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第１節 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、障がいを抱え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人が支えあい、生き

がいを持って生活していくためのものです。さまざまな人同士がお互いに

認め合い、お互いの立場を尊重し理解し合っていくことが、地域における

協働の推進や、人権の尊重につながっていくことになります。 

  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、可能な範囲・場面において担い手になることで、

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くると考え

られます。 

  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が、住民全体として、これまでの生

活のあり方を見直し、お互いに連帯して支えあっていく意識づくりが必要

となっています。 

  さらに、生活困窮者の自立を推進するとともに、何らかの対策が必要な

住民の早期把握や見守りのためのネットワークづくりなど、生活困窮者支

援を通じた地域づくりが求められています。 

  これらのことから、本計画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、支えあうまち なかさつない 
 

 

 

 

 

 

 

 



第３章 計画の理念と目標     第１節 基本理念と基本目標 

16 

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。 

  基本目標の具体的な施策は、第２節から第６節に記載しています。 

（１）みんなでつながり、参加する 中札内村の福祉 

  これからの地域社会は「参加と協働」がより重要となっていきます。お

互いに認めあい、交流していくことで支えあいの考え方を広め、地域福祉

の基盤をつくります。 

  ① お互いを認めあう社会への推進 

  ② 個性を尊重し可能性を伸ばす環境の整備 

  ③ 協働による地域福祉体制の推進 

 

（２）相談しやすい仕組みづくりと、分かりやすい情報提供 

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、相談しやす

い仕組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います。 

① 相談体制の充実 

② 情報収集・提供体制の充実 

③ 生活困窮者支援の推進 

④ 自殺防止対策の推進 

 

（３）住み慣れた地域で生きがいを持って暮らせる仕組みづくり 

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。 

① 保健・福祉に関する意識の向上 

② 健康増進に向けた活動の推進 

③ 地域生活を支える福祉サービスの充実 

④ 見守り体制の充実 

⑤ 権利擁護体制の充実 
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（４）福祉を推進していくためのまちづくり 

「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を進める以外にも、高齢者や障がいを抱え

る方といった枠にとらわれず、交流を促進できる仕組みづくりや居場所づく

りについても検討を進めます。 

  ① 安心・安全なまちづくりの推進 

  ② 地域における人材や事業所の育成と充実 

  ③ 基盤的施設整備の多面的・有効的活用 
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第２節 地域福祉の基本的な考え方 

（１）安全・安心な地域生活のための環境の充実 

《現状と課題》 

   高齢者や障がい者を含めたすべての村民が、地域で安心して暮らし、

自由に外出することができ、それぞれの能力をいかしながら、地域活動・

学習・スポーツ・レクリェーションなど、さまざまな活動に参加できる

環境づくりのためには、多くの人が利用する公共的な施設が、すべての

村民にとって使いやすく快適なものでなければなりません。 

   多くの人が利用する公共的な施設を新設・改修などをする際には、誰

もが快適に使用できるよう、引き続き多目的トイレ・車いす用トイレの

設置や段差解消などを基本としたバリアフリー化を推進します。 

   あわせて、一番身近な住宅についても、高齢者や障がい者などが安心

して生活できる居住空間をつくることが必要であるほか、中札内スタイ

ル住宅の建設を推進します。 

   さらに、冬期間においても地域でだれもが安心して暮らせるよう、福

祉除雪の取組を引き続き推進していくとともに、低所得世帯（非課税世

帯）における家庭用燃料費などの経済的負担を軽減する取り組みを推進

します。 

 

