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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 

 

 

 

 

 

 

 

遠藤福祉主幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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２９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、平間圭介様、勝本哲様、石川亘様、宮上憲之

様の４名の方より欠席のご連絡をいただいていますが、過半数以上の出席

により、本日の会議が成立しておりますことをご報告申し上げます。 

 では、次第２「委員長のあいさつ」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、ますますこの地域福祉計画というのは重要になってくるものと

認識しておりますので、今回３回目となる実施評価についても、より一層

重要となっておりますので、事務局からの報告、提案をしっかりと受け止

めていただきながら、議論を強化していきたいと思っておりますのでよろ

しくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

 本日の会議は、平成２６年度に４回にわたりまして皆さまにご議論いた

だき、平成２７年度より５ヵ年計画で実施しております、「第２期美幌町地

域福祉計画」に関しまして、計画書の５３ページにも記載のとおり、「計画

の進捗状況の把握、目標達成度の評価」として、地域福祉の推進に係る評

価の管理や次期計画の策定方針などにつきまして、ご議論いただくもので

ございます。 

議事に入ります前に、事務局におきまして、昨年度より若干名の異動が

ございましたので、大変遅くなりましたが、ご報告させていただきます。 

（事務局２名について紹介） 

 本計画におきましては、社会福祉協議会の役割が多く登載されておりま

すことから、オブザーバーとして美幌町社会福祉協議会の小西事務局長に

出席をいただいておりますので、確認事項などがございましたらよろしく

お願いします。 

それでは、次第３「地域福祉計画実施評価」に入らせていただきます。 

会議の進行でございますが、「美幌町附属機関に関する条例第８条第２

項」の規定により、委員長が議長となりますので、これからの進行は菅野

委員長に進めていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

 それでは次第の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。改めまして、実施計画の評価についてご 

 

 

 

 

 

 

 

、会議次第の２「委員長あいさつ」までは、私より進めさせていただき



発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明させていただきます。資料には、平成２７年度から平成２９年度の記

載がありますが、平成２７年度と平成２８年度は、前回評価した内容を記

載しており、今回は、平成２９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、説明方法については、事務局より「社協」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、小西局長より、社協部分

について、ご説明をいただきたいと思います。 

 それでは、１ページ目の「たすけあいチーム補助金９００千円」につき

ましてですが、これは、社協で支出する下表の合計の２分の１を補助金と

して支出するものであり、支援者の増加による増額となっております。 

 次に、「民生委員児童委員の相談支援件数１，１６０件、訪問回数６，０

８６回、実活動日数５，６５７日」につきましては、全体として例年どお

りの推移となっており、活発な活動を継続していただいているとともに、

近年、相談内容が複雑化していることから、研修時間が増加している状況

にあります。 

 次に、高齢者等 SOSネットワーク推進委員会については、個人登録が、

３２７人と増加しております。これは、個別に登録していました、SOS、防

災、不審者、防犯を統合することによるところもあると思われます。 

 次に、自治会連合会についてですが、三役会８回、理事会６回、総会１

回となっており、年々、三役会や理事会が増加していることから、自治会

連合会の運営が活発化しているところであります。 

 次に、２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、３ページについては、社協の人件費補助が、４名から５名に変更

になり、予算額２０，６２５千円で、５，２２７千円の増額となっており

ます。これは、前年まで社協事務局長を町より派遣しておりましたが、平

成２９年度より、社協にて雇用することにより、事務局長分が増加してい

るものであります。 

 次に、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ページから３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。 

 ４ページについては、成年後見支援センター業務委託料１，０８９千円

についてご説明いたします。内訳として、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

１４４千円となっており、前年度と比較すると、養成用経費は減額、フォ

ローアップ経費は増額となっております。なお、詳細につきましては、後

ほど、小西局長よりご説明をいただきたいと思います。 

 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

の活動をご説明いたします。有償ボランティアについては、利用者９０名、

利用時間数１，９５６時間、やすらぎ支援事業については、利用者８名、

利用時間数６７３時間となり、ともに、利用者数と利用時間数が増加して

おります。また、追加項目として、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、を追記いたしました。 

 

