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第１編 

 計画策定に関する基本的事項 
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第１章 地域福祉計画について 

 

１．計画の策定の背景と目的 

近年、わが国の国民生活は、人口減少、少子高齢化、勤労の多様化によるライフ

スタイルの変化、核家族化の進行による子育て・介護機能の変化、地域経済の低

迷、自然災害の増加、社会保障制度改革の推進などを背景として、充実させてきた

社会福祉の構造に制度疲労が生じてきているといわれています。  

少子高齢化の進行と併せて要介護認定者や認知症患者、高齢者世帯や一人暮ら

し世帯が増えていることからより一層のサービスの充足が求められているところ

でありますが、本村のような小規模自治体では医療機関、介護・福祉サービス事業

所の数に限りがある状況です。 

このような中、住民の地域生活を支えるためには公的な福祉サービス等の他に、

地域住民を主体とする支え合いの仕組みづくりが必要となってきています。  

地域住民の多様なニーズに対して、保健、医療、福祉、その他生活全般にわたる

総合的な取組が求められております。その実現には、行政・民間・地域住民自身に

よる助け合い・支えあい活動が総合的に機能することが必要とされており、自助・

共助・公助の役割分担のもとに住民に身近な地域において、幅広い住民の主体的な

参加と協働により、人がつながり、共に支えあい、いきいきと安心して暮らすこと

ができる地域社会の実現が望まれております。行政のみならず、民間事業者や住民

を含み、地域一体となって取組ことが必要です。  

また、住民の健康意識については、子どもの頃からの食育、特定健康診査や介護

予防事業の推進等により増進が図られてきている一方で、がん・心疾患の死亡率の

増加やメタボリックシンドローム等の問題も生じており、健康意識の向上や生き

がいを持った生活の実現のために、自宅・職場・医療・介護等の生活する全ての場

面において支えていくような仕組みづくりがますます重要となってきています。  

こうした中、国では、社会福祉法を一部改正し、地域福祉計画を地域における高

齢者福祉、障がい福祉、児童福祉、その他の福祉分野のいわゆる「上位計画」とし

て位置付け、各分野における共通的な事項や包括的な支援体制の整備について盛

り込み、地域共生社会の実現を図ることとしています。  

更別村では、今後も行政と住民が一緒になって目指すべき地域社会へ向けた施

策を進めるとともに、本村の最上位計画である『第６期更別村総合計画』が目指す

「住みたい 住み続けたいまち ともにつくろう みんなの夢大地」の実現に向

けて、ここに『更別村地域福祉計画』を策定し、地域福祉分野を中心とした施策と

方向性を明らかにします。 
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２．計画の位置づけ 

本計画は、社会福祉法第１０７条の「市町村地域福祉計画」として位置づけられ

るものであり、また、更別村における第６期総合計画を上位計画とし、福祉関連の

部門別計画の上位計画として、これらを内包するものです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、本計画は、社会福祉法人更別村社会福祉協議会が策定する地域福祉活動を

推進するための民間計画・行動計画である「第６期地域福祉活動計画」（計画期間：

平成31年度～令和５年度）と“車の両輪”のように密接な相互連携を図りながら

進めていくこととします。 

  

 

基本理念 

基本目標 

第６期更別村総合計画 

第２期更別村子ども・子育て支援  

事業計画 

《令和元年度策定》 

第４期いきいきふれあい計画  

《障がい者福祉計画・  

障害福祉計画・  

障がい児福祉計画  

 平成 29 年度策定》 

第７期更別村高齢者保健福祉計画・

介護保険事業計画  

《平成 29 年度策定》 

更別村地域福祉計画 

更別村国民健康保険保健 

事業実施計画  

《データヘルス計画  

 平成 29 年度策定》 

第２次どんどん元気さらべつ計画  

《健康日本２１更別版   

 平成 25 年度策定》 

第３期更別村特定健康診査等実施

計画 

《平成 29 年度策定》 

更別村いのちを支えるまちづくり

計画 

《更別村自殺対策計画  

 令和元年度策定》  

第３期更別村食育推進計画 

《令和元年度策定》  
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３．計画の期間 

本計画は、令和２年度から令和６年度を計画期間とする５ヶ年計画とします。 
また、本計画が内包する部門別計画の計画期間については、次に示すとおりで

す。 

 

 

 

 

更 別 村　保 健 福 祉 関 連 計 画

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

第６期更別村総合計画（平成３０年度～令和９年度）

更別村地域福祉計画（令和２年度～令和６年度）

第７期～

（平成３０年度～）

第８期更別村高齢者保健福祉計画・

介護保険事業計画

（令和３年度～令和５年度）

第４期～

（平成３０年度～）

第５期いきいきふれあい計画（更別村障がい者福祉

計画・障害福祉計画・障がい児福祉計画）

（令和３年度～令和５年度）

更別村国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）

（平成３０年度～令和５年度）

第３期更別村特定健康診査等実施計画

（平成３０年度～令和５年度）

第１期～

（平成２７年度

～）

第２期更別村子ども・子育て支援業計画

（令和２年度～令和６年度）

第２期どんどん元気さらべつ計画（健康日本２１更別版）

（平成２５年度～令和５年度）

第９期～

（令和６年度

～）

第６期～

（令和６年度

～）

第３期～

（令和６年度

～）

第２期～

（令和６年度

～）

第４期～

（令和６年度

～）

更別村いのちを支えるまちづくり計画（更別村自殺対策計画）

（令和元年度～令和５年度）

第２期～

（令和６年度

～）

第３次更別村食育推進計画

（令和２年度～令和６年度）

第２次～

（平成２７年度

～）

第６期更別村地域福祉活動計画

（平成３１年度～令和５年度）

第７期～

（令和６年度

～）
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４．計画の策定体制と経緯等 

（１）計画策定の経緯 

計画策定にあたっては、更別村保健福祉推進委員会での諮問、答申を得て策定

しました。 

 

（２）計画の進行管理・評価の方法 

    計画の具体的な推進にあたっては、住民の皆様や各種団体、事業者、社会福

祉協議会等の協力が不可欠であり、連携を深めていきます。  

    また、本計画を実効性あるものとして推進していくために、進捗状況の把握

と点検をし、適切な進行管理を行っていきます。  
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第２章 地域福祉を取り巻く現状 

 

１．人口等の動向 

（１）人口・世帯数 

国勢調査によると、平成 17（2005）年、平成 22（2010）年と増加を続けて

いましたが、平成 27（2015）年の総人口は減少に転じ 3,185 人となりました。 

年齢３区分人口別でみると、生産年齢人口（15～64 歳）と年少人口（0～14

歳）が減少し、老年人口（65 歳以上）は増加しており、少子高齢化が進んでいるこ

とが分かります。 

世帯数については、ここ 10 年間横ばいが続いていますが、１世帯あたり人員は減

少が続いています。 

 

表１ 更別村の人口の構成  

  平成 28 年 

3 月 

平成 29 年 

3 月 

平成 30 年 

3 月 

平成 31 年 

3 月 

総人口 3,257 人 3,255 人 3,208 人 3,146 人 

 75 歳以上 563 人 588 人 576 人 575 人 

17.3% 18.1% 18.0% 18.3% 

 65 歳～ 

74 歳 

373 人 351 人 365 人 384 人 

11.4% 10.8% 11.4% 12.2% 

 40 歳～ 

64 歳 

1,064 人 1,074 人 1,072 人 1,055 人 

32.7% 33.0% 33.4% 33.5% 

 ０歳～ 

39 歳 

1,257 人 1,242 人 1,192 人 1,132 人 

38.6% 38.1% 37.2% 36.0% 

高齢化率 28.7% 28.9% 29.4% 30.5% 

※ 更別村住民基本台帳に基づく人口（各年度 3 月 31 日現在）  
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出典：「第６期更別村総合計画」（更別村）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「第６期更別村総合計画」（更別村）  

  



8 

 

（２）少子高齢化 

人口構成比についてみると、０～１４歳の年少人口比率が昭和５５年の２１．

３％から平成２７年には１３．５％に減少する一方で、６５歳以上の老年人口比

率は同期間に９．３％から２９．０％にまで増加しています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「第６期更別村総合計画」（更別村）  

 

前述のとおり、本村における年少人口は減少する傾向にありますが、合計特

殊出生率をみると、本村の場合は年間出生数が少ないため、※ベイズ推定値に

より確率論的に計算することになり、単純には比較できませんが、全国水準、

道水準より高い状況にあることが推測されます。  

ただ、平成20年から平成24年の5ヵ年では、平成15年から平成19年の数値

を上回っています。 
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 更別村の単身高齢者は、平成 27（2015）年に 135 人となり、平成 2（1990）年

からの 25 年間で 5.6 倍に増加しました。特に 75 歳以上は平成 27（2015）年に 87

人となり、平成 2（1990）年からの 25 年間で 7.9 倍になるなど増加が顕著となって

います。 

 

 

 

 

 

  国勢調査によると、更別村の生涯未婚率は男女とも緩やかに高まる傾向にあり、平成

27（2015）年には、男性 12.7％、女性 8.1％となっています。 

 

 

 

 

 

[資料] 総務省統計局「国勢調査」 

更別村の単身高齢者 

更別村における生涯未婚率の推移 

[資料] 総務省統計局「国勢調査」 
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高齢者の増加に伴い、認知症高齢者も増加傾向にあり、「日本における認知症の高齢者

人口の将来推計に関する研究（平成 26 年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業）」

では、団塊の世代が 75 歳以上となる令和７年に全国で約 700 万人、高齢者の約５人

に１人が認知症になると推計されています。 

これを本村の高齢者人口にあてはめた場合、令和７年には約 203 人になると推計さ

れます。 

 

 

 

 

区   分 Ｈ２４ Ｈ２７ Ｒ２ Ｒ７  

全国 

有病率が一定の  

場合 
462 万人 517 万人 602 万人 675 万人 

 

(有病率) 15.0% 15.7% 17.2% 19.0% 

有病率が上昇する

場合 
462 万人 525 万人 631 万人 730 万人 

(有病率) 15.0% 16.0% 18.0% 20.6% 

北海道 

有病率が一定の  

場合 

208,004

人 

237,565

人 

291,931

人 

327,331

人 

(有病率) 15.0% 15.7% 17.2% 19.0% 

有病率が上昇する

場合 

208,004

人 

242,104

人 

305,510

人 

354,896

人 

(有病率) 15.0% 16.0% 18.0% 20.6% 

更別村 

有病率が一定の  

場合 
136 人 142 人 170 人 194 人 

(有病率) 15.0% 15.7% 17.2% 19.0% 

有病率が上昇する

場合 
136 人 145 人 178 人 211 人 

(有病率) 15.0% 16.0% 18.0% 20.6% 

(更別村高齢者人口) 904 人 905 人 991 人 1,023 人 

※有料率：ある一時点で、特定の疾患の全患者数の数を、その時点でその疾患  

を患う可能性のある人口で割ったもの 

 

 

 

 

 

 

  

Ｒ７ 

約７００

万人  

約３４

万１千

人 

約２０３

人 

 

[資料] （北海道高齢者人口資料） 

Ｈ２４は、平成２４年３月３１日現在住民基本台帳人口  

Ｈ２７は、平成２７年１月１日現在住民基本台帳人口  

（Ｈ２６年から住民基本台帳における人口の基準日が３月３１日から１月１日に変更） 

Ｒ２は、国立社会保障・人口問題研究所の推計値等による厚生労働省の市町村推計値  

更別村の認知症高齢者の推計 
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（３）障がいのある人 

平成３１年３月末現在、身体障害者手帳所有者が１４６人、療育手帳所持者は３０人、

精神障害者保健福祉手帳所持者は２５人となっています。また、平成２８年１２月末現

在の帯広保健所の精神障害者状況調査票によると精神疾患等により入通院している方

が８４人います。 

 