《施策の展開》 

① 高齢者や障がいのある方が利用しづらい公共施設や道路は、ユニバー

サルデザインを意識し改善するように努めるとともに、店舗等へは改善

の協力を呼びかけます。 

  また、障がい者対応トイレの設置場所の周知等を行います。 

② 高齢者や障がい者が地域で安心して暮らすための生活基盤として、高

齢者や障がい者の生活特性に配慮した仕様（中札内スタイル）の住宅な

ど、だれもが安心して住み続けることのできる住まいづくりを推進する

とともに高齢者などに対して手すりの設置、段差の解消などの小規模な

住宅改修を支援します。 

  ③ 自力での除雪が困難な高齢者や障がい者が、冬期間でも安心して暮

らせるよう、地域の支え合いとして、社会福祉協議会で実施している

除雪サービス事業を推進します。 

    また、低所得世帯（非課税世帯）に対して、燃料費などの経済的負

担を軽減することを目的に福祉灯油を支給します。 



第３章 計画の理念と目標  第 2節 地域福祉の基本的な考え方 

19 

（２）相談体制の充実及び広報等 

 《現状と課題》 

   福祉・保健・医療などに関するさまざまなサービスが実施されていま

すが、その具体的な対象者やサービス内容は複雑多岐にわたるため、サ

ービスを必要とする村民は、自らが必要とするサービスを適切に選択で

きているわけではありません。 

多様化・複雑化する村民ニーズに対応するためには、高齢・介護・障

がい・保健・医療・法律などそれぞれの分野ごとに集約されている情報

を、横断的に活用できる仕組みづくりを進め、身近な地域で村民が必要

なときに必要な情報を得られるよう、わかりやすく効果的に情報提供で

きる仕組みづくりが求められています。 

   保健センターが高齢者・障がい者・子どもに関する福祉と保健の総合

的な相談窓口を担っており、分野ごとで集約している情報を、それぞれ

の相談窓口が共有し横断的に活用することで、細やかな対応を必要とす

る場合においては専門窓口を紹介できる流れを築き、どの相談窓口でも

一定程度の対応を可能とする仕組みづくりを進めています。 

 

 《施策の展開》 

 ① 総合的な相談窓口は保健センターとし、地域で安心して生活するため

に必要な福祉・保健・医療などの情報を集約し、各担当者が情報共有で

きる体制を維持します。 

   また、総合的な相談窓口を広報等で周知します。 

② 多様化・複雑化する福祉ニーズに対応し、適切なサービス利用につな

がるよう、それぞれの分野ごとに集約されている情報を横断的に活用で

きる仕組みをつくります。 

③ 村民が必要とする情報を確実に入手し活用できるよう、効果的な情報

提供の仕組みづくりを進めます。 

④ 地域で把握したニーズを、適切に関係機関へつなぐ流れを明確にする

とともに、フォローアップできる体制の充実に努めます。 

⑤ 地域包括支援センター、障がい者相談支援事業所など、地域で身近な

相談機関の機能充実を図るとともに、各分野の連携を進め、サービスを

必要とする村民にとってわかりやすく利用しやすい相談体制を維持し

ます。 
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⑥ 認知症や障がい、経済的困窮など複数の課題を併せもつ家庭もあるこ

とから、各種相談機関の連携を強化し、切れ目のない総合的な相談体制

を推進します。 

⑦ 保健師、福祉担当職員などが、高齢者・障がい者・妊産婦・乳幼児な

どのいる家庭を訪問し、各家庭が抱える保健福祉ニーズの把握に努め、

福祉・保健・医療などに関する専門的な相談対応を行います。 

⑧ 地域で把握したニーズに対応するため、専門的な相談体制の充実に努

めるとともに、地域の社会福祉施設や医療機関などの相談窓口の機能に

ついても活用します。また、多様化・複雑化する日常生活上の問題解決

のために、地域内の関係機関・団体だけでは対応が困難な場合には、専

門的な相談機関につなぐ仕組みを維持します。 

 

（３）地域での助け合い活動  

 《現状と課題》 

少子高齢化や核家族化の進行に伴い、単身高齢者や子育て家庭をはじ

め、生活に関するさまざまな問題を抱える人が増加しているほか、隣近

所同士での付き合いが希薄となっているため、地域内での見守り体制の

充実がより一層重要となっています。 

日常的に支援を必要とする人に対しての地域福祉活動は、これまで以

上に重要性を増しており、広報による支援やサービス内容の周知のほか、

活動に関わる人材育成や機能強化などを進めていく必要があります。 

さらに、実際の地域福祉活動への参加につなげていくためには、青少

年・勤労者・高齢者などそれぞれに合わせた研修体制の整備、地域福祉

に限らず生涯学習の視点も含め、興味・関心のある活動内容に合わせた

研修の実施、地域や時代のニーズに対応した研修を取り入れるなど、地

域活動に参加する「きっかけづくり」を積極的に展開していくことが重

要となっています。 

また、地域では、民生委員・児童委員や行政区をはじめ、ボランティ

ア団体などによる、さまざまな福祉活動が展開されています。 

これらの団体の活動は、公的サービスだけでは十分対応することがで

きない、多様な日常的生活課題に対する支援を行っており、地域で安心

した生活を送るために欠かせない存在です。また、地域での生活支援体

制を論議する協議体では、地域内の助け合い活動の具体化やニーズに沿

ったサービス開発などの議論を進めていく必要があります。 
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これまでの民生委員・児童委員、行政区などが実施しているさまざま