 

 

 それでは次第の４，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を事務局より報告をお願いしたいと思い

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 

 

また、配食ボランティア６２名、移送ボランティア９名については、年々

増加傾向にあります。 

なお、同じく下段になりますが、「ワークセンターぴぽろ」及び「菜のは

な広場（らぐぅ）」について、ぴぽろは、B型事業所３８名、移行支援事業

所２名、らぐぅは、A型事業所１０名を追加いたしました。 

 次に、２ページ目については、網走川河畔公園パークゴルフ場整備につ

いて、平成２８年度に整備完了していることから、平成２８年度を休憩施

設の整備（２棟）、トイレ整備（４棟）に修正しております。 

 また、交通安全教室については、近年の社会動向を踏まえて、高齢者向

けの交通安全教室が増加となっております。 

 次に防災関係ですが、近年の自然災害の猛威を踏まえて、町の対策が重

要であることから、美幌町地域防災計画改正を平成２９年３月に、防災マ

ップの全戸配布を平成２９年４月に実施し、防災に対する対策を強化して

おります。 

 次に、３ページについては、地域見守り活動事業ライフライン事業者が

３１事業者となり、医療機関、灯油・ガス事業者、新聞社、宅配など、た

くさんの事業者の方にご協力いただいております。 

 以上、行政等に関しまして、ご説明いたしました。 

 それでは、社協部分につきまして、小西局長より説明について、よろし

くお願いします。 

 

それでは、社協の部分につきまして私の方から説明させていただきます。 

最初に戻っていただきまして、まず、助け合いチームの関係でございま

す。現在３３チームが稼働しておりまして、主な活動としましては除雪活

動となっておりまして、２７０世帯が支援を受けています。 

活動としましては、平成２７年度から見たときに大きな増加はなく、横

ばいの状態となっておりますが、年々重要な活動となっております。 

次に、社会福祉協議会の広報活動について、社協だよりやホームページ

での情報提供をしております。社協だよりについては年４回発行しており、

ホームページについては随時更新しておりますが、ホームページの更新が

少し遅れ気味となっていますので、これから充実を図っていくところでご

ざいます。 

次に、ボランティアセンターについてですが、社会福祉協議会の活動の

大きな柱として、ボランティアの活動と連携を図り、ボランティアの拡大

をしていくことが課題となっております。 

平成２９年度の状況としては、３，２３６人のボランティアの方がいま

す。各団体重複している部分があると思いますが、団体としては３３団体

となっています。高齢化に伴い、新たなボランティアの拡大、養成をして

いかなければ減少傾向になってしまうため、それを阻止することが社会福

祉協議会の大きな課題となっております。 

次に、成年後見についてですが、成年後見支援センターが平成２７年１

０月より開設されております。成年後見支援センターは成年後見に関心が

ある方への相談や成年後見の準備のための支援をしていくというのも大き

な柱となっております。 

現在、実際に成年後見を支援するというのが法人後見となっていますが、

現在後見の方が１名補佐の方が１名、２名の方を成年後見として社会福祉

協議会で支援している状況であります。 



 

 

発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等) 

 

 

