
1/11美幌町地域福祉計画実施評価資料
１基本理念　　「すべての人々がたがいに助け合い温かに暮らせるまちへ」
１基本目標　　「たがいに助け合う」
１推進目標　　「地域のふれあい支え合いネットワークづくり」

実施主体 平成２７年度実施評価 平成２８年度実施評価 平成２９年度実施評価 平成３０年度実施評価

(1) 地域のつ
な が り を
深める

① 地域でのあ
い さ つ ・ 声
かけができ
る 関 係 づ く
り

行　　　　　政

○特定高齢者訪問介護　3人
○緊急通報システム設置　219台
○愛のふれあい訪問　20人
○配食サービス　61人
○やすらぎ支援事業　7人
○独居老人等除雪委託　19人
○家庭用自走式除雪機　17台
○たすけあいチーム補助金　800千円

○特定高齢者訪問介護　0人
○緊急通報システム設置　229台
○愛のふれあい訪問　17人
○配食サービス　58人
○やすらぎ支援事業　11人
○独居老人等除雪委託　14人
○家庭用自走式除雪機　21台
○たすけあいチーム補助金　800千円

○特定高齢者訪問介護　0人
○緊急通報システム設置　230台
○愛のふれあい訪問　20人
○配食サービス　62人
○やすらぎ支援事業　7人
○独居老人等除雪委託　14人
○家庭用自走式除雪機　21台
○たすけあいチーム補助金　900千円

○特定高齢者訪問介護　1人
○緊急通報システム設置　216台
○愛のふれあい訪問　20人
○配食サービス　67人
○やすらぎ支援事業　20人
○独居老人等除雪委託　10人
○家庭用自走式除雪機　21台
○たすけあいチーム補助金　900千円

社会福祉協議会

【H26】
○たすけあいチーム支援（除雪）１世帯2千円＋燃料費　738千円
○たすけあいチーム支援（会食行事）手作り250円×支援者　202千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仕出し300円×支援者　304千円

【H27】
○たすけあいチーム支援（除雪）１世帯2千円＋燃料費　698千円
○たすけあいチーム支援（会食行事）手作り250円×支援者　213千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仕出し300円×支援者　294千円

【H28】
○たすけあいチーム支援（除雪）１世帯2千円＋燃料費　716千円
○たすけあいチーム支援（会食行事）手作り250円×支援者　149千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仕出し300円×支援者　266千円

【H29】
○たすけあいチーム支援（除雪）１世帯2千円＋燃料費　717千円
○たすけあいチーム支援（会食行事）手作り250円×支援者　178千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仕出し300円×支援者　322千円

地　　　　　域
○たすけあいチーム　36ヶ所 ○たすけあいチーム　36ヶ所 ○たすけあいチーム　36ヶ所 ○たすけあいチーム　36ヶ所

行　　　　　政

○一般会計予算　7,574千円
　・委員報酬　3,954千円
　・表彰報酬　9千円
　・活動費　3,583千円
　・事務局長会議旅費　28千円
○人的支援
　事務局職員の専任　1名
○研修支援
　・定例民児協　10回
　・独自研修　 1回
　・道民児連　6回
　・5町合同研修　1回

○一般会計予算　7,736千円
　・委員報酬　4,038千円
　・表彰報酬　83千円
　・活動費　3,583千円
　・事務局長会議旅費　32千円
○人的支援
　事務局職員の専任　1名
○研修支援
　・定例民児協　10回
　・独自研修　  0回
　・道民児連　6回
　・5町合同研修　1回

○一般会計予算　8,715千円
　・委員報酬　3,954千円
　・表彰報酬　9千円
　・活動費　3,629千円
　・事務局長会議旅費　32千円
○人的支援
　事務局職員の専任　1名
○研修支援
　・定例民児協　10回
　・独自研修　  0回
　・道民児連　6回
　・5町合同研修　1回

○一般会計予算　7,648千円
　・委員報酬　3,954千円
　・表彰報酬　9千円
　・活動費　3,653千円
　・事務局会議旅費　32千円
○人的支援
　事務局職員の専任　1名
○研修支援
　・定例民児協　2回
　・独自研修　  0回
　・道民児連　4回
　・5町合同研修　1回

民生委員児童委員

【H26】
○民生委員　55名、主任児童委員　3名
　・相談、支援件数　1,187件
　・訪問回数　5,412回
　・実活動日数　5,910日

【H27】
○民生委員　55名、主任児童委員　3名
　・相談、支援件数　1,107件
　・訪問回数　6,452回
　・実活動日数　5,124日

【H28】
○民生委員　55名、主任児童委員　3名
　・相談、支援件数　1,160件
　・訪問回数　6,086回
　・実活動日数　5,657日

【H29】
○民生委員　55名、主任児童委員　3名
　・相談、支援件数　1,228件
　・訪問回数　8,021回
　・実活動日数　6,540日

地　　域
○独居高齢者宅へ訪問(自治会、民生委員） ○独居高齢者宅へ訪問(自治会、民生委員） ○独居高齢者宅へ訪問(自治会、民生委員） ○独居高齢者宅へ訪問(自治会、民生委員）

行　　　　　政

○高齢者等SOSネットワーク推進委員会　47団体、個人登録232
人
○高齢者サービス調整チーム会議（19団体）　1回、25人
○要保護児童対策地域協議会　2回

○高齢者等SOSネットワーク推進委員会　47団体、個人登録230
人
○高齢者サービス調整チーム会議（13団体）　1回、17人
○要保護児童対策地域協議会　2回

○高齢者等SOSネットワーク推進委員会　47団体、個人登録327
人
○高齢者サービス調整チーム会議（13団体）　0回、0人
○要保護児童対策地域協議会　3回

○高齢者等SOSネットワーク推進委員会　47団体、個人登録446
人
○高齢者サービス調整チーム会議（12団体）　0回、0人
○要保護児童対策地域協議会　4回

社会福祉協議会

○ホームページのリニューアル、内容充実　H26，4
○社協だより
○定例民児協への出席

○ホームページのリニューアル、内容充実　H26，4
○社協だより
○定例民児協への出席

○ホームページのリニューアル、内容充実　H26，4
○社協だより
○定例民児協への出席

○ホームページのリニューアル、内容充実　H26，4
○社協だより   4回
○定例民児協への出席

民生委員児童委員
○定例民児協　12回 ○定例民児協　12回 ○定例民児協　12回 ○定例民児協　8回

地　　　　　域

○自治会連合会
　・三役会　3回
　・理事会　4回
　・総　会　1回

○自治会連合会
　・三役会　5回
　・理事会　4回
　・総　会　1回

○自治会連合会
　・三役会　8回
　・理事会　6回
　・総　会　1回

○自治会連合会
　・三役会　8回
　・理事会　6回
　・総　会　1回

区　　　分

○

○

○

○

○

○

○
○

内　　　容

地域住民同士の見守りあい支えあいができる地域の体制づくりを支援し
ます。
地域住民は、高齢者・障がい者等を地域で支えることが重要なため、たす
けあいチームなどを中心とした見守り体制の整備充実を図ります。
社会福祉協議会は、たすけあいチーム等の活動を支援し、日常の声かけ・
除雪支援等が円滑に行われるよう支援します。
行政は、ＳＯＳネットワークや地域活動見守り事業などの仕組みづくりを推
進します。
行政は、緊急通報装置・愛のふれあい訪問・除雪サービスなどの事業充実
を図ります。

福祉活動情
報の共有化

地域住民が抱える生活上のさまざまな問題に対処するため、日々活動し
ている地域福祉の中核的な担い手となる民生委員児童委員による地域の
見守り活動を促進します。
民生委員児童委員は、常に地域の実情を把握したすけあいチーム・社会福
祉協議会等の関係機関と連携し見守りや支え合い、悩みごと相談等の問
題解決に取り組みます。
行政は、民生委員児童委員活動が迅速に行われるよう情報の提供や関係
機関との連携、活動費の支援。さらには、資質向上のための研修を実施す
ることにより活動支援を行います。

地域住民が抱える課題を関係機関で適切に支援できるよう情報共有化を
推進します。
行政は、各種会議において情報の収集・提供を行います。
地域・民生委員児童委員・社会福祉協議会は情報収集・伝達方法の工夫
に努めます。

民生委員児
童委員によ
る見守り活
動の推進

②

③



2/11美幌町地域福祉計画実施評価資料
１基本理念　　「すべての人々がたがいに助け合い温かに暮らせるまちへ」
１基本目標　　「たがいに助け合う」
１推進目標　　「地域のふれあい支え合いネットワークづくり」

実施主体 平成２７年度実施評価 平成２８年度実施評価 平成２９年度実施評価 平成３０年度実施評価

行　　　　　政

○ホームページ全面リニューアル　H27.12.11　（スマホ対応）
　・ボランティア団体紹介　21団体　H24.8～
○ボランティア行事広報掲載　1回

○ホームページ全面リニューアル　H27.12.11　（スマホ対応）
　・ボランティア団体紹介　21団体　H24.8～
○ボランティア行事広報掲載　1回

○ホームページ全面リニューアル　H27.12.11　（スマホ対応）
　・ボランティア団体紹介　21団体　H24.8～
○ボランティア行事広報掲載　1回

○ホームページ全面リニューアル　H27.12.11　（スマホ対応）
　・ボランティア団体紹介　21団体　H24.8～

社会福祉協議会

○ボランティアセンター運営委員会　2回
○管内ボランティア行事参加　1回
○ホームページリニューアル、内容充実　H26，4
　・ボランティア団体紹介　30団体
　・個人ボランティア募集

○ボランティアセンター運営委員会　2回
○管内ボランティア行事参加　2回
○ホームページリニューアル、内容充実　H26，4
　・ボランティア団体紹介　30団体
　・個人ボランティア募集

○ボランティアセンター運営委員会　2回
○管内ボランティア行事参加　2回
○ホームページリニューアル、内容充実　H26，4
　・ボランティア団体紹介　30団体
　・個人ボランティア募集
○町の広報にボランティアに関する記事掲載　1回

○ボランティアセンター運営委員会　1回
○管内ボランティア行事参加　2回
○ホームページリニューアル、内容充実　H26，4
　・ボランティア団体紹介　29団体
　・個人ボランティア募集

(3) 福祉教育
の推進

① 福祉に関す
る学習機会
の提供と幅

行　　　　　政
○出前講座　実施なし ○出前講座　実施なし ○出前講座　実施なし ○出前講座　実施なし

社会福祉協議会

○ボランティア指定校への活動費助成　310千円
○ボランティアスクール　1回
○ボランティア出前講座
　（小中学校：美中10回、北中2回、美小0回、東陽5回）
　（明和大学：3回）
　（そ の 他：6回）