な活動を中心とした地域の支え合い活動を推進していくことはもとより、

将来的な地域共生社会の実現に向けては、分野を超えた取り組みを複層

的に重ね合わせ、それぞれの役割などを明確化したうえで、地域内の活

動を推進することが求められています。 

 

《施策の展開》 

① 地域福祉活動の基本は「見守り・安否確認活動」です。「見守り」で

発見した課題を地域で「話し合い」「助け合う」など、支え合い活動の

推進体制をつくる必要があります。そのため実践している組織活動の

充実を図り、合わせて地域へ活動を広めていきます。 

② 見守り・安否確認活動をはじめとする民生委員・児童委員が行って

いる活動を村広報などで周知し、円滑な活動のための支援や活動内容

の紹介を行います。 

  また、行政区などとの連携を強化します。 

③ 地域住民が抱える生活上の問題に対応するため、各種ボランティア

団体や老人クラブなどで実施している支え合い活動の充実・活性化に

向けた支援を行うとともに、事例などを交えた講座や講演会を開催し

ます。 

④ 社会福祉協議会や生活支援体制を論議する協議体において意見交換

を行ないながら、村民が自立して地域で暮らせるように、各種サービ

スの見直しや新規サービスの創設に向けた取り組みを推進するととも

に、地域資源などを使いコーディネートできる仕組みづくりや、地域

活動の充実を図っていく必要があります。 

  ⑤ 社協だより、村広報やホームページなどを積極的に活用しながら、

地域活動について広く村民に周知することで、地域活動の認知度向上

と啓発に努めます。 

  ⑥ 地域活動への参加のきっかけとなるよう、幅広い世代の方々のニー

ズに合わせた、参加しやすい活動を推進します。 

  ⑦ ボランティア活動などへの参加のきっかけづくりとなる体験事業を

より一層推進し、村民が自分に合った活動を選択して参加できる機会

の充実に努めます。 
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  ⑧ 福祉教育への支援を継続するなど、次代を担う青少年が福祉に触れ

る機会を増やし、他人を思いやり支えあおうとする意識を高めるとと

もに、地域福祉活動への参加に結びつくような取り組みや、福祉制度

に関する知識の普及啓発を推進します。 

  ⑨ 地域共生社会の実現に向けて、高齢者や障がい者をサービスの受け

手としてだけ捉えるのではなく、元気な高齢者や障がい者が、地域に

おける活動の担い手として参加できる場を広げ、活躍できるよう支援

します。 

 

（４）ボランティア活動、福祉団体の活動の促進 

 《現状と課題》 

   ボランティア活動は、社会福祉協議会が事務局となって各種事業を積

極的に展開しており、社会貢献活動や地域活動に対する村民の意識は高

まってきていますが、活動する人の高齢化や固定化なども見られ、新た

なボランティアの担い手発掘と育成が課題となっています。 

   また、積極的に地域活動へ参加する意欲の高い村民が、より長く活動

を継続できる仕組みや活動内容をより一層充実できる仕組みを整備して

いくことが求められています。 

   そのため、自分の得意分野や習得した技術をいかすことができる活動

を情報提供するなど、活動者の自主性と興味・関心を尊重したきめ細や

かな支援を継続していく必要があります。 

 

《施策の展開》 

  ① 個人の意思を尊重しながら、ボランティア活動に意欲のある個人・

団体の登録を促進し、社会福祉協議会が窓口となって、需要と供給相

互の調整を行うことにより、ボランティア活動の充実に努めます。 

  ② ボランティアや福祉団体の活動に関する情報については、機関紙な

どを通じて広く情報提供し、村民への意識啓発を推進します。 

  ③ 小中学生などを対象とした若い世代に対する福祉教育への支援では、

村や社会福祉協議会などで実施している地域福祉活動のＰＲを行うな

ど、継続的な意識啓発に努めます。 

  ④ 活動者の興味・関心が高い分野での活動に結びつけるなど、長く地

域活動を続けられる環境づくりに努めます。 
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  ⑤ 村民が自主性をもって地域活動に取り組むことができ、その活動を