市民後見人はボランティアで支援していくものですが、現在１９名の方

が登録されています。しかし、その内２名しか実務に携わっていなく、そ

の実務が維持できるように、他の実例や、事例を皆さんで研修しながらの

フォローアップ研修を行っているところでございます。 

 他にも、まずは町民の方に後見人について興味を持ってもらうことが大

事であるため、毎年町民向けの講演会を行っております。平成２９年度は

８３名の方に参加をいただきました。 

 そういった活動もありますので、資料の中には相談件数が２１件となっ

ていますが、カウントできない話題が増えてきており、広まってきている

と感じております。また、相談の中には直接結びつくものではなく、将来、

５年後、１０年後を見据えての相談や、親の事を考えての相談等がありま

す。 

 次に、ボランティアについてです。社会福祉協議会として行っているの

が、２行目にあります、ボランティア指定校への活動支援や、連絡調整を

行っております。また、ボランティアスクールを行っていますが人数不足

により開講できていない状況でございます。今年の３月についても小学生

を対象としていましたが、人数不足で中止となってしまいました。今後、

社会福祉協議会とマナビティーセンターとの連携を図りながら実施に向け

て活動していきます。 

 ボランティア出前講座については、小中学校へ福祉教育の専門職員を派

遣する支援を行っております。また、明和大学に福祉の講話として参加し

ております。 

 次に社会福祉協議会の相談窓口についてですが、無料法律相談、福祉よ

ろず相談、心配ごと相談を行っております。 

 無料法律相談は北見から弁護士を招いて、月に１回行っております。４

６件行っておりまして、前年が２４件でしたので、これについてはニーズ

が高まっていると感じております。 

 福祉よろず相談は、窓口で受けている相談になりまして、心配ごと相談

については、いろんな悩みや、心配なことを聞いて、少しでも助言をした

り、心の安定を保つものとなっていますが、こちらは年々件数が減少して

きています。減少してきている理由としては、民生委員などが活発に活動

していただき、相談相手となっていただいていることもあるのかなと感じ

ております。 

 次に、日常生活自立支援事業についてです。成年後見の方については家

庭裁判所にて審査をして、成年後見補佐として決定しますが、この事業に

ついては、自分でお金を管理するのが不安の方、お金があったら使ってし

まうという方、お金をなくしてしまうという方を対象に、通帳を預かった

り、一緒に銀行に行ってお金を下ろしたりする支援を行っております。成

年後見については通帳を預かって管理をすべて行いますが、ある程度自分

で管理ができる方についてはこちらの事業で支援を行っていきます。現在

７名の方が利用しており、こちらの支援員は１１名とありますが、こちら

は、成年後見の研修を受けた方が支援に参加して頂いております。人数は

横ばいになっておりますが、相談は年々増加しております。 

 以上で社会福祉協議会についての活動の説明となります。 



 

 

発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等) 

  菅野委員長 

 

３ （２）次期計画の

課題抽出について 

 

  辻主査 

 

   

 平成２９年度の進捗状況について説明をいただきましたが、皆さんの方

から質疑や確認したい事項はございますか？ 

 ありませんようですので、続きまして、次第３（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。 

 