○ボランティア指定校への活動費助成　310千円
○ボランティアスクール　1回(3月開催)
○ボランティア出前講座
　（小中学校：美中6回、北中0回、美小0回、東陽4回、旭小3回）
　（明和大学：3回）
　（そ の 他：10回）

○ボランティア指定校への活動費助成　310千円
○ボランティアスクール　1回(3月開催)
○ボランティア出前講座
　（小中学校：美中8回、東陽4回、旭小1回）
　（明和大学：3回）
　（そ の 他：4回）

○ボランティア指定校への活動費助成　310千円
○ボランティアスクール　1回(3月開催予定)
○ボランティア出前講座
　（小中学校：美中3回、東陽2回、旭小3回）
　（明和大学：3回）
　（そ の 他：4回）

地　　　　　域
○各種研修会参加、個人ボランティアの登録 ○各種研修会参加、個人ボランティアの登録 ○各種研修会参加、個人ボランティアの登録 ○各種研修会参加、個人ボランティアの登録

行　　　　　政

○敬老会開催事業　1,872千円
○老人クラブ行事負担金　3,794千円
○老人クラブ連合会補助金　572千円
○老人憩いの家等運営事業　9,935千円
○保健福祉総合センター維持管理事業　73,454千円

○敬老会開催事業　1,892千円
○老人クラブ行事負担金　3,557千円
○老人クラブ連合会補助金　572千円
○老人憩いの家等運営事業　9,594千円
○保健福祉総合センター維持管理事業　54,048千円

○敬老会開催事業　1,925千円
○老人クラブ行事負担金　3,323千円
○老人クラブ連合会補助金　572千円
○老人憩の家等運営事業　10,017千円
○保健福祉総合センター維持管理事業　48,669千円

○敬老会開催事業　1,980千円
○老人クラブ行事負担金　3,389千円
○老人クラブ連合会補助金　572千円
○老人憩の家等運営事業　9,974千円
○保健福祉総合センター維持管理事業　51,754千円

社会福祉協議会

・よりあいデイサービス（町内６ヶ所、月１回）
　参加者735人、スタッフ538人（H28.1末）
・いきがいデイサービス(町内２ヶ所、月～土)
　参加者7,795人（H28.1末）

・よりあいデイサービス（町内６ヶ所、月１回）
　参加者762人、スタッフ452人（H29.1末）
・いきがいデイサービス(町内２ヶ所、月～土)
　参加者6,751人（H29.1末）

・よりあいデイサービス（町内5ヶ所、月１回）
　参加者770人、スタッフ442人（H30.1末）
・いきがいデイサービス(町内２ヶ所、月～土)
　参加者6,675人（H30.1末）

・よりあいデイサービス（町内5ヶ所、月１回）
　参加者1,444人、スタッフ513人（H31.1末）
・いきがいデイサービス(町内２ヶ所、月～土)
　参加者5,652人（H30.12末）

行　　　　　政
○「社協だより」折り込み支援 ○「社協だより」折り込み支援 ○「社協だより」折り込み支援 ○「社協だより」折り込み支援

社会福祉協議会

○ホームページリニューアル、内容充実　H26，4
　・ボランティア団体紹介　30団体
　・個人ボランティア募集
○「社協だより」発行

○ホームページリニューアル、内容充実　H26，4
　・ボランティア団体紹介　30団体
　・個人ボランティア募集
○「社協だより」発行

○ホームページリニューアル、内容充実　H26，4
　・ボランティア団体紹介　30団体
　・個人ボランティア募集
○「社協だより」発行

○ホームページリニューアル、内容充実　H26，4
　・ボランティア団体紹介　29団体
　・個人ボランティア募集
○「社協だより」発行

○

○

区　　　分 内　　　容

地域福祉推進の機運を高めるため、継続的に各種啓発方法によりボラン
ティアや地域福祉に関する情報提供を行います。
行政は、ホームページ（一般用、スマートフォン用）や広報紙・出前講座等
の情報提供に努めます。
社会福祉協議会・地域包括支援センターは、地域福祉活動の実践事例や
ボランティア人材の募集・提供・出前ボランティアセンターなど、より具体的
な福祉情報の起点となる情報提供に努めます。

地域福祉
の啓発

社会福祉
協 議 会 と
の 協 働 と
連携

②

①

(2)

福祉に関する必要な知識や技術などの普及には、関係団体の協力を得
て研修会実施などの学習機会づくりを進めます。
行政は、事業者・ボランティア団体・ＮＰＯなどの協力を得て老人クラブや職
場などに対して地域福祉研修会を実施し福祉教育の推進を図ります。
社会福祉協議会は、福祉の実践などボランティア教育や養成を行い人材確
保を図ります。

世代間交流
の促進

高齢者・障がい者・児童との世代間交流を推進し地域福祉の理解を深め
るため、いろいろな機会を通じて交流促進を図ります。
行政は、学校教育・社会教育の場を通じて地域福祉の理解を深める取り組
みとともに、地域で世代間交流ができるふれあいの場づくりを支援します。
社会福祉協議会は、いきがいディサービス・よりあいディサービス・地域行
事等を活用し、福祉理解の推進を図る。

○

○

○

○

(4) 社会福祉協
議会の活動
周知

社会福祉協議会の役割や活動を住民に周知することにより、地域福祉の
担い手として認識を広めます。
行政は、機関誌・町広報紙・ホームページ等を活用し活動内容紹介を行い
ます。
社会福祉協議会は、活動内容の紹介や研修会を実施し協議会活動の支援
者を育成します。

○

○



3/11美幌町地域福祉計画実施評価資料
１基本理念　　「すべての人々がたがいに助け合い温かに暮らせるまちへ」
１基本目標　　「たがいに助け合う」
１推進目標　　「地域のふれあい支え合いネットワークづくり」

実施主体 平成２７年度実施評価 平成２８年度実施評価 平成２９年度実施評価 平成３０年度実施評価

② 社会福祉協
議会との協
働活動

行　　　　　政

○社協理事　1名(民生部長)
○社協事務局長の派遣研修　1名(社会福祉主幹)
○人件費補助(4名)　15,063千円
○移送サービス委託料　1,036千円
○自立者デイサービス運営委託料｀（いきがいデイ）　3,918千円
○配食サービス委託料　2,076千円
○成年後見支援センター業務委託料　1,465千円

○社協理事　1名(民生部長)
○社協事務局長の派遣研修　1名(社会福祉主幹)
○人件費補助(4名)　15,398千円
○移送サービス委託料　801千円
○自立者デイサービス運営委託料｀（いきがいデイ）　3,931千円
○配食サービス委託料　3,518千円
○成年後見支援センター業務委託料　1,447千円

○社協理事　1名(民生部長)
○人件費補助(5名)　20,625千円
○移送サービス委託料　776千円
○自立者デイサービス運営委託料｀（いきがいデイ）　680千円
○配食サービス委託料　2,781千円
○成年後見支援センター業務委託料　1,089千円

○社協理事　1名(民生部長)
○人件費補助(5名)　20,791千円
○移送サービス委託料　781千円
○自立者デイサービス運営委託料｀（いきがいデイ）　680千円
○配食サービス委託料　3,008千円
○成年後見支援センター業務委託料　1,457千円

社会福祉協議会

○成年後見支援センター設置　H27.10～
　・相談及び利用支援
　・広報及び啓発
　・養成及び実務研修
　・市民後見人登録・受任調整、活動支援
　・関係機関との連携
　・町村申立業務の支援
　・その他センター運営に関する業務
○相談件数　14件（H28.2末）
○法人後見受任件数　後見人　0件、保佐人 1件
○市民後見人養成講座受講人数　20人
○市民後見人養成講座実施回数　0回
○市民後見人フォローアップ講座 3回
○後見制度講演会　１回

○成年後見支援センター設置　H27.10～
　・相談及び利用支援
　・広報及び啓発
　・養成及び実務研修
　・市民後見人登録・受任調整、活動支援
　・関係機関との連携
　・町村申立業務の支援
　・その他センター運営に関する業務
○相談件数　10件（H29.2末）
○法人後見受任件数　後見人　1件、保佐人 1件
○市民後見人養成講座受講人数　19人
○市民後見人養成講座実施回数　1回（全8回、実習他）
○市民後見人フォローアップ講座 1回
○後見制度講演会　1回

○成年後見支援センター設置　H27.10～
　・相談及び利用支援
　・広報及び啓発
　・養成及び実務研修
　・市民後見人登録・受任調整、活動支援
　・関係機関との連携
　・町村申立業務の支援
　・その他センター運営に関する業務
○相談件数　21件（H30.2末）
○法人後見受任件数　後見人　1件、保佐人 1件
○市民後見人養成講座受講人数　19人
○市民後見人フォローアップ講座 3回
○後見制度講演会　1回（83名）

○成年後見支援センター設置　H27.10～
　・相談及び利用支援
　・広報及び啓発
　・養成及び実務研修
　・市民後見人登録・受任調整、活動支援
　・関係機関との連携
　・町村申立業務の支援
　・その他センター運営に関する業務
○相談件数　3件（H31.1末）
○法人後見受任件数　後見人　1件、保佐人 1件
○市民後見人養成講座受講人数　33人
○市民後見人フォローアップ講座 4回
○後見制度講演会　1回（3月開催予定）

区　　　分 内　　　容

社会福祉協議会は地域福祉を担う重要な役割を担っており、各事業の実
施にあたり協働と連携を行います。
行政は、社会福祉協議会が実施する、福祉教育・啓発にかかる住民への
周知がある場合は協働して行います。
行政は、ボランティアセンターの運営・ボランティア団体の育成にかかる体
制整備を協働して行います。
行政は、成年後見制度の窓口機関設置のため社会福祉協議会との協働に
より体制整備に努めます。

○

○

○



4/11美幌町地域福祉計画実施評価資料
１基本理念　　「すべての人々がたがいに助け合い温かに暮らせるまちへ」
１基本目標　　「たがいに助け合う」
２推進目標　　「ボランティア活動の展開」

内　　　容 実施主体 平成２７年度実施評価 平成２８年度実施評価 平成２９年度実施評価 平成３０年度実施評価

行　　　　　政

○人件費補助（1名)　2,989千円 ○人件費補助（1名)　3,078千円 ○人件費補助（1名)　3,120千円 ○人件費補助（1名)　3,153千円

社会福祉協議会

○ボランティア指定校への活動費助成　310千円
○ボランティアスクール　1回
○ボランティア出前講座
　（小中学校：美中10回、北中2回、美小0回、東陽5回）
　（明和大学：3回）
　（そ の 他：6回）