（ア）身体障がい者の状況 

  身体障害者手帳の所持者１４６人は５年前の平成２６年度と比較すると８人（５．２％）

減少しています。 

  また、手帳所持者のうち、在宅者は１４３人（９７．９％）、施設入所者は３人  

（２．１％）となっています。 

 

 

 身体障がい者の年齢構成は、１８歳未満が１人（０．７％）、１８歳から３９歳までが

５人（３．４％）、４０歳から６４歳までが２７人（１８．５％）、６５歳以上が１１３人

（７７．４％）となっており、６５歳以上の高齢者が多く占めています。  
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 障がい種別では、肢体不自由者が８５人（５８．２％）、内部障がい者が３４人  

（２３．３％）、聴覚又は平衡機能障がい者が１４人（９．６％）、視覚障がい者が１１人

（７．５％）、音声・そしゃく機能障がい者が２人（１．２％）となっています。  

 

 

 

障害等級区分は、１級が４１人（２８．１％）、２級が１４人（９．６％）、３級が２

７人（１８．５％）、４級が４９人（３３．６％）、５級が１１人（７．５％）、６級が

４人（２．７％）となっており、１・２級の重度層が全体の約４割を占める形となってい

ます。 
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（イ）知的障がい者の状況 

 療育手帳の交付者数は、平成３１年３月現在３０人となっており、平成２６年度から

５年間では２人（６．２％）減となっています。  

  年齢構成は、１８歳未満が７人（２３．３％）、１８歳から３９歳が１２人（４０．０％）、

４０歳から６４歳が５人（１６．７％）、６５歳以上が６人（２０．０％）となっていま

す。 

  なお、療育手帳所持者のうち、在宅者は１８人、施設やグループホーム等利用者は 

１２人となっています。 

療育手帳の判定は、平成３１年３月現在でＡ判定（重度）が７人（２３．３％）、Ｂ判

定（重度以外）が２３人（７６．７％）となっています。 
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（ウ）精神障がい者の状況 

  精神障害者保健福祉手帳の交付者数は、平成３１年３月現在２４人となっており、平

成２６年度から５年間では５人増加となっています。 

精神障害は、統合失調症や双極性障害、アルコールなどによる中毒症を原因とする障

害です。景気低迷による社会不安等を背景とし、精神疾患者は近年増加傾向にあります。 

  更別村の疾病者数８４人のうち、病類別に見ると双極性障害が最も多く３５人 

（４１．６％）、統合失調症が２５人（２９．８％）、てんかんが１０人（１１．９％）

と続いています。     
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                             （単位：人、％）  

区分 平成25 

年度 

平成 26

年度 

平成 27

年度 

平成 28

年度 

平成 29

年度 

平成 30

年度 

年少人口 446 446 429 427 426 411 

 年少人口比率 13.4 13.5 13.2 13.4 13.3  13.1 

高齢者人口 895 915 936 939 944 959 

 高齢者人口比率 26.8 27.6 28.7 28.8 29.4 30.4 

合計特殊出生率 － － － － － － 

障がい者数 205 212 213 212 203 192 

 身体障がい者 154 161 160 157 146 141 

知的障がい者 32 32 32 29 30 30 

精神障がい者 19 19 21 26 27 24 

   ※ 年少人口、高齢者人口は３月末現在人口（住民基本台帳）で算出。  

   ※ 障がい者数は平成２５年度から平成３０年度末時点で算出。精神障がい者

は精神障害者保健福祉手帳所持者数を計上している。  

   ※ 合計特殊出生率は単年度での計算ができないため未記入としている。  

 

（４）その他支援の対象となる人（生活困窮者の状況） 

   社会・経済情勢の急速な変化もありますが、本村の生活保護の受給者の数は平

成３１年３月時点で１２世帯、１８人と、保護率は０．５７％となっております。 

十勝管内の町村別保護率では、鹿追町が０．５２％と最も低く、陸別町の０．

５５％に次いで下から３番目と低い状況となっています。  

 

 

 

   生活保護申請に至っていない方で、村税・上下水道料金の未納者がおります。 

生活に困窮している可能性もあるため、生活保護とならないよう生活習慣等の

改善に対する助言、指導をしていく必要があります。  
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２．地域福祉関連施設の状況 

ここでは、更別村にある地域福祉関連施設について整理しました。  

あくまでも、サービス利用となるための参考です。（一例） 

 

 

  

区分  施設分類  

次世代育成支援関連施設 

保育園 

幼稚園 

認定こども園 

学童保育所 

小学校 

中学校 

障がい者福祉関連施設等 
障がい者就労支援事業所（B型） 

日中活動支援事業（サッチャル館）  

高齢者福祉関連施設 

地域包括支援センター 

地域密着型介護老人福祉施設 

短期入所生活介護事業所 

小規模多機能型居宅介護支援事業所 

通所介護事業所 

通所リハビリテーション（国保診療所）  

高齢者グループホーム 

生活困窮者自立支援関連

相談窓口等 

十勝総合振興局保健環境部社会福祉課 

〈生活困窮者自立支援関係機関〉 

福祉事務所 

とかち生活あんしんセンター 

ハローワーク 

更別村無料職業紹介所 

社会福祉協議会 
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３．人口等の推計 

令和２年度から令和２７年度までの人口等について、下記のように推計します。  

 

 単位：人（「高齢化率」を除く）  

区分  令和２年度  

（２０２０年）  

令和７年度  

（２０２５年）  

令和27年度  

（２０４５年）  

総人口     ３，０７０     ２，９４０     ２，４２５  

 児童数(0～19歳) ５０９      ４６３      ３３３ 

 高齢者人口(65歳以上)      ９７６      ９９０      ９７９ 

 高齢化率    ３１．７９     ３３．６７     ４０．３７  

要介護・要支援認定者数  １９１      ２５５      ３２４ 

身体障害者手帳所持者数    １４６  １４１ １１６ 

療育手帳所持者数        ３０       ２９ ２４ 

精神障害者保健福祉手帳  

所持者数  
      ３０       ２９       ２４ 

自立支援医療(精神通院) 

利用者数  
      ７３       ７０       ５８ 

難病医療費助成認定者数        ３２       ２９       ２４ 

 

※１ 総人口、児童数、高齢者人口、高齢化率は国立社会保障・人口問題研究所に

よる推計、要介護・要支援認定者数は各年度３月３１日現在、各手帳所持者数

等は３月３１日現在の数値です。 

※２ 各手帳所持者数等は、種別ごとの平成２５年度から同２９年度までの年度

ごとの変動率の平均を基に、令和２年度における人口比率を参考として総人

口の推計値も勘案して算出しています。  

※３ 難病医療費助成認定者数は、令和元年５月３０日現在の人数を基に、令和２

年における人口構成率を対象年度ごとの総人口に乗じて算出しています。  

 

性別５歳階級別人口構造をみると、いわゆる戦後のベビーブームの世代（団塊の世

代）を含む６０～６４歳の集団は本村においてもピークのひとつを形成しており、こ

うした世代が７０歳以上になる今後の数年間は、高齢化がいっそう加速していくこと

が予測されます。 
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将来の男女5歳階級別推計人口（2015年は国勢調査による実績値）
1639 北海道 更別村

男女計 2015年 2020年 2025年 2045年
0～4歳 127 121 108 78
5～9歳 149 129 123 88
10～14歳 155 144 125 94
15～19歳 145 115 107 73
20～24歳 112 121 99 68
25～29歳 157 138 151 97
30～34歳 163 172 155 117
35～39歳 189 146 153 115
40～44歳 207 197 153 129
45～49歳 190 202 193 147
50～54歳 201 183 196 137
55～59歳 227 205 187 155
60～64歳 240 221 200 148
65～69歳 201 219 202 176
70～74歳 160 186 202 172
75～79歳 192 145 170 147
80～84歳 184 179 138 157
85～89歳 135 152 151 148
90歳～ 51 95 127 179
総数 3185 3070 2940 2425
（再掲）0～14歳 431 394 356 260
（再掲）15～64歳 1831 1700 1594 1186
（再掲）65歳以上 923 976 990 979
　（再掲）65～74歳 361 405 404 348
　（再掲）75歳以上 562 571 586 631

男 2015年 2020年 2025年 2045年
0～4歳 69 62 55 40
5～9歳 84 73 66 47
10～14歳 77 81 70 50
15～19歳 78 57 60 39
20～24歳 62 74 58 42
25～29歳 93 76 91 59
30～34歳 87 100 85 73
35～39歳 100 75 85 69
40～44歳 108 106 80 71
45～49歳 99 100 99 80
50～54歳 89 92 94 68
55～59歳 116 92 95 82
60～64歳 127 114 90 72
65～69歳 93 110 99 85
70～74歳 60 84 99 78
75～79歳 86 52 74 68
80～84歳 75 77 47 62
85～89歳 52 56 59 61
90歳～ 12 27 35 47
総数 1567 1508 1441 1193
（再掲）0～14歳 230 216 191 137
（再掲）15～64歳 959 886 837 655
（再掲）65歳以上 378 406 413 401
　（再掲）65～74歳 153 194 198 163
　（再掲）75歳以上 225 212 215 238

女 2015年 2020年 2025年 2045年
0～4歳 58 59 53 38
5～9歳 65 56 57 41
10～14歳 78 63 55 44
15～19歳 67 58 47 34
20～24歳 50 47 41 26
25～29歳 64 62 60 38
30～34歳 76 72 70 44
35～39歳 89 71 68 46
40～44歳 99 91 73 58
45～49歳 91 102 94 67
50～54歳 112 91 102 69
55～59歳 111 113 92 73
60～64歳 113 107 110 76
65～69歳 108 109 103 91
70～74歳 100 102 103 94
75～79歳 106 93 96 79
80～84歳 109 102 91 95
85～89歳 83 96 92 87
90歳～ 39 68 92 132
総数 1618 1562 1499 1232
（再掲）0～14歳 201 178 165 123
（再掲）15～64歳 872 814 757 531
（再掲）65歳以上 545 570 577 578
　（再掲）65～74歳 208 211 206 185
　（再掲）75歳以上 337 359 371 393

※　国立社会保障・人口問題研究所資料を一部改変
年齢別割合（0～14歳：％） 13.5 12.8 12.1 10.7
年齢別割合（15～64歳：％） 57.5 55.4 54.2 48.9
年齢別割合（65歳以上：％） 29.0 31.8 33.7 40.4
　年齢別割合（65～74歳：％） 11.3 13.2 13.7 14.4
　年齢別割合（75歳以上：％） 17.6 18.6 19.9 26.0

総人口指数（2015年＝100） 100.0 96.4 92.3 76.1
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４．地域福祉計画基礎調査の結果概要 

更別村では、本計画の策定にあたり、住民のみなさまの生活の様子やご意見をあ

らためてお伺いし、より実態に即した内容の計画をつくっていくため、下記のとお

りアンケート調査等を実施しました。 

 

（１）アンケート調査（平成３０年８月実施）実施概要 

住民の生活の様子や意見をあらためて伺い、より実態に即した計画にするた

め無作為に抽出した下記の対象者に対してアンケートを実施しました。  

【対象者】 

２０歳以上住民（無作為・男女同数抽出） ４２０名 

（２０～３９歳 ４０～６４歳 ６５歳以上 各区分で１４０名づつ） 

１歳～５歳の児童の保護者         ７４名  計 ４９４名 

 