より活発化することができる環境づくりを推進します。また、新規ボラ

ンティアの発掘による担い手の確保や人材育成に取り組みます。 

 

（５）障がい者・高齢者等の交通手段の確保 

 《現状と課題》 

   障がいのある方・高齢の方の地域での交通手段として、コミュニティ

バス『くるくる号』の運行、スクールバスの混乗、福祉移送サービスを

実施しています。また、老人クラブの研修旅行や例会の送迎などに対し

ては、大型バスの借上げや福祉車両を運行し対応しています。 

   福祉移送サービスの利用は年々増加しており、高齢者人口の増加に伴

い、今後も登録及び利用者の増加が見込まれます。コミュニティバス『く

るくる号』については、徐々に利用者は増えつつありますが、未だに「乗

り方がわからない」などの声があることから、村民に多く利用いただく

ために分かり易く運行路線・時刻を周知するなど、適切なＰＲ方法が求

められています。 

 

《施策の展開》 

  ① 交通手段について、利用される方の使い勝手や利便性を図るため、

乗車地点や時間帯、目的別の利用頻度などを調査し、効率的な運行に

努めます。 

  ② 福祉移送サービスについては、安全面への配慮と経済的な運行を心

がけ、事業を推進します。 

  ③ 村民の生活の足であるコミュニティバス『くるくる号』の利便性向

上を図るとともに、利用促進に向けた適切な周知を図ります。 

 

（６）災害時の支援体制の構築 

 《現状と課題》 

  災害時の支援体制は、中札内村地域防災計画に基づき実施しています

が、特に障がい児・者や高齢者などの要援護者を対象とした災害時等に

おける支援方策を整備する必要があります。 

  一部ではありますが、帯広保健所を通して個別の災害時支援計画を立

てる動きもありますが、まだまだ進んでいないのが現状です。 
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《施策の展開》 

  ① 要援護者（災害弱者）の把握、情報共有、支援については「災害時

要援護者支援マニュアル」を基本に、社会福祉協議会、関係機関、各

行政区と連携を図り、民生委員・児童委員やボランティア団体などの

協力をいただきながら、迅速かつ的確な対応がとれる体制を構築しま

す。 

    要援護者の個人情報を関係機関などで共有するためには、個人情報

使用に係る本人又は家族の同意を得る必要があることから、名簿登録

者の個別計画を早急に作成し、取り進めていく必要があります。 

  ② 要援護者の安否確認を速やかに行うための「災害弱者マップ」につ

いては、有効に活用できるよう継続的な内容の見直し修正等に努めま

す。 

  ③ 社会福祉施設は、障がい児・者や高齢者に配慮した施設の構造と機

能があることから、災害など万が一の場合における要援護者の特例的

利用や避難所としての一部利用について協力を求めていきます。 

 

（７）地域福祉権利擁護事業及び成年後見制度 

 《現状と課題》 

  近年、判断能力が低下した高齢者や障がい者などを対象とした権利擁

護に関心が高まっています。 

  地域包括支援センターでは、制度の普及啓発を目的に権利擁護に関す

る講演会を開催しています。また、成年後見制度については、高齢者や

障がい者が一定の条件に該当した場合において、申立費用や後見人への

報酬などを助成できる仕組みを整備しています。 

   「日常生活自立支援事業」は、判断能力が充分ではない方を対象とし

た福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理サービスなどを担うもので、

十勝管内ではほとんどの社会福祉協議会で実施していますが、本村の社

会福祉協議会においては事業展開できる体制が整っていない状況にあり

ます。 

   市民後見人の後見実施機関についても、多くの市町村では社会福祉協

議会で設置していますが、本村においては社会福祉協議会による実施ま

でには到達していません。 
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《施策の展開》 

  ① 権利擁護制度、成年後見制度については、村民への理解と知識の向

上を図るために、講演会などの開催、広報などによる周知に努めます。 

  ② 判断能力が低下した高齢者や障がい者に対して、成年後見制度に関

する相談・対応を行うほか、該当するほうに対しては「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後見人への報酬などにつ

いて助成を行います。 

  ③ 社会福祉協議会を窓口とした「日常生活自立支援事業」が実施でき

る体制整備について検討します。あわせて後見実施機関の設置と市民

後見人のフォローアップについて協議を進めます。 

 