○ボランティア指定校への活動費助成　310千円
○ボランティアスクール　1回(3月開催)
○ボランティア出前講座
　（小中学校：美中6回、北中0回、美小0回、東陽4回、旭小3回）
　（明和大学：3回）
　（そ の 他：10回）

○ボランティア指定校への活動費助成　310千円
○ボランティアスクール　1回(3月開催)
○ボランティア出前講座
　（小中学校：美中8回、東陽4回、旭小1回）
　（明和大学：3回）
　（そ の 他：4回）

○ボランティア指定校への活動費助成　310千円
○ボランティアスクール　1回(3月開催)
○ボランティア出前講座
　（小中学校：美中3回、東陽2回、旭小3回）
　（明和大学：3回）
　（そ の 他：4回）

行　　　　　政

○社協活動に併せた連携支援 ○社協活動に併せた連携支援 ○社協活動に併せた連携支援 ○社協活動に併せた連携支援

社会福祉協議会

○現在のところ、ボランティアコーディネーター養成は行っていな
いが、人材発掘に併せて養成を行う

○現在のところ、ボランティアコーディネーター養成は行っていな
いが、人材発掘に併せて養成を行う

○現在のところ、ボランティアコーディネーター養成は行っていな
いが、人材発掘に併せて養成を行う

○現在のところ、ボランティアコーディネーター養成は行っていな
いが、人材発掘に併せて養成を行う

行　　　　　政

○人件費補助（1名)　2,989千円
○ホームページ掲載
　・ボランティア団体紹介　21団体　H24.8～
○ボランティア行事広報掲載　1回

○人件費補助（1名)　3,078千円
○ホームページ掲載
　・ボランティア団体紹介　21団体　H24.8～
○ボランティア行事広報掲載　1回

○人件費補助（1名)　3,120千円
○ホームページ掲載
　・ボランティア団体紹介　21団体　H24.8～
○ボランティア行事広報掲載　1回

○人件費補助（1名)　3,153千円
○ホームページ掲載
　・ボランティア団体紹介　21団体　H24.8～

社会福祉協議会

○ボランティアセンター運営委員会　2回
○専属職員の配置　1名
○ホームページリニューアル、内容充実　H26，4
　・ボランティア団体紹介　30団体
　・個人ボランティア募集
○ボランティア出前講座
　（小中学校：美中10回、北中2回、美小0回、東陽5回）
　（明和大学：3回）
　（そ の 他：6回）

○ボランティアセンター運営委員会　2回
○専属職員の配置　1名
○ホームページリニューアル、内容充実　H26，4
　・ボランティア団体紹介　30団体
　・個人ボランティア募集
○ボランティア出前講座
　（小中学校：美中6回、北中0回、美小0回、東陽4回、旭小3回）
　（明和大学：3回）
　（そ の 他：10回）

○ボランティアセンター運営委員会　2回
○専属職員の配置　1名
○ホームページリニューアル、内容充実　H26，4
　・ボランティア団体紹介　30団体
　・個人ボランティア募集
○ボランティア出前講座
　（小中学校：美中6回、東陽4回、旭小1回）
　（明和大学：3回）
　（そ の 他：4回）

○ボランティアセンター運営委員会　1回
○専属職員の配置　1名
○ホームページリニューアル、内容充実　H26，4
　・ボランティア団体紹介　29団体
　・個人ボランティア募集
○ボランティア出前講座
　（小中学校：美中3回、東陽2回、旭小3回）
　（明和大学：3回）
　（そ の 他：4回）

○

○

ボランティ
ア セ ン
タ ー の 機
能充実

(2)

(3)

(1)

ボランティア活動の中核を担うボランティアセンターについて、住民ニーズ
の増加にともないセンター機能の充実を図ります。
社会福祉協議会は、人材の発掘・養成・研修・団体支援・団体活動の情報
発信・利用調整などの事業が円滑に行われるようセンター機能の充実を図
ります。
行政は、ボランティアセンターの活動周知のため情報提供を図ります。

区分

ボランティ
ア人材の
発 掘 と 養
成

ボランティ
アコーディ
ネ ー タ ー
の養成

少子高齢化の進展にともない福祉活動を担う人材が不足することが予想
されることから、地域の元気な高齢者を福祉活動の担い手として発掘・育成
を推進します。
社会福祉協議会は、地域に住む元気な高齢者、老人クラブ等の参加者に
ボランティア活動の情報提供を行い福祉活動の担い手を養成します。
社会福祉協議会は、ボランティアの担い手を対象にした学習や研修活動を
行い資質の向上と活動の継続を支援します。
行政は、社会福祉協議会が実施する活動を協働して行い、必要に応じて住
民への情報提供を図ります。

ボランティア活動をスムーズに推進するため、必要とする住民が適切に支
援を受けられる体制づくりを進めます。
社会福祉協議会は、ボランティアが必要な人に必要なサービスが提供され
るよう調整役であるボランティアコーディネーターの養成に努めます。
行政は、ボランティアコーディネーターの活動や必要な連携と住民への情
報提供を協働して行います。

○

○

○

○

○



5/11
美幌町地域福祉計画実施評価資料
１基本理念　　「すべての人々がたがいに助け合い温かに暮らせるまちへ」
２基本目標　　「温かに暮らせるまち」
１推進目標　　「必要なサービスを利用できる体制づくり」

内　　　容 実施主体 平成２７年度実施評価 平成２８年度実施評価 平成２９年度実施評価 平成３０年度実施評価

行　　　　　政

○ホームページ全面リニューアル　H27.12.11　（スマホ対応）
　・福祉のしおり(障がい)
　・福祉のしおり(高齢者)
　・ボランティアPRパンフレット
　・地域見守り活動支援事業

○ホームページ全面リニューアル　H27.12.11　（スマホ対応）
　・福祉のしおり(障がい)
　・福祉のしおり(高齢者)
　・ボランティアPRパンフレット
　・地域見守り活動支援事業

○ホームページ全面リニューアル　H27.12.11　（スマホ対応）
　・福祉のしおり(障がい)
　・福祉のしおり(高齢者)
　・ボランティアPRパンフレット
　・地域見守り活動支援事業

○ホームページ全面リニューアル　H27.12.11　（スマホ対応）
　・福祉のしおり(障がい)
　・福祉のしおり(高齢者)
　・ボランティアPRパンフレット
　・地域見守り活動支援事業

社会福祉協議会

○ホームページの充実　H26.4～
　・配食サービス
　・移送サービス
　・相談サービス
　・介護機器貸し出し
　・いきがいデイサービス

○ホームページの充実　H26.4～
　・配食サービス
　・移送サービス
　・相談サービス
　・介護機器貸し出し
　・いきがいデイサービス

○ホームページの充実　H26.4～
　・配食サービス　　　　　　　追加
　・移送サービス　　　　　　　　・生活資金貸付事業
　・相談サービス　　　　　　　　・日常生活自立支援事業
　・介護機器貸し出し　　　　   ・成年後見支援センター
　・いきがいデイサービス

○ホームページの充実　H26.4～
　・配食サービス　　　　　　　　・生活資金貸付事業
　・移送サービス　　　　　　　　・日常生活自立支援事業
　・相談サービス　　　　　　　   ・成年後見支援センター
　・介護機器貸し出し
　・いきがいデイサービス

行　　　　　政
○広報掲載
○自治会回覧

○広報掲載
○自治会回覧

○広報掲載
○自治会回覧

○広報掲載
○自治会回覧

社会福祉協議会

○社協だより掲載
○ボランティア出前講座
　（小中学校：美中10回、北中2回、美小0回、東陽5回）
　（明和大学：3回）
　（そ の 他：6回）

○社協だより掲載
○ボランティア出前講座
　（小中学校：美中6回、北中0回、美小0回、東陽4回、旭小3回）
　（明和大学：3回）
　（そ の 他：10回）

○社協だより掲載
○ボランティア出前講座
　（小中学校：美中8回、、東陽4回、旭小1回）
　（明和大学：3回）
　（そ の 他：4回）

○社協だより掲載
○ボランティア出前講座
　（小中学校：美中3回、、東陽2回、旭小3回）
　（明和大学：3回）
　（そ の 他：4回）

行　　　　　政

○ホームページ全面リニューアル　H27.12.11　（スマホ対応）
　・福祉のしおり(障がい)
　・福祉のしおり(高齢者)
　・介護保険のしくみ（介護保険）

○ホームページ全面リニューアル　H27.12.11　（スマホ対応）
　・福祉のしおり(障がい)
　・福祉のしおり(高齢者)
　・介護保険のしくみ（介護保険）

○ホームページ全面リニューアル　H27.12.11　（スマホ対応）
　・福祉のしおり(障がい)
　・福祉のしおり(高齢者)
　・介護保険のしくみ（介護保険）

○ホームページ全面リニューアル　H27.12.11　（スマホ対応）
　・福祉のしおり(障がい)
　・福祉のしおり(高齢者)
　・介護保険のしくみ（介護保険）

各　事　業　者

○介護サービス各事業者
○障がいサービス各事業者
○福祉サービス各団体

○介護サービス各事業者
○障がいサービス各事業者
○福祉サービス各団体

○介護サービス各事業者
○障がいサービス各事業者
○福祉サービス各団体

○介護サービス各事業者
○障がいサービス各事業者
○福祉サービス各団体

行　　　　　政

○包括支援センター窓口
　（介護サービス・障がい者支援）
○町福祉窓口連携
　（民生・障がい・高齢者・介護保険・健康推進・児童支援）

○包括支援センター窓口
　（介護サービス・障がい者支援）
○町福祉窓口連携
　（民生・障がい・高齢者・介護保険・健康推進・児童支援）

○包括支援センター窓口
　（介護サービス・障がい者支援）
○町福祉窓口連携
　（民生・障がい・高齢者・介護保険・健康推進・児童支援）

○包括支援センター窓口
　（介護サービス・障がい者支援）
○町福祉窓口連携
　（民生・障がい・高齢者・介護保険・健康推進・児童支援）

社会福祉協議会
○社会福祉協議会窓口
　（無料法律相談・福祉よろず・心配ごと・ボランティア）

○社会福祉協議会窓口
　（無料法律相談・福祉よろず・心配ごと・ボランティア）

○社会福祉協議会窓口
　｛無料法律相談(46件）・福祉よろず(12件)・心配ごと(0件)・ボラン
ティア(3件）｝

○社会福祉協議会窓口
　｛無料法律相談(35件）・福祉よろず(5件)・心配ごと(0件)・ボラン
ティア(7件）｝

地　　　　　域 ○自治会、民生委員により一時的窓口機関へつなぎ支援 ○自治会、民生委員により一時的窓口機関へつなぎ支援 ○自治会、民生委員により一時的窓口機関へつなぎ支援 ○自治会、民生委員により一時的窓口機関へつなぎ支援