【アンケート回収結果】 

１歳以上５歳の児童の保護者 回答者数２６名（回収率 ３５．１％） 

２０歳以上３９歳の住民   回答者数４１名（回収率 ２９．３％） 

４０歳以上６４歳の住民   回答者数５４名（回収率 ３８．６％） 

６５歳以上の住民      回答者数６８名（回収率 ４８．６％） 

 

   【集計結果概要】   男女計１８９名回答  

ア 村内での近所つきあいの程度  

「顔を合わせば立ち話をする程度」が一番多く、次いで「あいさつをする

程度」の順となっており、小規模な自治体であっても、親しくつきあいをし

ているとの回答割合が低くなっています。  

 

 

イ 村内での気になるところ(不安や不満) 

「買い物等の日常生活が不便である」が一番多く、次いで「バス停が遠く、

交通が不便である」との回答が多く、買い物・交通手段に関する課題、買い

物ができる場所や移動手段の確保に関する課題があるものと考えられます。

他に医療機関が遠い、賃貸住宅が少ない、住民間のコミュニケーションがと

りにくい点が挙げられています。  

年代別でみると、２０代～３０代の回答の中で、「賃貸住宅が少ない」と

する回答が２４．６％と２番目に高い回答となっています。６０代の回答で

は、「住民間のコミュニケーションがとりにくい」とする回答が１１．８％

と２番目に高い回答となっており、７０代の回答でも１６．１％と３番目に

高い回答となっています。コミュニケーションの取り方に関して、何らかの

課題があることが推測されます。  

 

ウ 外出の頻度  

「毎日出かける」との回答が一番多く挙げられており、「出かけることが

ほとんどない」との回答は少ない状況です。  
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エ 外出の用事  

「買い物」が一番多く、次いで「仕事」「農協・郵便局での入出金」「病院・

診療所への通院」の順に多くなっています。  

 

オ 使用する移動手段  

「自動車」が一番多く、次いで「徒歩」「自転車」の順となっています。移動

手段として自動車に依存している現状が窺えます。昨今高齢者の運転免許返上

も出てきていることから、農村地区、市街地区共通して、今後の移動手段の確

保の検討が必要です。  

 

カ 参加している活動内容  

「行政区」を挙げた回答が一番多く、次いで「婦人部活動」「スポーツ活動」

の順となっています。性別でみると、男性は行政区、スポーツ活動が多く、女

性では、行政区、婦人部活動、子ども会、福祉ボランティア活動が多くなって

います。 

 

キ 認知症や障がいによって判断力が不安になっても、地域で暮らすことができ

るための取組  

「サービスを提供する事業所の設備の充実と増設」「相談窓口を増やし気軽

に相談できる体制の充実」を求める回答が多くなっています。次いで、「除雪

や居住環境の課題等が解決できる地域づくり」が挙げられています。 

事業所の設備の充実と増設に対しては、第７期高齢者保健福祉計画・介護保

険事業計画、第４期いきいきふれあい計画との整合性を図りながら、整備を検

討していくことが必要です。また、気軽に相談できる体制の充実については、

村保健福祉課に設置している地域包括支援センターや障害者（児）相談支援事

業所の体制、保健福祉課・子育て応援課など関係各課、社会福祉協議会も含め

た情報連携の体制が必要であると考えます。  

 

ク 高齢者が住みよいまちをつくるための取組  

「高齢者の雇用対策や生きがいづくりなど、自立を支える体制づくり」を挙

げた回答が一番多く、次いで「高齢者を住民どうしで支える地域づくり」とな

っており、高齢者の社会参加、支え合いが求められていると考えられます。  

年代別に見ると、２０代～３０代の回答では、「日頃から健康づくりなどを

すすめ、健康維持できる生活の充実」を挙げる回答が４５．９％と２番目に多

く、４０代～５０代の回答では、４５．７％と一番多い回答となっています。 

性別でみると、男性では、２０代～６０代までの回答で一番多かったのが「高

齢者の雇用対策や生きがいづくりなど、自立を支える体制づくり」となってお

り、女性では「高齢者の雇用対策や生きがいづくりなど、自立を支える体制づ

くり」、「日頃から健康づくりなどをすすめ、健康維持できる生活の充実」を

挙げる回答が多くなっています。  

高齢者福祉に関しては、村が実施、委託している事業として、大人のまなび

や、生活支援体制整備事業による「ささえ愛さらべつ」の取組、口腔ケアに関

する「元気アップ講座」など介護予防事業を特に取組しているところですが、

こうした取組を継続していくことが重要であると考えます。  
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ケ 障がい者（児）が住みよいまちをつくるための取組  

「障がい者の雇用対策や生きがいづくりなど、自立を支える体制づくり」

を挙げる回答が一番多く、次いで「障がい者（児）を住民みんなで支える地

域づくり」「障がい児の療育や訓練ができる施設の整備」の順となっていま

す。 

個別意見の中では、障がい者のグループホームの設立を求める意見もあり

ます。 

障がい者の事業所開設者の有無、国による障害者総合支援法などの法律改

正の影響もあり、本村において施設整備が進まなかったところです。平成30

年４月から障害者就労継続支援Ｂ型事業所でクローバーモアが開所されたと

ころですが、利用者数が徐々に増えてきてはいるもの未だ定員（２０名）に

満たない状況が続いていることから、利用者数を増やしたり、事業所の活動

を村民に認知してもらう取組がさらに必要となっています。  

また、新規の事業実施など障がいを持つ、持たないに関係なく、人々が各々

役割を持って参画することができる仕組みづくりも必要です。  

ハード面だけでなく、幼少期からの障がい児に対する適切な支援、障がい

者の一般就労などソフト面での充実が求められます。  

 

コ 子どもを健やかに育てるための取組  

「安心して子どもを産み育てられる生活環境の整備」を挙げる回答が一番

多く、次いで「子どもの健やかな成長・発達への支援体制の整備」「子ども

たちが気軽に集える場所の整備」の順となっています。  

なお、１歳から５歳までの子どもをもつ保護者からの回答では、「子ども

を安心して預けることのできる放課後児童クラブ等の充実」を挙げる回答が

４２．３％と最も多く、次いで「安心して子どもを産み育てられる生活環境

の整備」、「保育所や幼稚園の保育時間や内容の充実」を挙げる回答が各々

３０．８％を占めています。  

年代別で見ると、２番目に多い回答としては、２０～３０代の回答では、

「子どもを安心して預けることのできる放課後児童クラブ等の充実」「子ど

もたちが気軽に集える場所の整備」が３１．１％を占めています。４０代～

５０代の回答では、「子どもの健やかな成長・発達への支援体制の整備」が

３０．４％、６０代でも同じ回答が２７．５％、７０代では「登下校時や遊

び場において安全で安心できる環境づくり」「子どもたちが気軽に集える場

所の整備」が各々２５．８％を占めています。   

性別でみると、女性では「安心して子どもを産み育てられる生活環境の整

備」、次に「子どもを安心して預けることのできる放課後児童クラブ等の充

実」「子どもたちが気軽に集える場所の整備」の順に多くなっています。  

放課後等児童クラブについては、本村の場合は、更別村学童保育実施条例

に基づき、社会福祉法人どんぐり福祉会が運営するどんぐり保育園で実施し

ているところですが、受入児童の増加に伴い、令和元年度に「こどもの森」

の建設に着手し、児童の受け入れ体制を整備したところです。  

 

サ 個人的に頼まれて実際に支援している事柄  
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「雪かき」が１４．２％と最も多く、次いで「日頃からの声掛け･訪問・見

守り」１２．３％となっています。  

年代別で見ると、２０代～３０代では「話し相手」「生活情報のわかりやす

い提供」が６．４％と各々最も多く、次いで「日頃からの声掛け･訪問・見守

り」「相談相手」「医療機関への付き添い」「ちょっとした手伝い」が各々

４．３％の順となっています。  

除雪に関しては、現在も実施されているところですが、降雪後にすぐに全

世帯の除雪に対応することが困難であることから、住民同士による支援の輪

が引き続き必要になります。  

 

シ 今後支援が必要な取組  

「雪かき」が６７．０％と最も多く、次いで「緊急時や災害時の手助け」

（６０．２％）、「医療機関への送り迎え」（４８．９％）の順となっていま

す。 

「緊急時や災害時の手助け」の回答が挙げられているのは、平成３０年９

月に発生した北海道胆振東部地震による影響があるものと考えられます。手

助けの具体的な対応については、今後検討が必要です。  

 

ス 実費を求めても良いサービス  

「雪かき」が７８．４％と最も多く、次いで「買い物代行」（６２．５％）、

「医療機関への送り迎え」（５９．１％）の順となっています。  

  

セ 参加してみたいサービス  

「雪かき」「電球交換や灯油タンクの運搬などのちょっとした手伝い」が

それぞれ３５．３％と最も多く、次いで「買い物代行」（３２．４％）、「買

い物同行」「医療機関への送り迎え」「緊急時や災害時の手助け」がそれぞ

れ２９．４％となっています。  

ちょっとした家事に関する手伝い等に関する支援を行うためのボランテ

ィアを募集する等の取組が考えられます。  

 

５．住民意見聴取（パブリックコメント） 

計画策定にあたり、「更別村地域福祉計画（素案）」について、住民の皆さん

から意見を募集しました。 
 

実施時期：令和２年１月２９日～令和２年２月２１日 

実施場所：更別村のホームページ、更別村役場庁舎、更別村福祉の里総合センタ

ー、更別村老人保健福祉センター、更別村農村環境改善センター   



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２編 

地域福祉のまちづくり構想 
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第１章 基本理念と基本目標 

 

１．基本理念 

地域福祉とは、子ども、高齢者、障がいのある人といった限られた人だけを対象

とするものではなく、地域に暮らす全ての住民が最もふさわしい福祉に関わり、支

えあいの中で時には助け、時には助けられながら生活していく環境づくりが求め

られています。 

その上で、住民はこれまでのような行政からの関与にとどまらず、地域の人々と

つながり、心豊かな生活を送りながら、さまざまな行政課題に対して当事者として

参加し、可能なところで担い手にもなることで、自らの地域を行政とともに創りあ

げていくことが大切になってきます。 

住民は地域の中にある福祉課題を理解し、自ら担い手として福祉活動に参加す

るとともに、誰もが必要なときに、身近なところで必要とするサービスを末永く利

用できるような仕組みづくりを目指し、限られた財源の中で行政と共に知恵を出

し合い、より良い社会を築く主体として期待します。  

近年の「無縁社会」という言葉にあるように、地域のつながりや家族・親族のつ

ながり等が薄れている中、お互いにつながり合うためのきっかけを持つことが難

しくなりつつあります。しかし、本村は以前から住民同士のつながり、助け合いが

強い地域であり、その基盤は他自治体に比べれば、未だ多く残っているものであ

り、村の強みであります。 

さらに、本村は農業基盤が強く、また、行政区を単位としたまとまりを築いてい

ることから、生活困窮者の自立とともに、困っている人の早期把握や見守り、情報

提供等も構築されていると思います。 

これらのことから、本村の歴史・風土の中で受け継がれているものの再構築を目

指し、本計画の策定にあたっては、次のような地域社会像を基本理念とします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

認めあい、つなぎあい、支えあうむら さらべつ 

 