それでは、次期計画の課題抽出についてご説明をさせていただきます。 

今回ご説明いたします「地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進」

について、厚生労働省から通知されている内容をご説明いたします。 

まず、社会福祉法の一部が改正され、平成３０年４月１日に施行される

こととなっております。法改正により、下から３段目の③社会福祉法改正

による記載事項の追加等を踏まえて改定した市町村地域福祉計画及び都道

府県地域福祉支援計画の策定ガイドライン等について、別紙のとおり通知

するので、十分御了知の上、これを参考として、地域共生社会の実現に向

けた地域福祉の推進をお願いしたいとなっております。 

そして、そのガイドラインにおいて、市町村地域福祉計画に反映させる部

分を抜粋したものが２９ページから４２ページになります。 

平成２７年度・平成２８年度の本会議において、課題抽出した内容を除

き、第３期地域福祉計画に盛り込むべき事項の主な点についてご説明いた

します。 

それでは、２９ページ中段をご覧ください。まず、市町村地域福祉計画

に盛り込むべき事項は、大きく５点ございます。 

１点目は、地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その

他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項。 

２点目は、地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項。 

３点目は、地域における社会福祉を目的とした事業の健全な発達に関す

る事項。 

４点目は、地域福祉に関する活動への住民の参加に関する事項。 

５点目は、包括的な支援体制の整備に関する事項となっております。 

はじめに、１点目は 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童

の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むでき事項では、３０ページ

中段ウになりまして、制度の狭間の課題への対応のあり方。既存の制度に

明確に位置付けられていないが、何らかの支援が必要である、いわゆる「制

度の狭間の課題」への対応のあり方（ひきこもり、サービス利用拒否等の

制度の狭間の課題を有する者を発見する機能の充実、ソーシャルワーク体

制の整備、近隣の地域住民や訪問機会のある事業者等の活動の充実・支援、

支援関係機関間の連携体制の整備等） 

 続きまして、３３ページ上段シになりまして、地域住民等が集う拠点の

整備や既存施設等の活用。課題を抱えた者だけでなく、誰もがいつでも気

軽に立ち寄ることができる居場所や、地域住民や専門職の話し合いを通じ

て新たな活動が生まれることが期待できる地域の拠点の整備（既存施設等

の活用も含む） 

続きまして、２点目は、地域における福祉サービスの適切な利用の促進

に関する事項では３４ページ上段イになります。支援を必要とする者が必

要なサービスを利用することができるための仕組みの確立。社会福祉従事

者の専門性の向上、ケアマネジメント、ソーシャルワーク体制の整備。 

同じく、３４ページのウですが、サービスの評価やサービス内容の開示 
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  遠藤主幹 

等による利用者の適切なサービス選択の確保。 

続きまして、３点目は、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では、３４ページ中段になりまして、複雑多様化した

地域生活課題を解決するため、社会福祉を目的とする多様なサービスの振

興・参入促進及びこれらと公的サービスの連携による公私協働の実現。民

間の新規事業の開発やコーディネート機能への支援。社会福祉法人による

「地域における公益的な取組」の推進。 

続きまして、４点目は、地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に

関する事項では３５ページ上段ウになります。地域福祉を推進する人材の

養成。福祉活動専門員、社会福祉従事者等による地域組織化機能の発揮。 

続きまして、５点目の包括的な支援体制の整備に関する事項については、

新規で追加する項目はありません。 

 以上について、第３期地域福祉計画に盛り込むことで進めさせていただ

きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

 事務局より説明がありましたが、質疑や確認したい事項はございます

か？ 

  

 補足をさせていただきますが、先ほど主査から説明のあったとおり、平

成２９年１２月１２日に国より通知が出されており、社会福祉法が一部改

正し、平成３０年４月１日より施行します。２９ページに記載があるガイ

ドラインに今般の法改正により、地域福祉計画の策定が努力義務化された

との記載がありますが、美幌町は平成２１年より策定しており、パイオニ

ア的な事に取り組んでおります。策定は努力義務となっていますが、将来

的には義務化されると思われ、必ず策定することとなると思いますが、土

台が既にあるため、非常に取り組みやすい環境となっていると思います。 

 ただし、先ほど説明した地域福祉計画に盛り込むべき事項を踏まえて作

らなければ認められないというものになっているため、平成３１年度に現

在の計画が終わるため、平成３１年度中にこの内容を皆さんと話し合いな

がら内容を作ることとなります。 

 今回作った計画書は障がい者や高齢者部門とたまたま同じ時期にスター

トしたため、まとめてつくることができましたが、次の障がい者や高齢者

部門の計画と見直し時期が異なるため、それができなくなります。その上、

先ほど説明した内容を盛り込む必要がでてくるため、今までよりもボリュ

ームのあるものとなることが予想されます。平成３２年度に向けて、他市

町村の情報も得ながら、美幌町らしいよりよい計画にしていきたいと考え

ております。 

 

遠藤主幹からの追加説明も踏まえて、質疑や確認したい事項はございま

すか？ 

 

計画は何年毎に作るきまりになっているのでしょうか？ 

 

決まりはないのですが、美幌町の総合計画が最上位計画となっており、

その下に位置する計画となっていますので、総合計画に合わせる形となっ

ております。 
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 美幌町の総合計画というのは平成２７年度から平成３８年度までの１１