行　　　　　政

○７５以上単身又は高齢者世帯の情報提供　1,128名
○避難行動要支援者名簿及び地図の提供　1,054名
○庁内機関の連携（介護、高齢、水道、税務、公住、児童支援
等）

○７５以上単身又は高齢者世帯の情報提供　1,145名
○避難行動要支援者名簿及び地図の提供　1,043名
○庁内機関の連携（介護、高齢、水道、税務、公住、児童支援
等）

○７５以上単身又は高齢者世帯の情報提供　1,151名
○避難行動要支援者名簿及び地図の提供　984名
○庁内機関の連携（介護、高齢、水道、税務、公住、児童支援
等）

○７５以上単身又は高齢者世帯の情報提供　1,178名
○避難行動要支援者名簿及び地図の提供　876名
○庁内機関の連携（介護、高齢、水道、税務、公住、児童支援
等）

社会福祉協議会
○社協サービス事業の情報提供及び連携 ○社協サービス事業の情報提供及び連携 ○社協サービス事業の情報提供及び連携 ○社協サービス事業の情報提供及び連携

地　　　　　域
○福祉サービス、生活困窮等の情報把握（自治会、民生委員） ○福祉サービス、生活困窮等の情報把握（自治会、民生委員） ○福祉サービス、生活困窮等の情報把握（自治会、民生委員） ○福祉サービス、生活困窮等の情報把握（自治会、民生委員）

○

○

関係機関の
情報提供と
連携 ○

○

②

○

○

出前講座・
出前ボラン
ティアセン
ター等を活
用した情報
提供の推進

○

○

(2) ホームペー
ジやパンフ
レットなど
による情報
提供の促進

○

○

区分

誰もが適
切に情報
を入手で
きる体制
の整備

福祉関連
事業者の
情報提供
の促進

総合相談
窓口の確
保と関係
機関の連
携

①

②

①

①

(1) イ ン タ ー
ネットを活
用した情報
提供の推進

(3) 総合相談窓
口の確保

情報を正確、迅速に伝えるため、インターネットを活用したホーム
ページを作成し、情報提供を進めます。
行政は、高齢者・障がい者・児童等の福祉サービスについて、ホーム
ページ（一般用、スマートフォン用）の充実を図り広く住民への情報
提供を進めます。
社会福祉協議会は、ボランティア団体の紹介・ボランティアの利用調
整・提供のため、ホームページを作成し住民へ迅速な情報提供を進め
ます。

インターネット等を活用できない住民に対して、町が実施している
出前講座等を活用し、福祉サービスの情報提供を進めます。
行政は、インターネット等の情報閲覧ができない住民に対して、自治
会等の依頼にもとづき出前講座の実施や広報誌、パンフレットの作成
等を活用し高齢者・障がい者・児童支援・地域福祉等の情報提供を進
めます。
社会福祉協議会は、出前ボランティアセンターにより福祉の啓発・ボ
ランティア活動等の情報提供を進めます。

介護保険事業者など、福祉関連事業者・ボランティア団体の活動等
の情報が住民に分かりやすく伝えられるよう、各事業者のホームペー
ジやパンフレットに連携・掲載等の充実を図ります。
行政は、介護保険・福祉関連事業者のサービス提供内容やボランティ
ア団体の活動内容等の詳細について、ホームページでの連携や、パン
フレット作成時に合わせて掲載し、住民が必要とする情報が得られや
すいよう支援します。
各事業者は行政のホームページ（一般用、スマートフォン用）やパン
フレット作成にあたり、必要な情報の提供を行います。

相談内容を一次的に聞き取り各関係機関へつなげる窓口機関の確保
を図ります。
行政は、高齢者・障がい者・児童等の相談内容にあわせた関係機関へ
紹介するための一次機関を確保します。
社会福祉協議会は、経済的支援を必要とする住民に生活福祉資金貸
付、日常生活自立支援事業等の支援を行います。

相談内容を適切な機関へつなげるためのネットワークづくりを進
め、相談内容が迅速に解決できるよう体制を整えます。
行政・社会福祉協議会は、高齢者・障がい者・児童等の相談や経済的
支援に対応するため各機関と随時連携しネットワークづくりを進めま
す。
行政は、経済的支援を必要する住民の把握にあたっては税・水道・公
住担当部署及び関係機関・社会福祉協議会・民生委員児童委員・地域
等から広く情報を求めアウトリーチ等の手法により情報確認を行いま
す。
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美幌町地域福祉計画実施評価資料
１基本理念　　「すべての人々がたがいに助け合い温かに暮らせるまちへ」
２基本目標　　「温かに暮らせるまち」
１推進目標　　「必要なサービスを利用できる体制づくり」

内　　　容 実施主体 実施評価 実施評価 実施評価 実施評価

③ 子ども・子
育て相談窓
口の充実 ○

子育て世帯の不安や悩みの相談、ニーズに合わせて施設利用やサービ
スが受けられるよう相談窓口の充実に努めます。
行政は、子育て世帯のニーズに合わせて幼稚園・保育所などの各施
設、子育て支援事業などから必要な支援が受けられるよう相談窓口の
充実と子育て支援センターとの連携を図ります。

行　　　　　政

○児童支援窓口による相談受付
　・保育所入所
　・子育て支援センター
　・発達支援センター
　・学童クラブ

○児童支援窓口による相談受付
　・保育所入所
　・子育て支援センター
　・発達支援センター
　・学童クラブ

○児童支援窓口による相談受付
　・保育所入所
　・子育て支援センター
　・発達支援センター
　・学童クラブ

○児童支援窓口による相談受付
　・保育所入所
　・子育て支援センター
　・発達支援センター
　・学童クラブ

④ 外部機関と
の連携

○

○

○

生活保護制度の対象とならない失業者など経済的支援を必要とする
生活困窮者から相談がある場合一次窓口として相談支援を行います。
しかし、地域において活用可能なサービスがない場合は、北海道と連
携し、必要な支援につなげます。
行政は、生活困窮者の職業紹介、失業手当等に関する相談はハロー
ワークへ情報提供します。
行政は、生活困窮者の一時的生活困窮に関する相談は、社会福祉協議
会の応急援護資金・生活福祉資金を紹介します。
行政は、生活困窮者の生活相談について必要がある場合は、北海道の
自立相談支援機関へ情報提供し、各種生活困窮者自立支援方策の活用
につなげます。

行　　　　　政

○生活相談者数　7件
○生活困窮者自立支援事業へ紹介
　オホーツク相談支援センターふくろう（オホーツク総合振興局委
託事業者）
　　北見市青葉町１６－２３　℡0157-25-3110
　美幌町内相談件数　11件（継続9件）
○応急援護資金利用者　相談69件、貸付47件
○生活福祉資金利用者　相談17件、貸付 0件

○生活相談者数　19件
○生活困窮者自立支援事業へ紹介
　オホーツク相談支援センターふくろう（オホーツク総合振興局委
託事業者）
　　北見市青葉町１６－２３　℡0157-25-3110
　美幌町内相談件数　16件（継続5件）
○応急援護資金利用者　相談42件、貸付29件
○生活福祉資金利用者　相談15件、貸付0件

○生活相談者数　19件
○生活困窮者自立支援事業へ紹介
　オホーツク相談支援センターふくろう（オホーツク総合振興局委
託事業者）
　　北見市青葉町１６－２３　℡0157-25-3110
　美幌町内相談件数　15件（継続6件）
○応急援護資金利用者　相談39件、貸付25件
○生活福祉資金利用者　相談18件、貸付0件

○生活相談者数　24件
○生活困窮者自立支援事業へ紹介
　オホーツク相談支援センターふくろう（オホーツク総合振興局委
託事業者）
　　北見市青葉町１６－２３　℡0157-25-3110
　美幌町内相談件数　14件（継続5件）
○応急援護資金利用者　相談39件、貸付27件
○生活福祉資金利用者　相談5件、貸付0件

行　　　　　政

○７５以上単身又は高齢者世帯の情報提供　1,128名
○避難行動要支援者名簿及び地図の提供　1,054名
○定例民児協での各種情報伝達　12回

○７５以上単身又は高齢者世帯の情報提供　1,145名
○避難行動要支援者名簿及び地図の提供　1,043名
○定例民児協での各種情報伝達　12回

○７５以上単身又は高齢者世帯の情報提供　1,151名
○避難行動要支援者名簿及び地図の提供　984名
○定例民児協での各種情報伝達　12回

○７５以上単身又は高齢者世帯の情報提供　1,178名
○避難行動要支援者名簿及び地図の提供　876名
○定例民児協での各種情報伝達　8回

民生委員児童委員

○独居高齢者、障害者、児童等地区内定期訪問
○研修等
　・定例民児協　10回
　・独自研修　 1回
　・道民児連　6回
　・5町合同研修　1回

○独居高齢者、障害者、児童等地区内定期訪問
○研修等
　・定例民児協　10回
　・独自研修　 0回
　・道民児連　6回
　・5町合同研修　1回

○独居高齢者、障害者、児童等地区内定期訪問
○研修等
　・定例民児協　10回
　・独自研修　 0回
　・道民児連　6回
　・5町合同研修　1回

○独居高齢者、障害者、児童等地区内定期訪問
○研修等
　・定例民児協　2回
　・独自研修　 0回
　・道民児連　4回
　・5町合同研修　1回

○

○

○

(4) 民生委員
児童委員
活動の支
援

民生委員児童
委員活動に必
要な情報提供
と活動支援

区分

民生委員児童委員の活動する地域で必要な情報が得られやすいよ
う、情報提供及び活動支援を行います。
行政は、地域の実情を把握する民生委員児童委員活動を支援するため
の必要な情報提供を行います。
行政は、民生委員児童委員活動を支援するため、研修や活動支援を行
います。
民生委員児童委員は、悩み事相談やニーズ把握に努め、必要な機関へ
情報提供を行うとともに、研修等を通じて自己研さんに努めます。
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美幌町地域福祉計画実施評価資料
１基本理念　　「すべての人々がたがいに助け合い温かに暮らせるまちへ」
２基本目標　　「温かに暮らせるまち」
２推進目標　　「福祉サービスの提供体制づくり」