認 め あ い ～ 交流することにより、お互いに理解し合う。  

それにより一人ひとりを尊重していく試み。 

 

つなぎあい ～ お互いにつながり合っていくことにより、生きがい（人と

人との交流や環境との共生）を持った暮らしや、相互の信

頼関係が創られていく試み。 

 

支 え あ う ～ お互いに支え合いながら、住み慣れた地域の中で生活して

いく。 

行政のみならず、住民と当事者が参加し、福祉の担い手と

なる試み。 
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２．基本目標 

地域福祉の基本理念を実現していくため、本計画では、次の４つの基本目標を掲

げます。 

 

 

（基本目標１）  

 

 

 

 

（基本目標２） 

 

 

 

 

（基本目標３） 

 

 

 

 

（基本目標４） 

 

 

 

  

みんなでつながり、参加し、未来を担う人づくり 

相談しやすく、助け合える環境づくり 

住み良いさらべつで笑顔で過ごせる仕組みづくり 

福祉を推進していくための地域づくり 
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（基本目標１）みんなでつながり、参加し、未来を担う人づくり 

 

 

 

 

 

 

（１）お互いを認め合う社会への推進 

・地域に暮らす全ての人がお互いを認め合い、ともに生きることができる社会づ

くりを進めていきます。 

・地域での交流等を通じて、住民同士のつながりを促進していきます。  

・社会福祉協議会が開催する「ふれあい広場」などさまざまな機会を通じて、住民

の福祉意識の啓発を目指していきます。  

 

（２）個性を尊重し可能性を伸ばす環境の整備  

・性別、年齢、国籍、能力、容姿などにとらわれることなく、お互いの存在を認め

合い、互いに尊重し合えるような環境を整備していきます。  

・豊かな子ども時代を過ごせるように、行政、家庭、学校、地域が一体となって子

どもの居場所づくりや学習機会等をつくることに努めていきます。  

・障がい児教育の充実や障がい者の就労支援体制の充実等に取組していきます。 

 

（３）協働による地域福祉体制の推進 

・住民参加による地域福祉の推進体制の検討・整備を図っていきます。  

・地域コミュニティの推進のため、地域の実情や特性に合わせた展開を行ってい

きます。 

・社会福祉協議会が策定した住民活動計画である「地域福祉活動計画」と連携して

地域福祉を推進していきます。 

・地域福祉計画の推進・進捗管理体制について、保健福祉課・子育て応援課等の村

関係各課、社会福祉協議会等関係機関、団体、住民等との協働により実施してい

きます。 

・地域福祉の推進のため、庁内組織のつながりや関係機関等との連携体制につい

て、より一層の強化に努めていきます。  

 

  

施策の方向  

これからの地域社会は「参加と協働」がより重要となってきています。お互いを認め

合い、交流していくことで支え合いの考え方を広め、地域福祉の基盤をつくります。 
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（基本目標２）相談しやすく、助け合える環境づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）相談体制の充実 

・村内における相談体制について、相談を必要とする方に対してきめ細やかな対

応ができるよう充実、強化を図っていきます。  

・ 福祉、子育て、介護、保健、医療の各種相談支援について、地域包括支援センタ

ー、更別村相談支援事業所、子育て世代包括支援センターによる連携や児童相

談所、南十勝こども発達支援センターによる専門相談を活用しながら、包括的

な相談体制の充実に努めていきます。 

 

（２）情報収集・提供体制の充実 

・必要な方に必要な情報の提供ができるよう、広報記事の効果的な掲載方法の検

討や、多様な媒体（冊子、ホームページ等）による情報提供の充実など、既存広

報媒体の最適活用を目指していきます。  

・ 地域コミュニティの推進の一助となるようイベント情報等の集約・発信につい

て検討していきます。 

・ 音声読み上げコードの活用や手話通訳者の養成等、障がい特性に配慮した情報

提供のあり方を検討していきます。 

 

（３）生活困窮者支援対策の推進 

・村が最も住民に近い自治体であることから、生活困窮者の早期把握と自立相談

支援機関への適切な「つなぎ」の役割を果たすことが期待されます。  

生活困窮者の把握に必要な情報を得るために、村役場各部署、村教育委員会、消

防署など関係機関からの情報提供を適宜受けるとともに、村では、福祉事務所を

設置していないことから、関係機関から自立相談支援機関である「とかち生活あ

んしんセンター」「十勝総合振興局（保健環境部社会福祉課）」「ハローワーク」

との緊密な連携体制を構築します。 

また、行政機関で把握が困難な情報については、社会福祉協議会や民生委員・児

童委員等の地域ネットワーク、近隣住民等による見守り活動等と連携して把握

していきます。 

・生活困窮者の自立支援に向けた相談体制の充実を図るとともに、とかち生活あ

んしんセンターなど他の相談支援機関が実施する相談会の周知を図ります。   

  

世の中や福祉制度の変化により住民が多様な問題を抱える中、「どこに相談に行け

ばよいのかがすぐにわかる」、「必要な情報を必要とする方が手に入れることができ

る」といった相談しやすいしくみづくりや情報提供体制の充実がいっそう重要となっ

てきます。 

併せて、行政の枠組みにとらわれない事業チェック体制や苦情相談窓口の必要性も

高まってくるため、確認し合える制度設計に努めています。 

施策の方向  
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（基本目標３）住み良いさらべつで笑顔で過ごせる仕組みづくり  

 

 

 

 

 

 

 

（１）保健・福祉に対する意識の向上 

・身近な地域で健康増進への意識の向上を図るとともに、健康づくりに関し、事業

所や各行政区、他の地域団体との連携を強化していきます。  

・食育の普及、促進により、バランスの取れたよりよい食生活を送ることで、生活

習慣病を予防することや、子どもの頃からの正しい食習慣の定着を支援してい

きます。 

・高齢者が住み慣れた地域でいつまでも自立した生活を送ることができ、認知症

になっても安心して生活することができるよう、介護予防事業を推進するとと

もに、住民の意識啓発を図っていきます。  

 

（２）こころとからだの健康増進 

・住民の主体的な健康づくりへの取組をベースに、がん予防対策や特定健康診査

の実施など、生活習慣病の観点から、専門的な指導・支援を行っていきます。  

・保健、医療、福祉について、関係機関の連携を強化していきます。  

・身近な地域で健康相談や診療が受けられるようかかりつけ医、歯科医、薬局の普

及・定着を促進していきます。 

 

（３）地域生活を支える介護保険サービスの充実  

・高齢者が介護や医療が必要となっても自分らしく安心して暮らしていけるよう、

適切な介護サービスの提供ができるよう推進します。  

・生活を支える質の高いサービス提供を目指し、本人も家族も安心できる仕組み

を構築します。 

 

（４）人にやさしい福祉サービスの充実 

・障がいのある人が地域で生活していけるよう、障がいの程度や特性を理解し、状

況に応じた地域生活を支えるサービスの提供に努めます。  

・希望する就労訓練から、一人ひとりのニーズに沿った就労ができ、地域で自立し

た生活が送れるような社会を構築します。  

・平成30年７月から設置している「子育て世代包括支援センター」など、地域に

おける子育て支援サービスの充実を図っていきます。  

・個々の状況に応じて、望む地域生活や適切なサービスの提供に結び付けること

ができるようコーディネーター等の育成に努めます。  

 

（５）介護予防・日常生活支援総合事業の充実  

・高齢化が進行する中、介護予防や状態改善に向けた取り組みを強化し、要介護状

住み慣れた地域でいきいきと暮らしていけるよう、健康に関する意識の向上や健康

増進のための活動を進めるとともに、地域生活を支える福祉サービスの充実や、安心

した地域生活を送るための見守り活動や権利擁護体制の充実を図ります。  

施策の方向  



29 

 

態とならないよういつまでも自立した生活が送れるよう予防事業の充実を図り

ます。 

・住民の多様な活動と参画による多様なサービスを充実させ、地域の支え合い体

制づくりを推進します。 

 

（６）地域包括ケアシステムの推進 

・「医療」「介護」「住まい」「介護予防」「生活支援」を一体的に受けられるよ

う、「自助」「互助」「共助」「公助」の取り組みにより、本人、家族、住民、

ボランティア、事業者、関係機関など地域社会全体の取組を推進します。  

・取組内容等が連携、共有されながら一体的に適切なケアに結び付くような体制

構築に努めます。 

 

（７）見守り体制の充実 

・地域での見守り体制を支えている民生委員・児童委員、社会福祉協議会等の活動

を支援していきます。 

・地域包括支援センターと関係団体の連携を強化し、地域における高齢者や障が

い者の見守りと自立支援のネットワークの構築を推進していきます。  

・子どもを事故・犯罪等から守るため、学校、家庭、地域等が協力して、地域の見

守り活動や安全対策の推進を実施していきます。  

 

（８）権利擁護体制の充実 

・認知症高齢者、障がいのある方、児童等の権利擁護の充実を図るため、支援体制

の推進を図るとともに、チラシや講演会等を活用して住民に対する成年後見制

度の利用を啓発します。 

・必要な方へ円滑な支援が行われるよう、関係機関との多職種連携を進めていき

ます。 

 

（更別村成年後見制度利用促進基本計画） 

この項目を「成年後見制度の利用の促進に関する法律」第１４条に基づく、市

町村における「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」

（成年後見制度利用促進基本計画）として位置付け、以下の施策に取組ます。  

 

ア．本村における後見体制の構築 

  本村において住民の皆様に安心して認知症高齢者、障がいのある方等に成年後

見制度を活用していただくために、社会福祉法人更別村社会福祉協議会に「さら

べつ成年後見センター」を設置し、法人による後見体制を構築しているところで

す。 

 

イ．地域連携ネットワークの構築 

成年後見制度の利用が必要な方の状況に応じ、親族や法律・福祉・医療・地域の

関係者が連携して関わり、適切に必要な支援につなげるためのしくみです。地域

連携ネットワークにおける個別の協力活動のほか、ケース会議の開催など多職種

が連携して個々の支援等に関わる体制づくりを目指します。 
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（ア）中核機関 

本計画において「さらべつ成年後見センター」を地域連携ネットワークに必要

な関係する団体等とのコーディネートを行う中核機関に位置付けることを目指

します。 

 

（イ）地域連携ネットワークおよび中核機関の役割  

これらの機関は以下の５つの役割を担います。  

広報 

成年後見制度や権利擁護事業の普及・啓発を行います。制度の

周知を図ることで、適時・適切な支援につながることが期待でき

ます。 

相談 

専門職団体や地域包括支援センター、医療・介護関係者、障害

者相談支援相談事業所と連携し、制度に関する相談体制を整え、

相談者の状況に応じた必要な支援につなげます。  

利用促進 

後見人等の育成および受任調整や、その後の活動支援を行いま

す。また、必要に応じ適切な支援を行うための多職種連携の協議

の場を調整します。 

後見人 

支援 

後見人等からの相談に応じるとともに、専門的知見が必要とな

る後見人への支援として、専門職団体や関係機関を含めたケース

会議の開催などを行います。 

不正防止 
後見人等に対する相談・支援体制を整えることで、後見人等の孤

立化や不正の発生を未然に防ぐ効果が期待されます。  

 

ウ．後見人等の育成・活動の推進 

村は、さらべつ成年後見センターと連携して、身近な権利擁護支援の担い手と

して期待される後見人等の育成に継続して取組み、その後の活動の支援および

活用の推進を図ります。 

 