（８）保健・医療・福祉など関係機関の連携の強化 

 《現状と課題》 

   地域には認知症高齢者や子育てに悩む方、ひきこもりや不登校などさ

まざまな問題を抱えた方が増加しています。 

   村民が利用できるサービスは多岐に渡り、１人が複数の課題を抱えて

いるケースもあるため、福祉課を窓口として保健・医療・福祉が連携し、

相談対応やサービスを調整しています。 

 

《施策の展開》 

  ① 問題を抱えている方に対し、的確に必要なサービスが提供できるよ

う、保健・医療・福祉でのグループ間の連携を図ります。 

  ② 窓口での手続き対応を分かりやすくするよう、職員向けの手引き等

を作成し活用するほか、福祉サービスについては実施機関などを明記

し、暮らしの便利帳、広報等により村民への周知に努めます。 

  ③ 保健・医療・福祉の村内関係機関の実務者による連携を強化するた

め、地域ケア会議における協議内容の充実を図るとともに、事例検討

を積み重ねることにより、ケース内容に見合った支援の充実に努めま

す。 
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第３節 児童福祉の基本的な考え方 

（１）子どもと子育ての意識啓発 

 《現状と課題》 

核家族化の進展、共働き家庭の増加、働き方の多様化、地域のつなが

りの希薄化など、子育てをめぐる環境が大きく変化するなか、一人ひと

りの子どもの健やかな育ちを実現するため、子どもや子育て支援の施策

については、さらなる充実が求められています。 

こうした背景のもと、質の高い幼児期の教育・保育及び地域ぐるみで

子育てを支援していく体制を構築し、すべての子どもや子育て家庭を対

象として、一人ひとりの子どもの健やかな育ちを等しく保障することを

目指した「子ども・子育て支援新制度」が平成２７年度に開始されまし

た。本村においても、新制度の目的や意義を踏まえて平成２７年４月に

「中札内村子ども・子育て支援事業計画」を策定し、子どもたちの育成

を地域全体で支援する施策を総合的かつ計画的に推進しています。また、

平成３１年度において「子ども・子育て支援事業計画」の見直しを行う

予定となっています。 

 

 《施策の展開》 

  ① 子どもの権利を尊重するため、福祉部門と教育部門が連携し「児童

の権利に関する条約」の趣旨について、普及・啓発に努めていきます。 

  ② 地域での子どもの見守りについては、村内各団体や事業所、老人ク

ラブや地域の方々との連携により、防犯・交通安全対策などの啓蒙及

び実践活動を推進します。 

  ③ 児童虐待については、地域住民や関係機関で組織する「中札内村要

保護児童対策地域協議会」で、予防・防止及び早期発見・早期対応を

図るほか、関係機関との連携を強化し、地域内でのネットワークづく

りを推進します。迅速な対応が必要な場合には、ケース会議を随時開

催する中で、関係者間の情報交換と連携を図ります。 

    また、新生児訪問などを実施し、継続的な支援を行います。 

  ④ 「子ども・子育て支援事業計画」に基づき、総合的かつ計画的な子

育て支援策を展開します。 
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（２）保育サービスの充実と負担の適正化 