内　　　容 実施主体 平成２７年度実施評価 平成２８年度実施評価 平成２９年度実施評価 平成３０年度実施評価

行　　　　　　政

○各種ケース会議
　・高齢者　51回
　・障がい者　5回
　・児童　1回

○各種ケース会議
　・高齢者　39回
　・障がい者　5回
　・児童　2回

○各種ケース会議
　・高齢者　42回
　・障がい者　5回
　・児童　1回

○各種ケース会議
　・高齢者　34回
　・障がい者　2回
　・児童　4回

各　事　業　者
○各種ケース会議への同席 ○各種ケース会議への同席 ○各種ケース会議への同席 ○各種ケース会議への同席

行　　　　　　政

○子ども子育て支援給付　H27.4～
　・施設型給付
　・地域型保育給付
○地域子ども子育て支援事業の提供
　・利用者支援事業等　13事業

○子ども子育て支援給付　H27.4～
　・施設型給付
　・地域型保育給付
○地域子ども子育て支援事業の提供
　・利用者支援事業等　13事業

○子ども子育て支援給付　H27.4～
　・施設型給付
　・地域型保育給付
○地域子ども子育て支援事業の提供
　・利用者支援事業等　13事業

○子ども子育て支援給付　H27.4～
　・施設型給付
　・地域型保育給付
○地域子ども子育て支援事業の提供
　・利用者支援事業等　13事業

民生委員児童委員
○民生委員・各種ボランティアの事業協力 ○民生委員・各種ボランティアの事業協力 ○民生委員・各種ボランティアの事業協力 ○民生委員・各種ボランティアの事業協力

地　　　　　　域

○家庭・地域・教育力向上のための学習機会の充実
　「人材」の掘り起こしと地域ぐるみの見守り
○家庭教育学級の開設
　各幼稚園の保護者が主体的に交流会を実施

○家庭・地域・教育力向上のための学習機会の充実
　「人材」の掘り起こしと地域ぐるみの見守り
○家庭教育学級の開設
　各幼稚園の保護者が主体的に交流会を実施

○家庭・地域・教育力向上のための学習機会の充実
　「人材」の掘り起こしと地域ぐるみの見守り
○家庭教育学級の開設
　各幼稚園の保護者が主体的に交流会を実施

○家庭・地域・教育力向上のための学習機会の充実
　「人材」の掘り起こしと地域ぐるみの見守り
○家庭教育学級の開設
　各幼稚園の保護者が主体的に交流会を実施

行　　　　　　政

○相談体制の充実、強化
○利用者が望むサービスの提供
○制度周知
○就労の場の拡大、日中活動の場の確保
○発達障害児への支援
○災害時支援
○障がい者の虐待防止

○相談体制の充実、強化
○利用者が望むサービスの提供
○制度周知
○就労の場の拡大、日中活動の場の確保
○発達障害児への支援
○災害時支援
○障がい者の虐待防止

○相談体制の充実、強化
○利用者が望むサービスの提供
○制度周知
○就労の場の拡大、日中活動の場の確保
○発達障害児への支援
○災害時支援
○障がい者の虐待防止

○相談体制の充実、強化
○利用者が望むサービスの提供
○制度周知
○就労の場の拡大、日中活動の場の確保
○発達障害児への支援
○災害時支援
○障がい者の虐待防止

民生委員児童委員 ○民生委員・各種ボランティアの事業協力 ○民生委員・各種ボランティアの事業協力 ○民生委員・各種ボランティアの事業協力 ○民生委員・各種ボランティアの事業協力

地　　　　　　域 ○自治会、民生委員による障害者情報の把握 ○自治会、民生委員による障害者情報の把握 ○自治会、民生委員による障害者情報の把握 ○自治会、民生委員による障害者情報の把握

行　　　　　　政

○地域包括ケアシステムの構築
　・介護予防、日常生活支援総合事業
　・包括的支援事業
　・任意事業（住宅改修、配食、オムツ支給等）

○地域包括ケアシステムの構築
　・介護予防、日常生活支援総合事業
　・包括的支援事業
　・任意事業（住宅改修、配食、オムツ支給等）

○地域包括ケアシステムの構築
　・介護予防、日常生活支援総合事業
　・包括的支援事業
　・任意事業（住宅改修、配食、オムツ支給等）

○地域包括ケアシステムの構築
　・介護予防、日常生活支援総合事業
　・包括的支援事業
　・任意事業（住宅改修、配食、オムツ支給等）

民生委員児童委員
○研修実施（保健福祉情報の提供）
○相談、苦情の集約と関係機関へのつなぎ

○研修実施（保健福祉情報の提供）
○相談、苦情の集約と関係機関へのつなぎ

○研修実施（保健福祉情報の提供）
○相談、苦情の集約と関係機関へのつなぎ

○研修実施（保健福祉情報の提供）
○相談、苦情の集約と関係機関へのつなぎ

地　　　　　　域

○たすけあいチームとの連携と支援
○ボランティア団体との連携
○自治会連合会による安心カード配布
○ライフライン事業者による安否確認と通報

○たすけあいチームとの連携と支援
○ボランティア団体との連携
○自治会連合会による安心カード配布
○ライフライン事業者による安否確認と通報

○たすけあいチームとの連携と支援
○ボランティア団体との連携
○自治会連合会による安心カード配布
○ライフライン事業者による安否確認と通報

○たすけあいチームとの連携と支援
○ボランティア団体との連携
○自治会連合会による安心カード配布
○ライフライン事業者による安否確認と通報

○

○

(2) 子育て支援
施策の推進
（子ども・
子育て支援
事業計画）

○
○

障がい者支
援施策の推
進（障がい
福祉計画）

○

○

○

(1)

区分

福祉サー
ビス充実
のための
連携の推
進

高齢者支援
施策の推進
（高齢者保
健 福 祉 計
画・介護保
険 事 業 計
画）

○

○

○

福祉サー
ビス施策
の推進

①

②

③

住民ニーズの多様化・複雑化さらには各制度の充実により福祉サー
ビス等の支援が行われています。
しかし、住民へ適切な支援を行うため各機関の連携が必要となって

います。今後はそのための仕組みづくりを推進します。
行政は、総合相談窓口に寄せられた支援内容の共通認識と適切なサー
ビスに結びつけていく体制づくりを進めます。
行政は、多種多様な生活支援の取り組みをコーディネートする機能の
充実や推進に努めます。

子ども子育て世帯が安心して子どもを産み育てることができるよう
支援するため、ニーズに合わせた支援と新制度移行により各種支援が
円滑に行われるよう取り組みます。
行政は、新制度移行にともない必要な体制整備を行います。
地域・民生委員児童委員は、「声かけ運動の推進」や「地域の見守
り」等の活動を推進します。

障がい者が自立した生活を営むことができるよう自立支援法にもと
づく支援や、新たな制度への対応を進めます。
行政は、障害者自立支援法の運用が円滑に行われるよう体制の充実に
努めます。
行政は、障害者差別解消法の周知や災害対策基本法の改正にともなう
対応を図るため災害時に備えた体制の整備を推進します。
地域・民生委員児童委員は、行政との連携により、対象者の把握に努
め、災害時に避難支援者として行動します。

高齢になっても可能な限り住み慣れた地域で、その能力に応じて自
立した生活を営むことができるよう福祉・介護保険サービスの充実
と、介護保険法の改正への対応を進めます。
行政は、高齢者のニーズ把握に努め、介護保険サービスと福祉サービ
スを組み合わせた支援が行われるよう体制の充実に努めます。
行政は、介護保険法の改正にともない地域支援事業が円滑に行われる
よう必要な体制整備に努めます。
地域・民生委員児童委員は、行政との連携により、対象者の把握に努
め、災害時に避難支援者として行動します。
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美幌町地域福祉計画実施評価資料
１基本理念　　「すべての人々がたがいに助け合い温かに暮らせるまちへ」
２基本目標　　「温かに暮らせるまち」
３推進目標　　「利用者の視点に立った福祉サービスの提供」

内　　　容 実施主体 平成２７年度実施評価 平成２８年度実施評価 平成２９年度実施評価 平成３０年度実施評価

行　　　　　　政

○悩み心配ごと相談　開催回数12回、相談者延べ8人
○障がい者相談員の配置（知的・身体）　2名
○北海道及び北海道国保連合会との連携

○悩み心配ごと相談　開催回数12回、相談者延べ12人
○障がい者相談員の配置（知的・身体）　2名
○北海道及び北海道国保連合会との連携

○悩み心配ごと相談　開催回数12回、相談者延べ9人
○障がい者相談員の配置（知的・身体）　2名
○北海道及び北海道国保連合会との連携

○悩み心配ごと相談　開催回数11回、相談者延べ9人
○障がい者相談員の配置（知的・身体）　2名
○北海道及び北海道国保連合会との連携

社会福祉協議会

○心配ごと相談　5件
○福祉よろず相談　5件
○無料法律相談　31件

○心配ごと相談　3件
○福祉よろず相談　6件
○無料法律相談　30件

○心配ごと相談　0件
○福祉よろず相談　12件
○無料法律相談　46件

○心配ごと相談　0件
○福祉よろず相談　5件
○無料法律相談　35件

各　事　業　者

○美幌地域包括支援センター
○ケアプラン作成事業所
　・（医）恵和会アメニティ美幌指定居宅介護支援事業所
　・美幌地域ケアプラン相談センター
　・（有）ライフサポート企画いなみ介護支援センター
　・（有）丸庫しあわせ介護センター
　・みんと美幌ケアプラン相談センター
　・(株)ケア・ハートフル　ケアプランセンター　ゆう

○美幌地域包括支援センター
○ケアプラン作成事業所
　・（医）恵和会アメニティ美幌指定居宅介護支援事業所
　・美幌地域ケアプラン相談センター
　・（有）ライフサポート企画いなみ介護支援センター
　・（有）丸庫しあわせ介護センター
　・みんと美幌ケアプラン相談センター
　・(株)ケア・ハートフル　ケアプランセンター　ゆう

○美幌地域包括支援センター
○ケアプラン作成事業所
　・（医）恵和会アメニティ美幌指定居宅介護支援事業所
　・美幌地域ケアプラン相談センター
　・（有）ライフサポート企画いなみ介護支援センター
　・（有）丸庫しあわせ介護センター
　・みんと美幌ケアプラン相談センター
　・(株)ケア・ハートフル　ケアプランセンター　ゆう

○美幌地域包括支援センター
○ケアプラン作成事業所
　・（医）恵和会アメニティ美幌指定居宅介護支援事業所
　・美幌地域ケアプラン相談センター
　・（有）ライフサポート企画いなみ介護支援センター
　・（有）丸庫しあわせ介護センター
　・みんと美幌ケアプラン相談センター

行　　　　　　政

○委員報酬　112千円
○成年後見支援センター業務委託料　1,465千円
　・事務経費　808千円
　・啓発用経費　384千円
　・市民後見人養成用経費　273千円