エ．成年後見制度の利用支援 

（ア）村長申立て 

判断能力が十分でない方で、後見人等が必要な状況にあるにもかかわらず、本

人や親族等がともに申立てを行うことが難しい場合、更別村成年後見制度利用

支援事業実施要綱（以下「実施要綱」といいます。）に基づき調査の上、村長が

家庭裁判所に成年後見人等の選任の申立てを行います。  

 

（イ）費用助成 

成年後見制度を利用した方で、その費用の負担が困難な方に対し、更別村成年

後見制度利用支援事業実施要綱に基づき申立費用や成年後見人等に対する報酬

費用の助成を行います。 

    同要綱では、後見・保佐・補助いずれの類型の場合でも村長が審判申立を行う

ことができることを定めています。 
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出典：厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部作成資料  

 

 オ．成年後見制度の普及啓発  

   制度に対する理解を深め、利用促進を図るため、住民向けの啓発用リーフレット

の作成、講演会の開催等を実施します。  
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（基本目標４）福祉を推進していくための地域づくり           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）安心・安全なまちづくりの推進 

・地域のつながりを強めることで、要援護者に平常時や災害時等に迅速かつ円滑

に適切な処置ができるよう努めていきます。  

・日頃から地域における防災・防犯の普及啓発活動を推進していきます。  

・その他、「更別村地域防災計画」等に沿って、要援護者にとって必要な支援体制

の整備を進めていきます。 

 

（２）地域における人材や事業所の育成と充実  

・介護サービス事業者や福祉施設に対して、事業者同士の連携体制の構築を担う

体制づくりを進めるなど、サービスの質の向上のための体制づくりを進めてい

きます。 

・地域福祉の向上のために活動する民間団体へ、協働の原則に基づきながら、活

動内容を充実していく支援を図ります。  

・地域における福祉人材育成や人的資源の活用のため、事業所における自主的な

資質向上に係る研修会の実施などを支援するとともに、不足する介護人材を確

保するため、村の特性を踏まえた環境整備により、新規採用職員の雇用改善等

を図っていきます。また、生涯更別村で就労したいと感じてもらえるよう体制

を強化します。 

・福祉に携わる専門職の育成や質的向上に努めていきます。  

 

（３）基盤的施設整備の多面的・有効的活用  

・地域に根付いた施設としてその利用促進を図ることや、豊かな地域生活を送れ

るように施設の整備や有効活用について検討していきます。  

・気軽に立ち寄り、年代や障がいの有無にかかわらずさまざまな人と交流できる

よう、地域における活動の場や交流の場の確保について検討していきます。  

・「北海道福祉のまちづくり条例」等に沿った、誰にでもやさしいまちづくりを推

進していきます。 

・誰もがまちの中で不自由なく活動できるよう、バリアフリー化を進めるととも

に、ユニバーサルデザインによるまちづくりを推進していきます。  

  

「人にやさしいまち」の整備をソフト、ハードの両面から推進するとともに、地域

の人材育成等を行うことで地域福祉の推進を図ります。  

また、地域における世代間交流や高齢者や障がいのある方といった枠にとらわれな

い交流をいっそう促進していくようなしくみづくりや居場所づくりについても検討

を進めます。 

 

施策の方向  
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第２章 地域福祉計画の重点施策 

 

 １．住民・地域団体・行政の地域福祉における協働のあり方   

多様化した地域福祉に関する課題に対応するためには、住民や地域団体、行政が

お互いの責任と役割を認識し合いながら、対等な立場に立った地域福祉の取り組み

を行っていく必要があります。そのような助け合いの地域づくりの実現に向け、取

組の核となるリーダー、引率者の育成が必要であり、地域のつなぎ手として地域課

題に積極的に取り組むとともに、住民による主体的な活動や地域コミュニティ活動

の活性化のためのしくみづくりについて検討していきます。  

また、退職して地域に戻られた方々の中には、これまで培ってきた知識・経験・技

術・ネットワーク等を持った方がおられます。これらの世代を含めた地域の方々に、

福祉における社会資源としてより活躍してもらうための意識啓発や情報提供等のし

くみづくりを進めていきます。これらの協働体制を進めていくために、行政として

必要な情報提供、教育、支援をしていきます。 

 

 ２．相談体制等の整備   

来庁された方に適切なサービスを実施し、高齢者・障がい者・子どもに関する課題

に総合的に対応していくため、福祉の里総合センター内に保健福祉課と子育て応援

課を配置し、相談窓口の機能を持たせておりますが、限られた職員で業務をこなし

ているため横断的な「総合相談窓口」までの設置はできませんが、来庁された方に適

切な対応、案内ができるようにしていきます。   

また、近年は相談内容の多様化などから、関係所管や医療と介護のさらなる連携

の必要性が示されています。平成31年度から本村では在宅医療・介護連携コーディ

ネーターを配置し、医療との連携にも力を入れておりますが、住民の利便性をより

向上させ、相談される方が必要とする情報を円滑に提供できるよう、相談内容によ

り包括的に対応していくための検討を行っていきます。所管ごとで行うサービスや

情報の共有化、医療情報等の専門性のある情報の提供方法等の課題についても研究

を進めていきます。 

 

３．生活困窮者支援対策の推進   

経済情勢等を起因とする生活保護に至る前の生活困窮者への支援を実施します。 

生活困窮者は、社会的に孤立し自ら支援を求めることが困難な場合が多いため、

民生委員・児童委員、行政機関等の相談員、ハローワーク等の関係機関とのネットワ

ークを強化し把握に努めることが必要です。 

  地域で把握した生活困窮者の情報を速やかに自立支援相談機関の相談員（とかち

生活あんしんセンター）につなぎ、関係機関と協力して支援プランの協力を行いま

す。 

  また、生活困窮者を支援する過程において、対象者の把握や見守りのためのネッ

トワークづくりなどを通じた「地域づくり」（さまざまな社会参加の場づくり等）を

進めていきます。 
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 ４．地域における見守り体制の充実   

  国内では、核家族化や価値観の多様化などにより、地域コミュニティの希薄化が

進む中、福祉的な支援が必要にもかかわらず、地域から孤立した状態で亡くなられ

る「孤立死」の事案が発生しており、高齢者や障がいのある方などへの見守り体制

の充実が求められています。  

  更別村においては、「孤立死」といった痛ましい事案の発生を未然に防ぎ、地域

において孤立することなく、安全で安心に生活を送ることができるようにするた

め、住民相互のコミュニティ体制を形成していきます。  

また、徘徊等の恐れのある障がい者や認知症高齢者等が行方不明になった場合、

早期に発見、保護できるよう行政機関の体制強化、地域の協力を得て関係機関及び

協力機関の支援体制を構築し、高齢者等の生命及び身体の安全、家族等への支援を

図ることを目的に、更別村高齢者等ＳＯＳネットワーク事業を充足していきます。

現在、ネットワーク事業の適用になった事案は生じていませんが、関係機関と迅速

な対応ができるよう連携を深めます。  

このほか、地域住民の意識醸成、見守りの対象とする要援護者の選定及び実態把

握、更別村社会福祉協議会、民生委員・児童委員、老人クラブなどの関係機関や団

体、郵便局、電気・ガス事業者、コンビニエンスストア等の民間事業者との協力体

制の構築、十勝総合振興局や近隣市町村との連携など、地域における見守り体制づ

くりを推進していきます。  

  なお、体制づくりの推進に当たっては、後述の「災害時等要支援者への支援体制」

との調和を図りながら推進していきます。  

 

 ５．総合的な権利擁護体制の推進  

認知症高齢者や知的障がい及び精神障がいのある方など判断能力が不十分な方々

が地域において安心して生活を送るためには、社会福祉協議会で実施している日常

生活自立支援事業や成年後見制度をはじめとする権利擁護に係る支援が必要となり

ます。 

しかしながら、現状では制度等の認知が十分とはいえない状況であり、今後、認知

症高齢者の増加や知的障がい及び精神障がいのある方の独居生活が見込まれる中、

これらの方々を支援するための権利擁護体制の充実が重要な課題となってきます。  

村では、平成３０年１月１日「認知症になりにくいまちづくり宣言」を行いました

が、認知症は誰もがなる可能性がある病気で、認知症になっても住み慣れた更別村

で安心して生活ができるまちづくりを目指す必要があることから、令和２年１月１

日から「認知症になっても、安心して生活できるまちづくり宣言」に改めました。  

権利擁護に関する制度等の積極的な周知をはじめ、更別村社会福祉協議会に設置

する「さらべつ成年後見センター」や関係機関と連携を図りながら、地域において権

利擁護に関する制度等が総合的に提供される体制の構築に向けて検討を進めていき

ます。 

また、児童虐待などの権利侵害行為から児童を護るため、未然防止、早期発見、早

期対応に向けた児童相談所をはじめとした関係機関とのネットワークの強化を推進

します。  
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 ６．災害時等要支援者への支援体制   

「更別村地域防災計画」に基づき防災体制を推進していきます。これは日頃から

地域での見守りや、災害発生時に一定の支援が必要な方への基本的な支援方法や考

え方等をまとめたものです。 

また、「更別村災害時避難行動要支援者避難支援計画」では、要支援者情報の整備

から避難支援体制等まで幅広く定められていますが、その中で要支援者情報の整備

について、以下に概略を示します。 

 

 

 

  更別村では要支援者情報について、次のとおり整備することとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※）要支援者情報の整備は、消防機関、北海道警察、民生委員、地域包括支援セ

ンター、更別村社会福祉協議会のほか、避難行動要支援者が希望する方など地

域住民の協力を幅広く得ることとしています。  

なお、要支援者台帳については、適正に管理し、情報漏洩の防止に必要な措

置を講じます。プライバシーを保護するとともに守秘義務等についても指導し

ます。 

 

 

  

「要支援者台帳」の整備 

要支援者台帳 

（１）更別村の関係部局で把握している要介護高齢者や障がい者等の情報を集約

し、要介護状態区分や障害種別等を氏名や生年月日等の基本となる情報に加えて

把握することとしています。 

地域において、真に重点的・優先的支援が必要と認められる方が支援対象から

漏れないように注意します。  

 

 （２）避難支援等関係者は、「避難行動要支援者の範囲」の要件から漏れた方で、

要支援者名簿への掲載する必要があると認める方がいた場合は、掲載を求めるこ

ととしています。 

 

（３）自らの命を主体的に守るため、自ら要支援者名簿への掲載を求めることが

できることとしています。 
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【要支援者台帳整備の対象者】  

対象者 対象範囲 

高齢者 

・７５歳以上の高齢者のみで生活している方  

・７５歳以上の高齢者と小学生以下の子どものみで生活

している方  

障 

が 

い 

者 

身体障がい

者 

身体障害者手帳１級または２級を所持し、支援する同居家

族等がいない方  

知的障がい

者 
療育手帳Ａ判定で、支援する同居家族等がいない方  

精神障がい

者 

精神障害者手帳１級または２級を所持し、支援する同居家

族等がいない方  

要介護認定者  
要介護３以上で、居宅で生活しており、支援する同居家族

等がいない方  

妊産婦 状況により、手助けを必要とする方  

乳幼児 状況により、手助けを必要とする方  

外国籍の方  状況により、手助けを必要とする方  

その他 
自らの生命を主体的に守るため、避難行動要支援者名簿

への掲載を求める方  

 

 

 災害時等で地域による見守り、助け合い、支援関係等の仕組みづくり、地域の支援

体制づくりにむけた環境整備を促進していきます。  
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第３編 

地域福祉の展開 
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第１章 子ども・子育てに対する支援 

 