 《現状と課題》 

   中札内きらきら保育園は、平成２９年４月に認可保育所から保育所型

認定こども園へ移行しています。移行に伴い、３歳以上児であれば家庭

内での保育が可能な世帯の子どもについても預けられるようになり、４

歳児、５歳児では村内のすべての子どもが入園しています。こうした背

景の中、教育的な要素や新カリキュラムの導入に関しては、近年、子ど

もたちの「体力の無さ」や「体幹の弱さ」が目立つほか、ちょっとした

事で怪我をしやすいなどの事例が多く、早急に対処すべきと考え認定子

ども園への移行に合わせ、外部講師による「運動遊び」などを導入して

います。また、幼児期に必要となる新たな教育的カリキュラムの導入・

検討にあたって、これまで以上に学校や教育委員会などと連携を図って

いく必要があります。 

   例年、日曜日に開催していた運動会、発表会、卒園式は、要望や保護

者アンケートの結果を受け、土曜日開催に変更することで、日曜日を完

全休園とし子どもの休息日を設けています。 

   家庭や職場の事情により、出産後間もなく復職または再就職を希望す

る母親が増え、０歳・１歳児の入園希望者が大幅に増加し、定員に達し

ています。今後、入園希望が更に増えることが想定されるため、待機児

童を発生させない対策について検討が必要です。 

   現在、保育園においては、子どもの保育とともに、保護者に対する支

援の必要性についても重視されています。保育の質を高め、職員の資質

や専門性の向上を図るため、保育士の計画的な研修参加を進めています。 

   村民の理解のもと、地域に根ざした保育園とするため、保護者・地域・

保育園が一体となって連携することが重要であることから、各種行事や

園内でのイベントなどをＰＲし、多くの方に参加・協力をいただいてい

ます。 

   上札内保育園では上札内小学校と連携し事業を展開しています。今後、

入園する児童数が年々減少していく見込みであることから、対象となる

保護者のほか、地域住民や上札内小学校、教育委員会を含めて、今後の

保育園のあり方や方向性などについて、検討を進めなければなりません。 
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《施策の展開》 

① 保育園では、地域住民や教育委員会、外部講師と協力しながら「健

康でしっかりとした身体づくり」「地域全体で子育て」「学校との連携」

を強化して教育・保育の提供に取り組みます。また、保護者に対して、

保育園での保育内容などの情報提供に努めます。 

② 子育て支援策として実施している保育料の軽減・無料化は継続を基

本とし、国の動向を注視しながら必要な改正を行います。 

③ 保育園として、子どもの健やかな成長と保護者に対し必要な支援を

実施すると共に、保育ニーズに対応した運営方法の検討や職員の資質

の向上を図ります。 

④ より良い保育園とするために、保育園と保護者・地域との協議のも

と、連携の強化や、より多くの情報提供に努めます。 

  ⑤ 上札内保育園入園児の減少に伴う今後のあり方については、将来を

見据え、保護者や地域住民、学校等関係機関を含めて検討を行います。 

   

（３）子育て支援センターの充実 

 《現状と課題》 

   子育て支援センターの開放事業は、保健師との新生児訪問や乳児健診

などでの事業紹介により、早い時期からの利用につながり、遊びの場・

子育てに関する情報交換ができる憩いの場として広がってきています。

また、平成２５年１０月より一時保育も行なっていますが、保育園への

入園基準の改正などの経過があり、一時期よりも利用は減少しています。 

   子育て支援センターでは、親同士の交流の場、子ども同士の遊びの場

として一部の部屋を開放し、子育て情報の発信、相談、遊びの援助、絵

本・ＣＤの貸し出しなどを行っています。 

   家族で参加できる「親子で遊ぼう」「ファミリー広場」、助産師を招い

て実施する「乳児期の親子ふれあい遊び」など、保護者と子どもがより

関わり合うことができる事業を実施するほか、平成２９年度からは「ぱ

ぱの日」や「ベビーマッサージ」を新規で取り入れるなど、子育て支援

の充実を図っています。また、次期の入園児や保護者を対象に「給食試

食会」を開催し、食に対して関心を持ってもらえるよう努めています。 

   保健師と支援センター職員による新生児訪問を行った以降も、乳児健

診、１歳６ヶ月・３歳児健診に立ち会い、親子関係や発達のつまずきな

ど問題を抱えている家庭に対しては、保健師と連携しながら成長の見守
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り・必要に応じた訪問支援などを実施しています。 

   子育てに向き合えない家庭に対して、子育て支援事業の際に適宜アド

バイスを行っていますが、保護者に上手く伝わらない状況もうかがえ、

どのように助言し伝えていくかの検討が必要です。また、子育て支援事

業や子育てサークル等の参加に消極的な親子に対しては、同じ子育ての

悩みを抱える保護者との関係づくりをどのように進めるか、また保護者

自身の子育てに対する向き合い方や、どのようなことが大切なのかを伝

えていく必要があります。 

   育児に参加する父親が増えてきている反面、子どもとの接し方に悩み

を抱えていたり、子どもとの関わりが上手くいかない父親に対して、父

と子、父親同士が交流できる機会を設けるなど、育児参加を支援する取

り組みも必要です。 

 