○委員報酬　135千円
○成年後見支援センター業務委託料　1,447千円
　・事務経費　461千円
　・啓発用経費　269千円
　・市民後見人養成用経費　652千円
　・フォローアップ用経費　65千円

○委員報酬　135千円
○成年後見支援センター業務委託料　1,089千円
　・事務経費　459千円
　・啓発用経費　290千円
　・市民後見人養成用経費　196千円
　・フォローアップ用経費　144千円

○委員報酬　68千円
○成年後見支援センター業務委託料　1,457千円
　・事務経費　423千円
　・啓発用経費　694千円
　・市民後見人養成用経費　196千円
　・フォローアップ用経費　144千円

社会福祉協議会

○成年後見支援センター設置　H27.10～
　・相談及び利用支援
　・広報及び啓発
　・養成及び実務研修
　・市民後見人登録・受任調整、活動支援
　・関係機関との連携
　・町村申立業務の支援
　・その他センター運営に関する業務
○相談件数　14件（H28.2末）
○法人後見受任件数　後見人　0件、保佐人 1件
○市民後見人養成講座受講人数　20人
○市民後見人養成講座実施回数　0回
○市民後見人フォローアップ講座 3回
○後見制度講演会　１回

○成年後見支援センター設置　H27.10～
　・相談及び利用支援
　・広報及び啓発
　・養成及び実務研修
　・市民後見人登録・受任調整、活動支援
　・関係機関との連携
　・町村申立業務の支援
　・その他センター運営に関する業務
○相談件数　10件（H29.2末）
○法人後見受任件数　後見人　1件、保佐人 1件
○市民後見人養成講座受講人数　19人
○市民後見人養成講座実施回数　1回（全8回、実習他）
○市民後見人フォローアップ講座 1回
○後見制度講演会　1回

○成年後見支援センター設置　H27.10～
　・相談及び利用支援
　・広報及び啓発
　・養成及び実務研修
　・市民後見人登録・受任調整、活動支援
　・関係機関との連携
　・町村申立業務の支援
　・その他センター運営に関する業務
○相談件数　21件（H30.2末）
○法人後見受任件数　後見人　1件、保佐人 1件
○市民後見人フォローアップ講座 3回
○後見制度講演会　1回(83名)

○成年後見支援センター設置　H27.10～
　・相談及び利用支援
　・広報及び啓発
　・養成及び実務研修
　・市民後見人登録・受任調整、活動支援
　・関係機関との連携
　・町村申立業務の支援
　・その他センター運営に関する業務
○相談件数　3件（H31.1末）
○法人後見受任件数　後見人 1件、保佐人 1件
○市民後見人フォローアップ講座 4回
○後見制度講演会　1回(3月開催予定)

行　　　　　　政

○社協事務局長の派遣研修　1名(社会福祉主幹)
○人件費補助(4名)　15,063千円
※道社協委託料　315千円（継続ケース3万円、新規ケース6万
円）

○社協事務局長の派遣研修　1名(社会福祉主幹)
○人件費補助(4名)　15,398千円
※道社協委託料　287千円（継続ケース3万円、新規ケース6万
円）

○人件費補助(5名)　20,625千円
※道社協委託料　270千円（継続ケース3万円、新規ケース6万
円）

○人件費補助(5名)　20,791千円
※道社協委託料　270千円（継続ケース3万円、新規ケース6万
円）

社会福祉協議会

○日常生活自立支援事業　H26，10～
　・相談件数　4件
　・利用人数　8人
　・後見人移行人数　0人
　・支援員　10人

○日常生活自立支援事業　H26，10～
　・相談件数　1件
　・利用人数　8人
　・後見人移行人数　0人
　・支援員　11人

○日常生活自立支援事業　H26，10～
　・相談件数　1件
　・利用人数　7人（待機中）
　・後見人移行人数　0人
　・支援員　11人

○日常生活自立支援事業　H26，10～
　・相談件数　4件
　・利用人数　6人（待機中）
　・後見人移行人数　0人
　・支援員　8人

区分

(2)

○

○

(3)

○

○

○

(1)

○

○

日常生活
自立支援
事業の推
進と生活
支援員の
充実

苦情処理
制度の充
実

成年後見
実施機関
の設置と
市民後見
人の養成

介護サービスや福祉サービス利用に関する苦情について、問題の解
決に向けて対応できるよう、苦情相談･処理窓口の充実を図ります。
行政・社会福祉協議会は、福祉サービスに関して関係機関と連携し苦
情相談の対応を行います。
道や国民健康保険団体連合会、サービス事業者等は介護サービスに関
して関係機関と連携し苦情相談の対応を行います。

高齢化の進展にともない一人暮らしの高齢者や認知症高齢者・障が
い者など判断能力が十分ではない住民が、適切な福祉サービスの利用
や財産の管理が行えるよう、実施体制の整備を進めます。
行政は、社会福祉協議会と連携し認知症高齢者や知的・精神障がい者
などの判断能力が不十分な住民に対して適切な支援が行われるよう成
年後見実施機関の整備を進めます。
行政は、社会福祉協議会と連携し今後親族による成年後見困難にとも
なう利用増加に対応するため、成年後見実施機関の機能が十分に発揮
されるよう市民後見人の養成と必要な研修を実施します。

日常生活は営むことはできるが、必要な手続き、支払い等の行為に
不安や判断できないなど認知症高齢者や障がい者が安心して生活がで
きるよう、社会福祉協議会が行政と連携実施体制の整備を進めます。
社会福祉協議会は、認知症高齢者や障がい者などが安心して日常生活
を営むことができるよう「成年後見制度」と連携し、住民のニーズに
合わせた支援のため「日常生活自立支援事業」の推進と窓口機関の充
実を図ります。
社会福祉協議会は、日常生活自立支援事業を円滑に推進するため、生
活支援員の充実に努めます。
行政は、社会福祉協議会が実施する事業の周知と住民から相談に対し
適切な利用が図られるよう調整・連携を図り、体制整備に努めます。



9/11美幌町地域福祉計画実施評価資料
１基本理念　　「すべての人々がたがいに助け合い温かに暮らせるまちへ」
３基本目標　　「安全・安心なまち」
１推進目標　　「生き生きと暮らせるまちづくり」

内　　　容 実施主体 平成２７年度実施評価 平成２８年度実施評価 平成２９年度実施評価 平成３０年度実施評価

行　　　　　政

○「食生活」
　・ヘルスリーダーレシピ集の普及、各種教室の開催
○「たばこ」
　・健診時啓発、学校・職場での健康教育
○「歯と口腔」
　・歯科相談会、歯周病予防の普及
○「休養・こころの健康相談」
　・情報提供、ゲートキーパー研修等の開催
○「働き盛りの健康づくり」
　・職域健康教育、医師会との連携

○「食生活」
　・ヘルスリーダーレシピ集の普及、各種教室の開催
○「たばこ」
　・健診時啓発、学校・職場での健康教育
○「歯と口腔」
　・歯科相談会、歯周病予防の普及
○「休養・こころの健康相談」
　・情報提供、ゲートキーパー研修等の開催
○「働き盛りの健康づくり」
　・職域健康教育、医師会との連携

○「食生活」
　・ヘルスリーダーレシピ集の普及、各種教室の開催
○「たばこ」
　・健診時啓発、学校・職場での健康教育
○「歯と口腔」
　・歯科相談会、歯周病予防の普及
○「休養・こころの健康相談」
　・情報提供、ゲートキーパー研修等の開催
○「働き盛りの健康づくり」
　・職域健康教育、医師会との連携

○「食生活」
　・ヘルスリーダーレシピ集の普及、各種教室の開催
○「たばこ」
　・健診時啓発、学校・職場での健康教育
○「歯と口腔」
　・歯科相談会、歯周病予防の普及
○「休養・こころの健康相談」
　・情報提供、ゲートキーパー研修等の開催
○「働き盛りの健康づくり」
　・職域健康教育、医師会との連携

地　　　　　域

○健診受診
○各種教室の参加
○出前講座の開催

○健診受診
○各種教室の参加
○出前講座の開催

○健診受診
○各種教室の参加
○出前講座の開催

○健診受診
○各種教室の参加
○出前講座の開催

行　　　　　政

○明和大学運営費補助　1,123千円
○みどり就労センター補助金　3,680千円
○「びほろ折り梅の会」町民フォーラム開催講師報償　105千円
○認知症サポーターテキスト代　16千円
○ゆうあいセンター維持管理事業　2,410千円
○ボランティア団体紹介　21団体

○明和大学運営費補助　1,212千円
○みどり就労センター補助金　3,777千円
○「びほろ折り梅の会」町民フォーラム開催講師報償　100千円
○認知症サポーターテキスト代　33千円
○ゆうあいセンター維持管理事業　2,529千円
○ボランティア団体紹介　21団体

○明和大学運営費補助　1,167千円
○みどり就労センター補助金　3,793千円
○「びほろ折り梅の会」町民フォーラム開催講師報償　100千円
○認知症サポーターテキスト代　26千円
○ゆうあいセンター維持管理事業　3,271千円
○ボランティア団体紹介　21団体

○明和大学運営費補助　1,210千円
○シルバー人材センター補助金　3,803千円
○「びほろ折り梅の会」町民フォーラム開催講師報償　100千円
○認知症サポーターテキスト代　26千円
○ゆうあいセンター維持管理事業　2,650千円
○ボランティア団体紹介　21団体

社会福祉協議会

○明和大学へ出前講座　3回
○ホームページリニューアル、内容充実　H26，4
　・ボランティア団体紹介　30団体
　・個人ボランティア募集

○明和大学へ出前講座　3回
○ホームページリニューアル、内容充実　H26，4
　・ボランティア団体紹介　30団体
　・個人ボランティア募集

○明和大学へ出前講座　0回
○ホームページリニューアル、内容充実　H26，4
　・ボランティア団体紹介　30団体
　・個人ボランティア募集

○明和大学へ出前講座　0回
○ホームページリニューアル、内容充実　H26，4
　・ボランティア団体紹介　29団体
　・個人ボランティア募集

地　　　　　域

○学習会への参加
○みどり就労センターへ就労登録
○団体ボランティアへ参加、個人ボランティア登録
○特定非営利活動法人　絆－びほろ　認可　H28.4～
　事業目的
　・高齢者等の在宅自立、地域生活支援事業
　・各種委託事業
　・介護保険法に伴う支援事業
　・地域たすけあい活動

○学習会への参加
○みどり就労センターへ就労登録
○団体ボランティアへ参加、個人ボランティア登録
○特定非営利活動法人　絆－びほろ　認可　H28.4～
　活動内容
　・有償ボランティア　利用者67名　利用時間数　1,501,5時間
　・やすらぎ支援事業　利用者6名　利用時間数　336時間
　・地域たすけあい活動　PR活動　1回、イベント参加　1回