■ 施策の展開  

１．保育園、幼稚園、認定こども園体制の充実 

 女性の社会進出や保護者の就労形態の多様化に伴い、保育環境のニーズも多様化

しています。子どもの幸せを考えながら、保育園、幼稚園、認定こども園に安心し

て預けられ、安心して働くことができる体制を整備します。  

また、職員の質の確保、向上を図るため、サービスの情報提供や評価、指導者の

質の向上に向けた取組を進めます。 

 

２．妊娠出産における安心の確保 

 子育て世代包括支援センターを地域の子育て支援機関の拠点とし、関係機関の連

絡調整を行い、妊産婦やその家族が必要としている支援を切れ目なく提供できるよ

うにします。健やかな妊娠生活を送り、安心して出産を迎えられるよう、妊娠期の

過ごし方や子育ての知識など、妊娠・出産・子育てに関する相談、支援に努めます。  

 

３．子どもの成長と発達への支援 

 子どもの健やかな成長と親の子育て不安に対する支援として、子どもの発育・発

達や健康状態を定期的に確認し、疾病の予防や早期発見、対応を図るとともに、子

どもの健康や子育てに関する情報提供の充実を図ります。また、支援が必要となる

それぞれの親子の状況に応じた育児相談、発達支援に適切に努めます。  

 

４．「食」を通じた健康づくりの推進 

 乳幼児から望ましい食習慣を定着させ、「食」を通じて豊かな人間形成を育むと

ともに、妊娠や子どもの発達段階に応じた望ましい「食」に関する指導や情報提供

を推進します。 

 

５．思春期における健全な心身の育成 

 さまざまな社会的影響を受けやすい思春期の心と体の健康づくりに向けて、思春

期教育や相談体制を図り、健やかな成長に向けて取組を推進します。  

 

６．「生きる力」を育む教育の推進 

 総合的な学習や人権教育、道徳教育などの心の成長を促す教育や体験学習などを

通じて、社会の厳しさを教え、強い心を育成します。  

また、コミュニティ・スクールによるみんなの学校応援団を育成し、さまざまな

教育環境づくりを推進し、家庭だけでなく地域と学校の連携により、社会に開かれ

た学校づくりと教育を推進します。 

 

７．子育て力の向上の推進 

 これから親となる世代が将来子どもを生み育てたいと思えるよう、大切な子ども

の理解を深めるための教育や啓発を行うとともに、児童とのふれあいや交流の機会

を促進します。また、親の子育て力を高めるために、保育園、幼稚園、学校等にお
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いて家庭教育に関する支援や啓発を行い、学習機会の充実を図ります。  

 

８．非行や児童虐待防止に向けた取組の推進  

 非行行為に対し、家庭内だけの問題とせず、地域でケアできるよう見守り体

制を強化するとともに、子どもの命や人権が尊重されるよう、未成年者の人権

に対する認識を深めるための啓発を行います。  

虐待の予防と被害を受けた子どもの心のケアまで、効果的に支援が行えるよ

う関係機関と連携します。 

 

９．子育て支援ネットワークづくりの推進 

 子育て支援サービスが身近で利用しやすいものとなるよう、子育て支援情報

の一元化や総合的な拠点づくりを進めるとともに、子育て支援に取組む関係機

関相互の連携を深めるためのネットワークづくりを推進し、効果的なサービス

の提供に努めます。 

 

10．保護者と子どもの居場所づくりの推進 

 地域の身近な保育園や幼稚園をはじめ、図書室、学童保育所、農村公園、各

種公共施設のロビー等、身近で安全な場所を安心して過ごせる場として提供す

るとともに、子どもや親子が交流、体験できる多様な場となるよう充実を図り

ます。 

また、地域や学校との連携を図り、子どもが主体的に活動する地域活動を支

援します。 

 

11．ひとり親家庭への支援 

 ひとり親家庭の抱えるさまざまな悩みの解消と自立の支援に向けて、子育て、

就労など生活全般にわたる相談や支援を行います。  

 

12．障がいのある子どもへの支援 

 子どもの健全な発達に向けて、障がいに応じた適切なリハビリテーションや

教育支援、在宅福祉サービスなど、保健、医療、福祉、教育等の相互の連携を

深め、総合的な支援を進めます。 

 

13．男性の子育てへの参加の促進 

 男性の子育てへの参加を積極的に促進するため、男女がともに家庭責任を担

うことの重要性についての理解を深めるための教育、啓発を進めます。  

また、男性が子育ての知識を習得し、子育ての喜びや楽しさを実感できる学

習機会や親子がふれあう機会を充実し、男性が参加しやすい事業の実施に努め

ます。 

 

14．働き方改革と子育てしやすい職場環境づくりの推進  

 男女ともに職業生活と家庭生活のバランスがとれた働き方ができるように、

労働者に対して労働関係法の周知や啓発、就業支援を行います。  

また、子育てしやすい職場づくりを促進するため、企業に対して理解と協力

を求める啓発をします。 
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第２章 障がいに対する支援 

 

■ 施策の展開  

１．偏見の解消と障がいの理解の促進 

 障がいを持った人が地域の中で生活していくためには、なお一層の障がいに

対する偏見、差別意識をなくすための理解を促進する必要があります。  

障がいを持った人が地域で活動し、活躍する地域となり、障がいの認識が差

別なく認知されるよう接する機会を増やします。  

 

２．啓発・広報の推進 

 障がいといっても人によって様々です。視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、

内部障害、発達障害、精神障害、知的障害等、生まれた時から障がいのある人

もいれば、病気や事故によって障がい者となってしまった人もいます。障がい

の種類によって、個性や必要とする支援も異なります。一人ひとりの違いを理

解し、相手の立場になって考え、特別な扱いをすることなく、自然な気持ちで

接し助け合える関係となれるよう、障がいや障がいのある人への理解を深める

ための啓発を推進します。 

 

３．連携・情報共有による支援 

 保健、医療、福祉、教育など関係部署が連携し、総合的な相談、支援体制を

整備するとともに、障がいの早期発見、療育などに努め、情報の共有により適

切な支援を実施します。 

 

４．療育・障がい児保育の充実 

 障がい児及び発達上の課題がある乳幼児を健診や保育園、幼稚園、認定こど

も園での早期支援に努め、早期療育体制を充実させるための保育に繋げます。 

また、障がい児施設、保育園、幼稚園、認定こども園、学校をつなぐ地域療

育の連携を進めるため取組を推進します。  

 

５．福祉教育の推進 

 学校では、関係機関と連携し、障がいの種別や発達の状態の理解に努め、生

徒の教育的な課題を踏まえた指導方法の工夫に努めます。 

 また、学校の教育相談や教育支援の整備に努めるとともに、将来に見通しが

持てるような相談活動に努めます。 

障がいの正しい理解と認識を深め、福祉教育を推進するために、特別支援学

級と通常学級との交流を深めるとともに、福祉教育、体験の機会を充実させ、

障がいについての理解を広めます。 

 

６．健康づくりの充実 

 障がいのある人やその家族の健康の保持増進のため、健診の受診を促進し、

生活習慣病予防に努めます。 

また、健康教室等の充実を図り、疾病予防と健康増進、心の健康づくりなど
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健康に関する意識の普及・啓発や健康相談、訪問指導の充実に努めます。  

 

７．リハビリテーション体制の整備 

 加齢等による心身機能の低下及び二次的な機能低下を防止することを目的に、

転倒骨折等の予防教室や機能訓練事業の推進を図ります。  

また、医療機関や民生委員・児童委員、その他関係機関からの連絡に基づき、

保健・医療・福祉サービスに関する迅速な情報提供を図ります。  

 

８．在宅福祉サービス・施設福祉サービス・地域生活支援サービスの充実  

 ホームヘルプサービス等の在宅福祉サービス、移送サービス、同行援護サー

ビス、その他地域生活支援サービスが効果的に提供され、サービスの質及び量

が充実されながら、適切な利用者へのサービス提供に結び付くよう調整します。 

 本村には、障がい者の施設はなく、他市町村と連携を図っているところです。

今後も障がい者の生活確保のために、各施設との連携を強化します。  

 

９．障がい者の雇用・就労の促進 

 村内事業所において、障がい者の雇用促進を図るとともに、障害者雇用促進

法に基づく雇用対策として、障がい者雇用の促進と安定的な就労ができるよう

調整を図ります。 

 

10．障がい者自身の就労マナーの向上 

 村内の多くの事業所は、客商売により経営しているところであり、従業員の

接客にはお客様に満足のいく対応が求められ、事業所の信頼、信用にも関わっ

てくる大変重要な問題です。障がい者就労においても、一定のマナーを習得さ

せる訓練が必要であり、社会人として最低限のルールとマナーが身につくよう

育成します。 

 

11．障がい者関係団体への支援 

 障がい者関係団体やボランティア団体等の諸活動に対する助言、支援をはじ

め、これら団体の育成、支援に努めます。  

 

12．生活・住環境の整備 

 障がい者が地域で安心して生活できるようバリアフリー法に基づき交通施設

のバリアフリーの促進や公共施設の改修、新築にあってはユニバーサルデザイ

ンを考慮した整備に努めます。 

また、住宅改修に関する相談・支援の引き続き実施します。  

 

13．権利擁護の充実 

 障がいのある人の権利擁護を推進するため、相談窓口や事業等の周知、啓発

活動を進めるとともに、日常生活上の法的問題等への対応を強化します。  
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第３章 高齢者に対する支援 

 

■ 施策の展開  

１．健康づくりの推進 

 栄養状態や食生活の改善、身体活動や運動の習慣化、禁煙及び口腔機能の維

持・向上等による健康づくりの推進に努めます。また、地域における健康づく

りに関する講演や研修の機会を支援します。  

また、家庭でできる健康づくりについて、継続的に実践できるようになるよ

う活動の普及に努めます。 

 

２．社会参加への支援 

 誰もが気軽に立ち寄れるサロンの実施など高齢者の居場所づくりや顔見知り

の少ない転入者が参加しやすい場の提供に努め、地域で高齢者のふれあいが行

われる顔の見える交流を推進します。 

また、通院や買い物などの日常生活における諸活動ができるよう交通弱者へ

の支援を実施するとともに、持続可能で利用しやすい交通手段の構築に努めま

す。 

 

３．高齢者の就労支援 

 高齢者が多様な人生経験の中で培ってきた知識や技能等を活かした就労がで

きるよう、事業者に対しての高齢者雇用の普及・啓発に努め、高齢者の身体的

状況に配慮した働きやすい環境づくりの相談、支援を行います。  

 

４．介護予防の推進 

 介護予防事業所、地域包括支援センター及び社会福祉協議会が連携して、要

介護状態にならないよう介護予防事業の充実を図ります。  

 また、さまざまな事業には男性の参加が少ない現状があり、積極的に男性の

参加促進を進めます。 

 

５．家族介護者への支援 

 家庭で介護している人の経済的な支援、物資の支援、心のケアなど、家族介

護の負担を軽減し、介護者及び要介護者がともにゆとりある生活を送れるよう

介護者支援の制度促進や内容の充実を図ります。  

 

６．高齢者に住み良い住まいの提供 

 高齢者が住み慣れた地域で末永く生活できるよう、愛着のある住居のバリア

フリー化などの改修を支援します。 

 また、居宅で生活することが困難となってしまった高齢者には、シルバーハ

ウジングや生活支援ハウスなどの高齢者に優しい住まいの提供に努めます。  

 

７．権利擁護の推進 

 高齢者の虐待を未然に防ぐ取組を推進するとともに、虐待を受けている高齢
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者の早期保護に努めます。 

