに基づきまし

て、時期の地域福祉計画へ盛り込みたいと事務局としては考えております

ので、よろしくお願いいたします。 



発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等) 

  菅野委員長 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事務局より説明がありましたが、質問、意見等はございますか。 

  

 ないようですね。平成２７年度から平成２９年度までについて、再確認

をしていただきました。平成３０年度については、成年後見制度について

もありましたが、地域福祉計画に盛り込むことで進めることでよろしいで

しょうか。 

 

（全員了承） 

 

 それでは次に、次第４その他ということで、事務局より説明をお願いい

たします。 

 

 次期計画の策定スケジュール案について、ご説明したいと思っておりま

すが、その前に次期計画の予定期間についてご説明させていただきます。

現計画は５年間の計画となっていますが、次期計画につきましては、平成

３２年度（２０２０年度）から平成３９年度（２０２７年度）の８年間に

させていただきたいと考えております。 

 理由としましては、今の第６期総合計画の計画終了期間が平成３８年度

（２０２６年度）で、次期計画の前の年となっており、２つ先の計画が新

しい総合計画を反映できるようにしたいと考えております。平成３８年度

（２０２６年度）に新しい総合計画が出来上がるので、平成４０年度（２

０２８年度）からの計画について、第７期総合計画を反映させて作りたい

ため、期間を延ばさせていただきたいと考えております。 

 スケジュール案につきましては、１番目よりご説明します。 

 １番目は、策定委員の公募についてですが、若干名を３月２９日（金）

まで公募する予定です。３月の広報に掲載、２月の下旬にＨＰに掲載し、

募集したいと考えております。 

 ２番目は、アンケートの素案についてですが、前回も町民アンケートを

実施しており、今回も町民アンケートを行いたいと思っております。前回

の質問内容に沿った形で作成し、そのアンケートを反映させた計画を策定

したいと考えております。 

 ３番目は、庁内において、関係部署の職員による検討委員会を開催させ

ていただきたいと考えております。 

 ４番目は、４月下旬に第１回策定委員会を行いたいと思っております。

その際、町民アンケートを確認させていただきたいと思っております。 

 ５番目は、５月上旬にアンケートを発送し、５月下旬に回収をしたいと

思っております。 

 ６番目は、６月中にアンケートを集計し分析を行いたいと考えておりま

す。 

 ７から９番目は、第２回・第３回・第４回の策定委員会の開催を考えて

おり、１０月に開催の第４回策定委員会で素案の完成予定であります。 

 １０番目は、１１月開催の庁内検討委員会において、計画素案の最終精

査を行いたいと考えております。 

 １１番目は、１２月に議会の総務文教構成常任委員会に説明したいと考

えています。 

 １２番目は、１月にパブリックコメントを行い、意見を公募しまして、 

１３番目の２月に行う第５回策定委員会において、計画を決定したいと考

えております。 



 

 

発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等) 

 

 

 

  菅野委員長 

 

  宮上委員 

 

 

 

  遠藤主幹 

 

 

 

  佐々木委員 

 

 

  髙崎部長 

 

 

  菅野委員長 

１４番目は、３月に計画書の公表と配布を行いたいと考えております。 

以上スケジュール案について説明を終わります。 

 

何か質問・意見等はございますか。 

 

計画の期間を８年に延ばすということですが、延ばすことによるデメリ

ット等はあるのでしょうか。パブリックコメントをもらう機会が減ったり

など起こりうるデメリットがありましたら教えていただきたいです。 

 

８年間は長いスパンになりますが、その間に法の改正等が予想され、そ

の都度見直しを行っていきますので、その際に併せてパブリックコメント

も行うため、デメリットはないと考えております。 

 

地域福祉計画を８年間にするとのことですが、その下にぶら下がってい

るその他の計画も年数を合わせていくことになるのでしょうか。 

 

他の計画については、法律で年数が決まっているため、変更することは

できません。 

 

 他にご意見等ございますか。 

 

ないようですので、全体を通して、何かご意見等ございますか。 

 

 ないようですので、以上で美幌町地域福祉計画実施評価会議を終わらせ

ていただきます。ご苦労様でした。 