○学習会への参加
○みどり就労センターへ就労登録
○団体ボランティアへ参加、個人ボランティア登録
○特定非営利活動法人　絆－びほろ　認可　H28.4～
　活動内容
　・有償ボランティア　利用者90名　利用時間数　1,956時間
　・やすらぎ支援事業　利用者8名　利用時間数　673時間
  ・認知症予防講座　17回開催
　・よりあいデイ事業ひだまり　12回開催
　・地域たすけあい活動　イベント参加　1回

○学習会への参加
○シルバー人材センターへ就労登録
○団体ボランティアへ参加、個人ボランティア登録
○特定非営利活動法人　絆－びほろ　認可　H28.4～
　活動内容
　・有償ボランティア　利用者90名　利用時間数　2,123時間
　・やすらぎ支援事業　利用者20名　利用時間数　645時間
  ・認知症予防講座　17回開催
　・よりあいデイ事業ひだまり　12回開催
　・地域たすけあい活動　イベント参加　1回

行　　　　　政

○明和大学運営費補助　1,123千円
○老人クラブ行事負担金　3,794千円
○多目的バスの貸し出し

○明和大学運営費補助　1,212千円
○老人クラブ行事負担金　3,557千円
○多目的バスの貸し出し

○明和大学運営費補助　1,167千円
○老人クラブ行事負担金　3,323千円
○多目的バスの貸し出し

○明和大学運営費補助　1,210千円
○老人クラブ行事負担金　3,389千円
○多目的バスの貸し出し

地　　　　　域
○自治会サロンの開催
○異世代交流事業の開催（老連）　2回

○自治会サロンの開催
○異世代交流事業の開催（老連）　0回

○自治会サロンの開催
○異世代交流事業の開催（老連）　0回

○自治会サロンの開催
○異世代交流事業の開催（老連）　0回

行　　　　　政

○みどり就労センター補助金（人件費）　3,680千円
○みどり就労センター事務所無償貸与
○えくぼ清掃業務委託料　8,001千円
○えくぼ事務所無償貸与
○障害者優先調達推進法にもとづく優先調達

○みどり就労センター補助金（人件費）　3,777千円
○みどり就労センター事務所無償貸与
○えくぼ清掃業務委託料　8,001千円
○えくぼ事務所無償貸与
○障害者優先調達推進法にもとづく優先調達

○みどり就労センター補助金（人件費）　3,793千円
○みどり就労センター事務所無償貸与
○えくぼ清掃業務委託料　7,375千円
○えくぼ事務所無償貸与
○障害者優先調達推進法にもとづく優先調達

○シルバー人材センター補助金（人件費）　3,803千円
○シルバー人材センター事務所無償貸与
○えくぼ清掃業務委託料　7,523千円
○えくぼ事務所無償貸与
○障害者優先調達推進法にもとづく優先調達

各　事　業　者

○配食ボランティア（社協）　55名（H28.2末）
○移送ボランティア（社協）　4名（H28.2末）
○みどり就労センターの運営　129名登録(H28.2末)、稼働率約
98％
○えくぼ運営　B型事業所54名、移行支援事業所2名
○ワークセンターぴぽろ　B型事業所
○菜のはな広場（らぐぅ）　A型事業所

○配食ボランティア（社協）　56名（H29.2末）
○移送ボランティア（社協）　5名（H29.2末）
○みどり就労センターの運営　129名登録(H29.2末)、稼働率約
96.9％
○えくぼ運営　B型事業所55名、移行支援事業所1名
○ワークセンターぴぽろ　B型事業所
○菜のはな広場（らぐぅ）　A型事業所

○配食ボランティア（社協）　62名（H30.2末）
○移送ボランティア（社協）　6名（H30.2末）
○みどり就労センターの運営　123名登録(H30.2末)、稼働率約
87.8％
○えくぼ運営　B型事業所50名、移行支援事業所1名
○ワークセンターぴぽろ　B型事業所38名、移行支援事業所2名
○菜のはな広場（らぐぅ）　A型事業所10名

○配食ボランティア（社協）　54名（H30.12末）
○移送ボランティア（社協）　6名（H30.12末）
○シルバー人材センターの運営　108名登録(H30.12末)
○えくぼ運営　B型事業所49名、移行支援事業所2名
○ワークセンターぴぽろ　B型事業所40名、移行支援事業所3名
○菜のはな広場（らぐぅ）　A型事業所11名

○

○

○

○

(2) 生涯学習に
よる生きが
いづくり ○

○

地域とのつ
な が り の
きっかけづ
くり

○

区分

健康づく
り施策の
推進

生涯学習
の推進

雇用啓発
と情報提
供

①

②

(1)

(3)

長生きを楽しむ生活をつづけるためには健康は欠かせません。健康
増進計画で重点的な取り組みとして５項目を推進します。
行政は、「食生活」「たばこ」「歯と口腔」「休養・こころの健康」
「働き盛りの健康づくり」の重点項目５項目について各種施策を推進
します。
地域は、５項目を達成するため、よりあいディサービスや老人クラ
ブ・自治会行事などの学習機会に普及啓発を支援します。

生涯学習の推進、学んだことを活かす支援により、生きがいづくり
を図る。
人権・福祉意識の向上を図り、人権や福祉、地域課題、地域福祉活動
への学習意欲を高め、生涯学習の推進を図ります。
行政や社会福祉協議会で、学習に関係する活動などを紹介して、学ん
だことを活かす場づくり支援を行います。

高齢者、障がい者、子育て世代などの各段階に応じた生涯学習がで
きるよう内容の充実を図ります。
生涯学習へ興味が持てるようニーズ把握に努め、生涯学習内容の多様
化や充実を図り、地域住民が参加しやすい体制を作ることで、住民の
つながりや支え合いを推進します。

年齢や障がいの有無にかかわらず住み慣れた地域で生活するために
は就労の場が欠かせません。あらゆる機会を通じて住民への理解・事
業所への啓発を進めます。
行政は、高齢者・障がい者・ひとり親等の就労制限に対する住民理解
を深めるため、ホームページ・広報等を活用し、啓発を行います。
行政は、町内各事業者に対して雇用への理解を求め、就労支援企業か
らの物品・役務の調達を配慮するなど雇用推進に努めます。
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行　　　　　政

○町民会館建設（ユニバーサルデザイン導入）　H30～
　・サイン計画（配色、誰もが見やすい位置、点字案内板、誘導ブロック）
　・安全対策（入口自動ドア、段差、総合案内板、点字ブロック、階段手す
り、エレベーターの表示灯・手すり・ストレッチャー面積確保、トイレのベ
ビーシート・オストメイト設備、車椅子駐車場確保）

○網走川河畔公園パークゴルフ場整備　H29～
　・休憩施設の整備（２棟）
　・トイレ整備（４棟）
　・スタート台切り下げ

○町民会館建設（ユニバーサルデザイン導入）　H30～
　・サイン計画（配色、誰もが見やすい位置、点字案内板、誘導ブロック）
　・安全対策（入口自動ドア、段差、総合案内板、点字ブロック、階段手す
り、エレベーターの表示灯・手すり・ストレッチャー面積確保、トイレのベ
ビーシート・オストメイト設備、車椅子駐車場確保）

○網走川河畔公園パークゴルフ場整備
　・休憩施設の整備（２棟）
　・トイレ整備（４棟）

○町民会館建設（ユニバーサルデザイン導入）　H30～
　・サイン計画（配色、誰もが見やすい位置、点字案内板、誘導ブロック）
　・安全対策（入口自動ドア、段差、総合案内板、点字ブロック、階段手す
り、エレベーターの表示灯・手すり・ストレッチャー面積確保、トイレのベ
ビーシート・オストメイト設備、車椅子駐車場確保）

○網走川河畔公園パークゴルフ場整備
　・休憩施設の整備（２棟）
　・トイレ整備（４棟）

○町民会館建設（ユニバーサルデザイン導入）　H30～
　・サイン計画（配色、誰もが見やすい位置、点字案内板、誘導ブロック）
　・安全対策（入口自動ドア、段差、総合案内板、点字ブロック、階段手す
り、エレベーターの表示灯・手すり・ストレッチャー面積確保、トイレのベ
ビーシート・オストメイト設備、車椅子駐車場確保）

○網走川河畔公園パークゴルフ場整備
　・休憩施設の整備（２棟）
　・トイレ整備（４棟）

各　事　業　者
○障害者差別解消法による取り組みを予定 ○障害者差別解消法による取り組みを予定 ○障害者差別解消法による取り組みを予定 ○障害者差別解消法による取り組みを予定

② 高齢者、障
がい者の住
宅の改善の
促進

○

高齢者や障がい者が日常生活を安心して快適に過ごすことができる
よう住宅のバリアフリー化情報提供を行います。
行政は、高齢者や障がい者などが住宅の｢バリアフリー化」を行う際、
各支援制度の紹介や税制面での優遇など必要な情報の提供に努めま
す。

行　　　　　政

○住宅リフォーム補助金　55,000千円
○日常生活用具（居宅生活動作補助用具）　380千円
○住宅改修費助成　900千円
○住宅改修　5,694千円

○住宅リフォーム補助金　72,600千円
○日常生活用具（居宅生活動作補助用具）　380千円
○住宅改修費助成　630千円
○住宅改修　4,951千円

○住宅リフォーム補助金　47,190千円
○日常生活用具（居宅生活動作補助用具）　190千円
○住宅改修費助成　630千円
○住宅改修　5,485千円

○住宅リフォーム補助金　47,190千円
○日常生活用具（居宅生活動作補助用具）　190千円
○住宅改修費助成　630千円
○住宅改修　4,216千円

(2) 交通ユニ
バーサル
デ ザ イ
ン・バリ
アフリー
化の推進

○

誰もが安全に安心して自由に外出し、さまざまな活動に参加できる
よう道路環境の整備を推進します。
行政は、道路改修の際は歩道の段差解消・視覚障害者誘導用ブロック
設置・幅広歩道など道路移動等円滑化基準を満たすバリアフリー化や
ユニバーサルデザイン導入による道路整備を推進します。

行　　　　　政

○道路修繕時規格基準での整備 ○道路修繕時規格基準での整備 ○道路修繕時規格基準での整備 ○道路修繕時規格基準での整備

(3) 地域バス
等の公共
交通手段
の整備

○

○

○

高齢者、障がい者などが、利用しやすい公共交通手段の整備推進に努
めます。
行政は、阿寒バス美幌循環線(ワンコインバス)、北見バス美幌高校線
の運行が継続されるよう支援に努めます。
行政は、農村地域の交通手段確保のため、乗合タクシーの運行が確保
されるよう支援に努めます。
住民の状況に合わせた交通手段の支援ができるよう制度の周知を行い
ます。