また、親族等不在で認知症のある高齢者等には成年後見制度の積極的な利用

を促進し、高齢者等の権利擁護を推進します。  

消費者被害の防止については、関係機関と連携し、消費者被害防止のための

普及・啓発を図ります。 

また、低所得者対策として、サービス利用料の負担が困難な人に対して、利

用料の減免などにより必要なサービスが受けられるよう支援します。  

 

８．認知症高齢者への支援 

 地域全体で認知症高齢者を見守り、支援する体制づくりを推進するため、認

知症に関する正しい知識と理解を深めるために認知症サポーターの養成を推進

します。 

認知症高齢者の不安や負担を軽減できる地域を目指した環境づくりに努めま

す。 

 

９．認知症高齢者の家族への支援 

 認知症高齢者を介護する介護者の精神的・身体的な負担軽減を図るため、認

知症家族介護者が気軽に集まり、話し合い、参加できる集いの場を創出します。  

また、徘徊高齢者の早期発見が可能なシステム等の使用環境の整備に努めま

す。 

 

10．地域包括ケアの充実 

 保健、医療、介護、福祉の専門職が連携し、情報を共有しながら一体的なサ

ービスの提供を行えるよう体制を整備します。 

また、関係団体、地域住民、ボランティア、家族、事業所などが介護の担い

手となり、あるいは見守り支えていく環境を整えます。  

ＩＣＴ機器の善良な運用にも努めます。 

 

11．医療・介護連携の推進 

 入院後、退院に向けて障害がなくスムーズに最も適した場所に戻れ、適切な

サービスの提供を受けられるよう医療と介護が円滑に情報提供し合い、共有し

ていくための仕組みを作ります。 

在宅医療・介護連携コーディネーターの配置により、生活状況及び身体状況

に応じた適切な環境で在宅に戻れるよう支援します。  

 

12．地域の支え合いネットワークの構築 

 関係団体や地域住民の参加を得ながら、身近な地域で日常的に支え合い助け

合う体制づくりを推進します。 

社会福祉協議会と連携し、福祉人材の育成と福祉活動に参加する人の輪を築

きます。 
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第４章 健康増進に対する支援 

 

■ 施策の展開  

１．生活習慣病の予防 

    我が国の死亡原因第１位はがんです。ウイルスや細菌への感染、喫煙、過剰な

飲酒、身体活動の低下、肥満、過剰な塩分、野菜の摂取不足、過度なストレス

など生活の中には発症のリスクを高める原因が潜んでおり、定期的に検診を促

進し、早期発見、早期治療を目指します。  

循環器疾患は、主要死因の一つです。高血圧、脂質異常、高血糖の予防で脳血

管疾患と心疾患とならないよう特定健診の受診率向上を促進します。  

慢性腎臓病は、増加傾向にあり、長期間にわたる腎機能低下により腎不全とな

ります。進行防止のため、血糖、血圧等の管理や薬物治療、食事療法により透析

治療とならないように指導します。 

糖尿病は、心血管疾患のリスクを高め、神経障害、網膜症、腎症、足病変とい

った合併症を併発します。糖尿病の進行により腎症の発病、透析治療に至るため、

健診の受診により早期運動や治療の開始に結び付け、健康状態を把握するよう

推進します。 

    慢性閉塞性肺疾患は、長年にわたる喫煙習慣が主な原因として発症する肺の

病気です。咳、息切れを伴い呼吸障害が進行し、呼吸不全をおこすと酸素吸入

が必要となります。禁煙の大切さと指導による働きかけを強めます。  

 

２．受けやすい健診の体制づくり 

    病気は自覚症状がでてからでは遅い場合があり、早期発見、早期治療が大切

です。受けやすい健診の提供により、その後の結果報告、相談、生活習慣の見

直し、病気の学習や治療の助言など早めの対応に結び付きます。受診しやすい

健診体制の確立を目指します。 

 

３．栄養バランスの良い食生活の提供 

    健康の維持、生活習慣病予防のためにも、栄養と食生活は重要な要素です。乳

幼児期からの栄養教室等を通して、食生活の重要性について指導し、小さな頃

からバランスの良い食事を摂りながら生活を過ごすことは、大人になっても適

正な食事を摂る習慣に結び付くためとても重要です。  

子どもの頃から適正な体重を維持し、適量でバランスの良い食生活を過ごせ

るよう保健指導を実施します。 

男性が積極的に料理の実践ができるよう指導するとともに、健診時以外にも

日ごろから栄養相談等を受けることができるよう指導体制を強化します。  

 

４．活動と運動の推進 

    一人１台の車を所有する時代となり、歩ける距離でも車で移動する人は少な

くありません。仕事以外で体を動かすことが少なく、運動が重要であるという

ことは認識していても、気持ちや時間の関係で実行できない人がほとんどです。 

定期的に適度な運動を実施し、身体活動を高める行為は、病気の発症リスク
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が低くなり、末永く健康を維持することができやすくなります。 

運動習慣が身につくよう指導し、受けやすい運動教室の開催、満足感や達成

感を得られる健康増進室の利用について推進します。  

 

５．休養の確立 

    心身の疲労回復には休養が重要です。 

ストレスの多い社会では、ストレスと上手に付き合うために休養を日常生活

の中に取り入れた生活習慣をつくることが大切です。労働や活動等によって生

じた心身の疲労を、安静や睡眠、気分転換のできる趣味等で解消し、疲労からの

回復を図れるようにしなければなりません。  

特に睡眠障害は疲労感をもたらし、肉体的な疲労を感じるとともに、こころの

健康にも影響を与え始めると情緒不安定となります。  

睡眠と健康との関連に関する教育等を推進します。  

 

６．こころの健康づくり 

    適度な運動やバランスのとれた食生活は、体だけでなくこころの健康にも重

要な基礎となります。 

こころの病気の中でもうつ病は誰でもかかる可能性があり、自殺の要因の一

つとなっていることから、早めの対策が必要です。  

うつ病やアルコール依存症などの精神疾患にならないよう、こころの健康に

関する教育や相談しやすい体制づくりを推進します。  

 

７．口腔の維持 

    幼児期からの歯磨きは、自分の歯を長く保持するために大切な生活習慣です。 

    また、対人関係においても口元は重要で、歯に自信が無ければ、人を避けた

り、社会参加を拒んだりする原因にもなります。  

高齢者になれば、歯の有無でそしゃく機能の低下となり、低栄養を招くリスク

要因から健康寿命にも影響してきます。  

生涯を通して健やかな日常生活を送れるよう、歯の喪失と歯周病予防等の歯

科検診と歯科教室を推進します。 

 

８．喫煙の改善 

    禁煙することにより、肺がんをはじめとする喫煙関連疾患のリスクが低下す

ることから、喫煙率の低下を目指し、禁煙外来など卒煙に関する情報を提供し

ます。 

    また、望まない受動喫煙を防止するため、公共施設での喫煙マナーの向上に

努め、健康被害の理解促進に努めます。 

 

９．飲酒の減少 

    適度で楽しい飲酒はコミュニケーションなどでも有効ですが、依存症、臓器

障害までなれば健康問題の一因となってしまいます。  

また、飲酒運転など社会的な問題も発生しています。問題発生の原因となる多

量飲酒を減らし、他人に迷惑をかけず、生活習慣病や依存症のリスクを高める飲

酒習慣を見直す相談や教室を実施に努めます。   
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第５章 各種計画による推進 

 

 第３編 地域福祉の展開 第１章から第４章までの計画による児童、障がい、高齢

者、健康など対象別の具体的な取組や介護保険、地域保健など関連する具体的な施策

等については、別に策定した以下の部門別計画により推進することとします。  

 

【部門別計画】  

内容 計画の名称  策定団体 

児童関係の計画 ・第２期更別村子ども・子育て支援事業計画  村 

・第６期更別村地域福祉活動計画 社会福祉協

議会 

障がい者関係の計画 ・第４期いきいきふれあい計画 

（障がい者福祉計画・障害福祉計画･障がい

児福祉計画） 

村 

 

 

・第６期更別村地域福祉活動計画 社会福祉協

議会 

高齢者関係の計画 ・第７期更別村高齢者保健福祉計画・介護保

険事業計画 

村 

 

・第６期更別村地域福祉活動計画 社会福祉協

議会 

健康関係の計画 ・第２次どんどん元気さらべつ計画 

（健康日本２１更別版） 

村 

 

・更別村国民健康保険保健事業実施計画 

（データヘルス計画） 

村 

 

・第３期更別村特定健康診査等実施計画 村 

・更別村いのちを支えるまちづくり計画 

（更別村自殺対策計画） 

村 

 

・第３期更別村食育推進計画 村 

・第６期更別村地域福祉活動計画 社会福祉協

議会 
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第６章 計画の推進に向けて 

 

１．福祉の里総合センターを核とした推進 

   保健・医療・福祉の拠点として福祉の里総合センターを設置しておりますが、

現在、保健福祉課、子育て応援課、国民健康保険診療所、社会福祉協議会、コム

ニの里さらべつ（通所介護事業所・生活支援ハウス部門）、訪問看護ステーショ

ンかしわのもり・はれが入っています。  

渡り廊下で繋がっており、日ごろから顔を合わせた連絡調整ができることか

ら、コミュニケーションをとり、適切な機能がはたせるよう連携に努めます。 

 

２．村内関係事業所等との連携による推進 

   村教育委員会、更別幼稚園、上更別こども園、どんぐり保育園、元気の里さら

べつ（高齢者グループホーム事業所）、コムニの里さらべつ（地域密着型介護老

人福祉施設・短期入所生活介護事業所・小規模多機能型居宅介護支援事業所・訪

問介護事業所、障害者日中生活支援事業サッチャル館活動）、クローバーモア（障

害者就労継続支援Ｂ型事業所）、歯科診療所（つがやす歯科医院）、ＮＰＯ法人ど

んぐり村サラリ、各種ボランティア団体、各種福祉団体、商工会、農協及びこれ

から新規に福祉事業所を開設する事業者等と密接な連携を図りながら、福祉事業

を推進します。 

 

３．村外関係事業所等との連携による推進 

   人口３千人規模の自治体である本村では、全てのサービスを補うには限界があ

ります。近隣市町村のサービスを利用しながら、必要とするサービスの提供を受

けていかなければなりません。 

他市町村との調整、協力関係を強化し、サービス提供の充実を図ります。  

 

４．地域福祉の推進と役割分担 

   地域福祉の推進には、行政が主体となるだけでなく、住民主体、事業所との連

携、協働など多様な形で取組むことが必要です。 

   人と人、団体と団体などを結び付け、活動が主体的となるように、また、活動

のきっかけとして情報提供等の支援により実践できる組織となるよう支援して

いく仕組みづくりを構築することが重要です。  
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用語解説 

 

か行 

 

介護保険法 

平成９年に制定され、平成12 年4 月1 日より施行された法律です。社会保険

方式により、介護が必要になった方に介護サービスに関する給付を行うことで介護

する家族の負担を軽減し、社会全体で介護を支える仕組みとして誕生した介護保険

制度について定めたもの。 

 

介護予防 

介護が必要な状態にならないように、また、介護を受けている（要支援・要介

護）状態を悪化させることなく、いつまでも元気でいきいきとした生活が送れるよ

うにすること。 

 