《施策の展開》 

① 発達が気にかかる子どもの相談には、保健師・南十勝こども発達支

援センターと連携し、必要に応じ個別の関わりを実施していきます。

また、子育て支援の充実を図るため、保育園・小学校・中学校・放課

後児童クラブ等と情報共有を図り、子どもたちが地域で育っていくた

めに必要な支援を行うとともに、子どもの発達や栄養、親子の関わり

など支援通信や子育て支援センターの開放事業の中で発信していきま

す。 

② 今後も子育てサークルが、継続できるよう支援を続けていきます。 

③ 子育て支援センターの事業や子育ての情報などのＰＲについては、

保健センターの窓口と連携をとり、具体的に推進していきます。 

④ 相談体制の充実を図るため、わかりやすく安心して相談できる窓口

対応に努めるほか、子育てサポーター（地域ボランティア・先輩お母

さん）の発掘・育成に係る取組みや、相談の調整役としての機能強化

に努めます。 

⑤ 悩みを抱えていたり、子どもとの関わりが上手くいかない父親に対

して、父と子、父親同士が交流できる「ぱぱの日」を継続して実施し

ます。 
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（４）子どもの心身を守るために 

 《現状と課題》 

  妊娠、出産、子育ての期間を健康で安心して過ごすことができるよう、

母子手帳交付時から、各種教室、訪問、健診、相談事業を通して、妊娠

期から切れ目のない支援を継続しています。家族形態の多様化や子育て

を取り巻く環境の変化等により、課題や不安を抱えながら子育てをする

保護者に対しては、妊娠期から必要に応じて関係機関等と連携した支援

が必要です。 

   乳幼児健診は、更別村国保診療所医師の派遣により診察および助言指

導をいただくなど広域的な取り組みを行っています。 

  子どもの歯科保健対策では、北海道大学大学院予防歯科学教室の協力

を得て、幼児から中学生までの歯科健診を実施しています。また、永久

歯を守ることは生涯にわたる歯・口腔の健康を保つことにつながるため、

保育園の４歳・５歳児と各小学校ではフッ化物洗口を実施しています。 

  児童虐待の背景としては、母親が妊娠期から一人で悩みを抱えている

こと、産前産後の心身の不調や家庭環境の問題等があることが多く、虐

待リスクに着目し妊娠中から支援につなげるとともに、子育て期におい

ては、乳幼児健診をはじめとした母子保健事業を通して、子育て支援セ

ンター、保育園等との情報共有、連携を図りながら支援を行っています。

また、要保護・要支援児童については、児童相談所をはじめ、関係機関

等と連携し適切な対応をしていくことが求められています。 

近年の食生活は、家族と食卓を囲む機会が少なくなり、欠食や偏食など

の食生活の形の変化に加えて、調理加工食品や外食の利用が増えるなど、

食生活の乱れが子どもたちの健康や情緒の安定、社会性の発達などに及ぼ

す影響が懸念されています。これらの背景を踏まえて策定した「食育推進

計画」に基づき、生涯にわたって健康で豊かな生活を実現するため、様々

な経験を通して「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得する「食

育」を推進しています。合わせて、生活習慣病の予防、食を通したコミュ

ニケーションと食に関する感謝の気持ちや理解を深め地域の食文化の伝

承を目指すなど、総合的な食育の推進が求められています。 

 

《施策の展開》 

  ① 支援の必要性が高い特定妊婦および乳幼児を各種事業等で早期に発

見し、必要な支援へとつなげていきます。 
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また、出産や育児に向けての意識や、イメージ作りのための健康教