行　　　　　政

○福祉ハイヤー利用料助成　13,002千円
○障害者通院等交通費助成事業　3,947千円
○乗合タクシー無料代替運行　936千円
○生活バス路線運行維持費補助金　18,922千円

○福祉ハイヤー利用料助成　13,099千円
○障害者通院等交通費助成事業　3,759千円
○乗合タクシー無料代替運行　840千円
○生活バス路線運行維持費補助金　19,290千円

○福祉ハイヤー利用料助成  11,986千円
○障害者通院等交通費助成事業　2,867千円
○乗合タクシー無料代替運行　816千円
○生活バス路線運行維持費補助金　22,850千円

○福祉ハイヤー利用料助成  11,060千円
○障害者通院等交通費助成事業　2,793千円
○乗合タクシー無料代替運行　1,032千円
○生活バス路線運行維持費補助金　27,815千円

(4) 交通安全
対策の推
進 ○

○

高齢者、障がい者、子どもなどに対応した交通安全教育の充実に努め
ます。
行政は、高齢者・一般・小中学生の交通安全教室を継続します。
行政は、高齢者・障がい者等に配慮した交通安全対策の啓蒙啓発を行
います。

行　　　　　政

○交通安全教室（園児・小中学校）　25回
○交通安全教室（一般）　6回
○交通安全教室（高齢者）　2回

○交通安全教室（園児・小中学校）　25回
○交通安全教室（一般）　1回
○交通安全教室（高齢者）　7回

○交通安全教室（園児・小中学校）　24回
○交通安全教室（一般）　1回
○交通安全教室（高齢者）　11回

○交通安全教室（園児・小中学校）　19回
○交通安全教室（一般）　1回
○交通安全教室（高齢者）　9回

行　　　　　政

○避難行動要支援者台帳登録者　1,054人
○避難行動要支援者台帳登録者情報の提供（自治会、民生委
員）
○美幌町地域防災計画修正　H26.2
○美幌町災害時避難行動要援護者支援計画修正　H26.2

○避難行動要支援者台帳登録者　1,043人
○避難行動要支援者台帳登録者情報の提供（自治会、民生委
員）
○美幌町地域防災計画修正　H26.2
○美幌町災害時避難行動要援護者支援計画修正　H26.2

○避難行動要支援者台帳登録者　984人
○避難行動要支援者台帳登録者情報の提供（自治会、民生委
員）
○美幌町地域防災計画改正　H29.3
○美幌町災害時避難行動要援護者支援計画修正　H26.2

○避難行動要支援者台帳登録者　876人
○避難行動要支援者台帳登録者情報の提供（自治会、民生委
員）
○美幌町地域防災計画改正　H29.3
○美幌町災害時避難行動要援護者支援計画修正　H26.2

地　　　　　域
○自主防災訓練の実施 ○自主防災訓練の実施 ○自主防災訓練の実施 ○自主防災訓練の実施

行　　　　　政

○自主防災資機材等購入補助金　1,600千円
○防災リュック配布　8,500千円
○防災講座　4回（自治会2回、関係者2回）
○防災マップの全戸配布　H25.12

○自主防災資機材等購入補助金　250千円
○防災リュック配布　5,400千円
○防災講座　1回（自治会1回、関係者0回）
○防災マップの全戸配布　H25.12

○自主防災資機材等購入補助金　８50千円
○防災リュック配布　5,670千円
○防災講座　3回（自治会2回、関係者1回）
○防災マップの全戸配布　H29.4

○自主防災資機材等購入補助金　８50千円
○防災リュック配布　1,600千円
○防災講座　0回（自治会0回、関係者0回）
○防災マップホームページ掲載　H30.9

地　　　　　域

○自治会自主防災組織　40ヶ所
○防災リーダーの養成受講者　333名
○北海道防災マスター受講者　17名

○自治会自主防災組織　40ヶ所
○防災リーダーの養成受講者　281名
○北海道防災マスター受講者　19名

○自治会自主防災組織　41ヶ所
○防災リーダーの養成受講者　293名
○北海道防災マスター受講者　19名

○自治会自主防災組織　41ヶ所
○防災リーダーの養成受講者　293名
　（2年に1回開催：H29実施、H30未実施）
○北海道防災マスター受講者　19名

社会福祉協議会

〇胆振東部地震災害ボランティアセンター職員派遣　2回×2名
〇災害ボランティアコーディネーター養成研修会受講　7名
〇災害ボランティアセンター研修（社協役員たすけあいチーム）
　　118名

災害に備え
た情報・組
織の実用化

○

○

②

(5) 災害時避難
行動要支援
者台帳の整
備

○

○

○

(1) 公共施設等
のユニバー
サルデザイ
ン・バリア
フリー化の
推進

○

○

快適で利
用しやす
い環境の
整備

災害に備
えた体制
整備

①

①

区分

災害時に、避難行動要支援者の安否確認を速やかに行うため、避難行
動要支援者台帳及びマップの整備を行います。
行政から対象者に台帳への登録を促し、実用的な台帳作成を推進しま
す。
地域で台帳への登録を呼びかけ、台帳整備とともに、整備過程により
得られた情報で支え合いの体制構築を図ります。
行政と地域及び関係機関で台帳の情報を共有し支援体制を整備しま
す。

　災害時における支え合い体制の整備確認を推進します。
行政は自主防災組織の整備支援、救護・避難体制(要支援者マップ等)
の情報更新を行います。
地域は、自主防災組織を中心に要支援者マップを活用し避難体制の構
築を図ります。

住民誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすためには公共機関の施
設整備と既存施設の改修が必要です。
行政は公共施設のバリアフリー化の基準に適合する既存施設の改修や
ユニバーサルデザイン導入による施設整備を推進します。
行政は、特別特定建築物が建築される場合は建築物移動等円滑化基準
に適合する施設となるよう指導します。
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１基本理念　　「すべての人々がたがいに助け合い温かに暮らせるまちへ」
３基本目標　　「安全・安心なまち」
２推進目標　　「安心安全に暮らせるまちづくり」

内　　　容 実施主体 平成２７年度実施評価 平成２８年度実施評価 平成２９年度実施評価 平成３０年度実施評価

行　　　　　政

○民生委員活動事業　7,574千円
○緊急通報電話器等設置事業　5,256千円
○愛のふれあい訪問事業委託料　176千円
○配食サービス　2,076千円
○やすらぎ支援業務委託料　312千円
○たすけあいチーム補助金　800千円
○地域見守り活動事業　4千円
○自治会家族安心カード作成（高齢者）　14千円
○ヘルプカード作成（障がい者）　36千円
○シルバーハウジング相談室運営事業　8,923千円
○高齢者等SOSネットワーク推進委員会　47団体

○民生委員活動事業　7,736千円
○緊急通報電話器等設置事業　3,902千円
○緊急通報装置更新事業　16,597千円
○愛のふれあい訪問事業委託料　147千円
○配食サービス　3,518千円
○やすらぎ支援業務委託料　329千円
○たすけあいチーム補助金　800千円
○地域見守り活動事業　4千円
○自治会家族安心カード作成（高齢者）　51千円
○ヘルプカード作成（障がい者）　0千円
○シルバーハウジング相談室運営事業　9,383千円
○高齢者等SOSネットワーク推進委員会　47団体

○民生委員活動事業　8,715千円
○緊急通報電話器等設置事業　1,802千円
○愛のふれあい訪問事業委託料　160千円
○配食サービス　2,781千円
○やすらぎ支援業務委託料　656千円
○たすけあいチーム補助金　900千円
○地域見守り活動事業　4千円
○自治会家族安心カード作成（高齢者）　60千円
○ヘルプカード作成（障がい者）　0千円
○シルバーハウジング相談室運営事業　9,287千円
○高齢者等SOSネットワーク推進委員会　47団体

○民生委員活動事業　7,648千円
○緊急通報電話器等設置事業　5,618千円
○愛のふれあい訪問事業委託料　160千円
○配食サービス　3,008千円
○やすらぎ支援業務委託料　731千円
○たすけあいチーム補助金　900千円
○地域見守り活動事業　4千円
○自治会家族安心カード作成（高齢者）　54千円
○ヘルプカード作成（障がい者）　0千円
○シルバーハウジング相談室運営事業　10,058千円
○高齢者等SOSネットワーク推進委員会　47団体

社会福祉協議会

【H26】
○たすけあいチーム支援（除雪）１世帯2千円＋燃料費　738千円
○たすけあいチーム支援（会食行事）手作り250円×支援者　202千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仕出し300円×支援者　304千円

【H27】
○たすけあいチーム支援（除雪）１世帯2千円＋燃料費　698千円
○たすけあいチーム支援（会食行事）手作り250円×支援者　213千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仕出し300円×支援者　294千円

【H28】
○たすけあいチーム支援（除雪）１世帯2千円＋燃料費　716千円
○たすけあいチーム支援（会食行事）手作り250円×支援者　149千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仕出し300円×支援者　266千円

【H29】
○たすけあいチーム支援（除雪）１世帯2千円＋燃料費　717千円
○たすけあいチーム支援（会食行事）手作り250円×支援者　178千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仕出し300円×支援者　322千円

関　係　機　関

○地域見守り活動事業ライフライン事業者　28事業者
○高齢者等SOSネットワーク推進委員会　47団体、個人登録
232人
○家族安心カード配布（自治会連合会）

○地域見守り活動事業ライフライン事業者　30事業者
○高齢者等SOSネットワーク推進委員会　47団体、個人登録
230人
○家族安心カード配布（自治会連合会）

○地域見守り活動事業ライフライン事業者　31事業者
○高齢者等SOSネットワーク推進委員会　47団体、個人登録
327人
○家族安心カード配布（自治会連合会）

○地域見守り活動事業ライフライン事業者　31事業者
○高齢者等SOSネットワーク推進委員会　47団体、個人登録
446人
○家族安心カード配布（自治会連合会）

日頃からの
支え合い体
制の整備と
見守り活動
の実施

○

○

○

③

区分

関係機関による地域の支え合い体制の整備推進及び見守り活動強化
を支援します。
行政は、高齢者等の見守りを実施するため、緊急通報システム設置・
愛のふれあい訪問・除雪サービス・配食サービス等の福祉施策を推進
します。
行政・関係機関は、高齢者等ＳＯＳネットワーク・地域見守り活動事
業などの見守りネットワークの充実を図ります。
社会福祉協議会は配食サービス・やすらぎ支援事業・地域たすけあい
チームの支援等の事業充実を図ります。