かかりつけ医 

家族ぐるみで健康や病気のことを気軽に相談したり、身体に不調があるときはい

つでも診察してくれる身近な開業医であり、初期患者の問題を的確に把握し、適切

な指示、緊急に必要な処置の実施、他の医師への紹介を行い、個人や家庭での継続

的治療について主治医としての役割を果たすものです。保健・医療・福祉の機能連

携による在宅ケアサービスにおいて「かかりつけ医」は、必要不可欠な存在になっ

ています。 

 

かかりつけ歯科医 

患者の心身の特性やニーズを踏まえて歯・あご・口の疾患の治療を行うととも

に、全身状態や精神面をも考慮し、計画的に予防を含め、医学的な管理や療養上の

支援を行う地域に密着した身近な歯科医です。かかりつけ歯科医には専門医療機関

との機能分担及び他の診療所や病院との連携も求められています。  

 

協働 

複数の主体が、何らかの目標を共有し、共に力を合わせて活動することをいいます。 

 

権利擁護 

意思能力が十分でない認知症高齢者や知的障がい者などが、人間としての尊厳や

生まれながら持っている権利を守られ、あたりまえに社会生活が営めるように、そ

の能力に応じて、権利や生活基盤が社会制度・組織や専門家によって擁護されるこ

と。 

 

高次脳機能障害 

病気や事故などの様々な原因で脳損傷を経験した人が、記憶・注意・思考・言語

などの知的な機能に障がいがおきた状態をいいます。  
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子育て総合支援センター 

主に家庭で育児をしている就学前の乳幼児とその保護者のための子育て支援施

設。親子がいつでも気軽に訪れ、ゆったりとした雰囲気の中ですごせる空間とする

ため、地域での子育て支援活動を行うスペースや、広い遊び場スペース、飲食可能

なくつろげるスペース等を備え、子育て支援に関する様々なイベントや講座を行う

とともに、地域で子育て支援を担える人材の育成や親子と子育て関連各機関・団体

等地域とのコーディネートを行うことによって、地域の子育て力を向上させ、子育

てしやすいまちづくりを目指します。 

 

子育てひろば 

０～３歳を中心とした孤立しがちな子育て家庭等の支援を行うため、保育所や児

童館等を利用して、集いの場（たまり場）を提供しながら子育て相談や子育てに関

する講座の実施、子育てサークルの支援など、身近な子育て家庭の支援を行いま

す。 

 

子ども家庭支援センター 

18 歳未満のお子さんや子育て家庭のあらゆる相談に応じるほか、ショートステイ

や一時預かりなど在宅サービスの提供やケース援助、サークル支援やボランティア

育成等を行っています。 

地域の子育てに関する情報もたくさん持っています。  

 

合計特殊出生率 

15歳から49歳までの女子の年齢別（年齢階級別）出生率を合計したもので、１

人の女子が仮にその観察期間の年齢別（年齢階級別）出生率で一生の間に生むとし

たときの子どもの数に相当します。 

 

 

さ行 

 

三師会 

医師会、歯科医師会、薬剤師会のことです。  

 

災害対策基本法の改正 

東日本大震災の教訓を踏まえ、平成 25 年 6 月に災害対策基本法等の一部を改正

する法律を制定しました。 

改正の概要のひとつとして、住民等の円滑かつ安全な避難の確保として、避難行動

要支援者名簿の作成が規定されています。 

 

社会福祉法 

昭和26年（1951年）に「社会福祉事業法」として制定され、平成12年

（2000年）大幅改正で、名称も「社会福祉法」と改められた。 

社会福祉サービスに関する共通的基本事項（社会福祉の目的、理念、原則、事業

の定義等）を定めた法律。平成12年の改正で、サービス利用者の利益の保護及び

地域福祉の推進を図るための条文が盛り込まれ、都道府県及び市町村が地域福祉計
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画を策定することが規定されたほか、介護保険制度が開始されました。 

 

社会保障費 

国や地方自治体が、社会保険・公衆衛生などの「社会保障」の分野に支出する

費用のこと。 

 

手話通訳者 

聴覚、音声・言語機能に障害のある人に手話や要約筆記などのコミュニケーショ

ン支援を行います。 

 

障害者基本法 

障がい者のための施策に関し、基本的理念を定め、国、地方公共団体等の責務を

明らかにするとともに、障がい者のための施策の基本となる事項を定めること等に

より、障がい者のための施策を総合的かつ計画的に推進し、障がい者の自立と社

会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進することを目的とする法

律です。 

 

障害者自立支援法 

障害者基本法の基本的理念にのっとり、障がい者（児）一人ひとりの能力や適正

に応じ、自立した日常生活や社会参加による社会生活を支援し、地域生活と就労を

促進することを目的とした法律です。 

 

障害者総合支援法 

地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等、障がい者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、新たな障害保健福祉施策を講ずる

ものとして制定された法律です。（平成25年4月1日施行（一部：平成26年4月1

日施行）） 

 

障害者手帳 

心身に障がいのある人が福祉サービスを受ける際等に必要となる手帳。障がいの

内容により身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類があり、

また、それぞれに障がいの程度に応じた等級があります。  

 

食育 

さまざまな経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健

全な食生活を実践することができる人間を育てること。  

国民一人ひとりが、生涯を通じた健全な食生活の実現、食文化の継承、健康の確

保等を図れるよう、自らの食について考える習慣や食に関するさまざまな知識と、

食を選択する判断力を楽しく身につけるための学習等の取り組みを指します。  

食育基本法の中では、「食育」を次のように位置づけています。  

① 生きるうえでの基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきもの  

② 様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健

全な食生活を実践することができる人間を育てること  
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シルバー人材センター 

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に定められた、地域ごとに1つずつ

設置されている高年齢者の自主的な団体で、臨時的・短期的な仕事を、請負・委任

の形式で行う公益社団法人です。 

 

生活習慣病 

以前は、加齢に伴う身体の変化という概念で「成人病」ということばが使われてい

ましたが、それに代わり、予防医学の推進の意味を込めて「生活習慣病」ということ

ばを厚生省（厚生労働省）が提唱しました。食習慣、喫煙、運動の生活習慣がその発

症や進行に大きく関与する病気のことで、主なものはがん、心臓病、脳卒中、糖尿病、

高血圧などです。 

 

生活困窮者 

  経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある人

のこと。 

 

成年後見制度 

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で、財産の管理や福祉サービス等の

契約などの判断能力が十分でない人を保護し、支援するための制度です。判断能力

の状態により「後見」「補佐」「補助」から成る「法定後見制度」のほかに、将来

判断能力が不十分になった場合に備えるための「任意後見制度」があります。  

 

双極性障害 

気分が高まったり落ち込んだり、躁状態とうつ状態を繰り返す脳の病気です。激

しい躁状態とうつ状態のある双極Ⅰ型と、軽い躁的な状態（軽躁状態）とうつ状態

のある双極Ⅱ型があります。 

躁状態では、気分が高ぶって誰かれかまわず話しかけたり、まったく眠らずに動

き回ったりと活動的になります。一方、いつもより妙に活動的で周りの人から「あ

の人らしくない」「元気すぎる」と思われるような軽い状態は、軽躁状態と呼ばれ

ます。 

うつ状態では、一日中ゆううつな気分で、眠れなかったり、または逆に眠りすぎ

たりします。大好きだった趣味等に関心がなくなったり、食欲が低下し、おっくう

で身体を動かすことができないといった症状もみられます。  

 

 

た行 

 

第三者評価 

福祉サービス利用者が適切なサービスを選べるよう支援することを目的とした制

度で、サービスの利用者でも提供者でもない中立の立場の第三者が、専門的かつ客

観的な立場でサービスの評価を行うことをいいます。  

 

地域包括支援センター 

平成18年4月の介護保険制度の改正に伴い創設された機関で、高齢者が住みなれ
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た地域で自立した生活を継続できるように、高齢者の生活を総合的に支えていくた

めの拠点となります。専門職（保健師・主任ケアマネジャー・社会福祉士）が配置

され、高齢者への総合的な相談・支援や介護予防のマネジメント、ケアマネジャー

のネットワークや支援困難事例等への対応など、地域における高齢者への総合的な

支援を行います。 

 

特定健康診査 

平成20年度から国民健康保険や健康保険組合等の医療保険者が、生活習慣病予

防対策の一環として40歳から74歳の加入者を対象として実施している、メタボリ

ックシンドロームに着目した健康診査のこと。  

 

 

な行 

 

日常生活自立支援事業 

利用者本人が社会福祉協議会と契約を結び、福祉サービスの利用援助（情報提

供、助言、手続きの援助など）や日常的な金銭管理などのサービスを受けることが

できる制度で、「成年後見制度」の補完的な性格を持ちます。  

 

認可保育所 

広さや設備、職員の数や資格、保育内容について国が設けた最低基準をクリアし

て認可された保育所のこと。国や自治体から運営費が大幅に補助されており、園庭

や調理設備が整っています。   

 

認可外保育施設 

３歳未満児を中心とした小規模の認可外施設（定員30 人未満）。保育士や設備

等の一定の基準を満たし、保育時間は概ね午後７時までとなっています。  

 

 

は行 

 

発達障がい 

幼児期・児童期・青年期に初めて診断され、様々な領域において機能上の制限の

ある障害の総称で、知的障害、広汎性発達障害（自閉症）、高機能広汎性発達障害

（アスペルガー症候群・高機能自閉症）、注意欠陥多動性障害（ADHD）、学習障

害（LD）などがあります。 

 

バリアフリー 

高齢者や障がい者の自立と社会参加の妨げとなる障壁（バリア）を取り除くこと。  

 

ひきこもり・閉じこもり 

一日の生活の行動範囲が、家の中や家の周囲などに限られ、非常に狭くなってい

る状態。特に全国で250万人とも500万人とも言われる高齢者の閉じこもりは、寝

たきりや（ひとり暮らし高齢者の）自殺に繋がりやすいことなどから、社会問題と
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なっています。 

また、若年者層の引きこもりについても問題となっています。  

 

福祉委員 

地域の福祉課題に応じるために社会福祉協議会から委嘱されて活動している住

民。福祉的支援を必要としている児童、障がいのある人、高齢者等に見守りや情報

提供などの形で直接関わるだけでなく、地域住民の交流活動、環境整備等のリーダ

ーとしても活躍しています。 

 

北海道福祉のまちづくり条例 

福祉のまちづくりに関し、道、事業者及び 道民の責務を明らかにするととも

に、道の基本的施策について必要な事項を定め、福祉のまちづくりを総合的に推進

し、道民の福祉の増進に資することを目的として制定した条例です。  

 

 

ま行 

 

民生委員・児童委員 

厚生労働大臣から委嘱され、地域における身近な相談相手として地域住民の福祉

向上のために活動しています。 

また、児童福祉に関する問題を専門的に担当する民生委員・児童委員として主任

児童委員がいます。 

 

メタボリックシンドローム 

｢内臓脂肪型肥満｣を共通の要因として高血糖、脂質異常、高血圧が引き起こされ

る状態のこと。 

 

 

や行 

 

ユニバーサルデザイン 

特定の年齢・性別・国籍・心身状態の人を対象とするのではなく、さまざまな違

いを超えてすべての人のことを念頭に置いて考慮し、計画・設計することや、その

ようにしたもののことをいいます。「バリアフリー」が元々あったバリア（障壁）

を事後的に取り除く考え方のことであるのに対して、「ユニバーサルデザイン」

は、事前の対策として性別や年齢、ハンディの有無にかかわらずすべての人にとっ

て安全で快適、使いやすいことをめざす考え方のことをいいます。  

 

 

ら行 

 

老人クラブ連合会 

各地区の「老人クラブ」の連合体のこと。  
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