カ年となっており、この地域福祉計画は５年間、３１年度までの計画とな

っていますので、総合計画に合わせると、平成３２年度から平成３８年度

までの７年間の計画になるのではないのかと事務局は考えております。 

 先ほども言ったとおり、決まりがないので、３年や４年でもいいのです

が、上位計画の総合計画に合わせるのであれば７年間となると思います。 

 

 策定委員会は平成３１年度に行って、１年に渡り、作っていくこととな

るのですか？ 

 

 そのようになります。 

 

 他に質疑や確認したい事項はございますか？ 

 無いようですね。国からの通知を盛り込んで策定していくのは大変かと

思いますが、地域福祉の充実のためにしっかり取り組んでいただきながら、

委員の皆様もこのガイドラインを中心に勉強し直しまして、協力して町の

地域福祉の充実のために取り組んでいくことでよろしいでしょうか？ 

 

（全員了承） 

 

 次に、次第４その他ですが、事務局から何かございますか？ 

 

 ありません。 

 

 委員の皆様はなにかありますか？ 

 

 助け合いチームの関係で確認したいことがあるのですが、一番重要な活

動は高齢者の方の玄関先の除雪等だと思いますが、助け合いチームのメン

バー自身が高齢化してきている現状があると思うのですが、その対策につ

いてどのように考えているのかお聞かせ願います。 

 各自治会に建設関係に従事している方がいると思いますのでそういっ

た、若手の建設関連業者の方に助け合いチームに加入していただき、それ

をすることによって、その企業の建設業のポイント制につなげるような形

にすることができれば、自然と若い方が参加して頂けると思うのですがい

かがでしょうか。 

 

平成４年より助け合いチームが設立されましたが、その後高齢化も進ん

でいます。世代交代も必要かと思いますが、ボランティアは押しつけだと

長続きしないと言われておりますので、ポイント制というのは１つの案だ

とは思います。 

 

助け合いチームの除雪の人員の確保が年々難しくなっており、機械を持

っていて、動ける人に動いてもらうのが理想であるので、建設業者の方で

冬期間の間は仕事量が少ないという方がいれば、その人に主体になって動

いていただきたいと思っています。そういった呼びかけを自治会からだけ

ではなく、行政側からもしていただけると助かります。 



 

 

発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等) 

  菅野委員長 

 

小西事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

  菅野委員長 

 

  小西事務局長 

 

 

 

 遠藤主幹 

 

 

 

 

 

 

 

  横山委員 

 

 

５ 閉会 

  菅野委員長 

小西事務局長、なにかご意見ありますか？ 

 

今の課題について、これから高齢者が増え担い手が不足している状況が

あるのは確かであると思います。家庭が大変な方につきましては福祉的な

支援、ある程度余裕がある方については、有償で就労センター等にお願い

をするなどの振り分けをどこかのタイミングで行っていかなければいけな

いと思っております。 

今後皆様と共に考え、対策していかなければいけない課題だと認識して

おります。 

 

 行政からの支援の強化などの要望等は町民からあるのでしょうか？ 

 

 社協に要望があったときは、まず助け合いチームに連絡し、助け合いチ

ームの会長に状況確認をしていただき、状況によってチームで支援したり、

就労センターに支援を依頼しています。 

 

小西事務局長が話されたとおり、助け合いチームがある地区に関しては、

そのようになっておりますが、助け合いチームがない地区もございます。

家が遠く、助け合いチームではできないという事例もありますが、その際

は、就労センターに行政から委託料を払い、やっていただいているので、

今のところは支援ができている状況であります。 

ただ、助け合いチームの高齢化の解消は今後の課題であるとは認識して

います。 

 

 就労センターの方々も高齢化してきているので、そこについても対策が

必要と思いますが、若い方達に関心を持っていただくことが大事だと思い

ます。 

 

 大きな課題だと皆さんで受け止めて、改善に向け頑張っていきましょう。 

他にございますか？ 

 ないようなので、本日の会議は以上で終了いたします。ご苦労様でした。 