育、相談等を実施していきます。 

② 各種健診、健康教育、栄養相談等では個々人の成長・発達に合わせ

て基本的な生活習慣を確立できるように支援していきます。 

③ 乳幼児健診は専門機関と連携し、実施していきます。また、小児科

医の確保のため、他市町村との連携や広域的な取り組みを推進してい

きます。 

④ 予防接種法に基づき各種予防接種を実施します。なお、子育て支援

の一環として、高校３年生（年齢相当）までを対象としたインフルエ

ンザ予防接種の費用助成を継続します。また、歯科保健に関しては妊

娠期から子どもの歯の健康に対する意識を高められるよう妊婦歯科健

診を実施するとともに、歯科健診およびフッ化物塗布、フッ化物洗口

等を継続して実施していきます。歯科保健指導では、子どもの成長発

達に応じた適切な口腔ケアや食習慣等の確立に向けて支援していきま

す。 

⑤ 子どもが基本的信頼感を持ち、命の大切さを理解するためには、親

子の絆づくりが必要であるため、妊娠期から妊婦やその家族が自己肯

定感を高めることができるような支援に努めます。 

⑥ 食に携わる関係機関のネットワーク化に努めながら食育を推進しま

す。 

⑦ 食育は子どもに対してだけでなく妊産婦、乳幼児の保護者を対象に

して、妊娠期から BDHQ（質問票により食事状況の栄養分析）を活用し

て栄養指導を実施し、家庭に対しても積極的に働きかけや支援を行い

ます。 

⑧ 健康づくりを進める地域ボランティアの食育サポーターなどの住民

組織と協力体制を築き、食育活動を支援します。 

⑨ 児童虐待については、潜在化している可能性があることから、虐待

リスクに着目し母子手帳交付時や各種健診・相談等で村の状況把握に

努めるとともに、予防的な働きかけや、関係機関・専門機関との連携

の強化を図り要保護・要支援児童の適切な支援に努めます。また、児

童の養育に関する相談体制や要保護児童対策地域協議会の機能強化を

進めます。 

⑩ 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行うために、総合

的な窓口となる「子育て世代包括支援センター」の設置を検討します。 
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（５）療育体制の整備  

 《現状と課題》 

  疾病予防・早期発見・早期支援（治療）により、子どもの健やかな成

長と発達を目指して、妊娠期から支援を展開しています。保護者が子ど

もの成長発達の過程や段階を理解して、その子の成長に応じた子育てが

できるように支援をしていくことが必要です。 

   乳幼児健診等において、精密検査などが必要と判断される場合には、

医療機関等につなげるとともに、ことばの遅れや社会性の発達などに悩

みや課題がある場合は、広域で設置する南十勝こども発達支援センター

の指導員が健診会場や村保健センターにおいて個別に相談に応じていま

す。 

   また、療育に関しては、南十勝こども発達支援センターなどの専門機

関との連携が不可欠であり、子どもの成長発達に応じて適切に相談対応

できる人材の確保と、スキルアップが求められています。 

平成３０年１１月現在、南十勝こども発達支援センターへは、乳幼児

１３名、児童・生徒１３名の計２６名が利用登録しています。 

 

《施策の展開》 

  ① 妊娠期からの各種母子保健事業での関わりを通して、障がいだけで

はなく、発達のつまづき、発達等が気になる子の早期発見に努めると

ともに、早期に療育や医療等につながるように各種専門機関との連携

を行っていきます。 

また、子どもの障がいに関しては、保護者のほか身近にいる大人（保

育士、教員など）が理解することが重要であることから、障がいについ

て正しい知識や理解を深めるための対策を推進します。 

② 対象となる子どもが、専門的な医療ケアを受けられる体制の充実に

努めます。 

  ③ 南十勝こども発達支援センターなど、専門機関との連携を推進して

いきます。 
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（６）子育てに必要な地域・環境づくり 

 《現状と課題》 

   子どもが健やかに育つためには、家庭・学校・遊びの場などの、子ど

もを取り巻く環境の充実が求められています。今後も、地域が一体とな

って連携し、地域で子どもを守り育てる環境づくりを推進していくこと

が必要です。 

   児童館をこどもの城として特化し、児童館の指定管理者である社会福

祉協議会や南十勝年輪レクリエーション協会のメンバーによる世代間交

流等を通して、子どもたちに遊びや体験などの提供を行っています。 

また、子どもたちが豊富な自然環境の中で健やかに育ち、豊かな創造性

を養えるよう、児童公園遊具の点検整備を定期的に実施し、安全確保に努

めています。 

   中札内放課後児童クラブでは、利用者からの要望もあり平成２７年度

より小学校６年生までの受入れと、土曜日や長期休業日の開所時間を３

０分繰り上げています。近年は、利用を希望する児童の増加及び指導員

の担い手不足により、受入れが困難な状況が発生しているため、職員の

定数確保による対応が必要となっています。 

 

《施策の展開》 

① 小学校３・４年生を対象とした「ジュニア・アウトドア・スクール」、

小学校５・６年生を対象とした「生き生き自然体験隊（中札内村・南

砺市福野地域交流事業）」、ポロシリ大学（高齢者学級）と子ども会及

び小学校との交流事業、中学生を対象としたアメリカ・ハワイ州との

国際交流や川越市との交流、中学生の職場体験・福祉体験等の事業を

継続して実施していきます。 

② 学校、村内関係者、教育支援委員会等において、連携と適切な役割

分担によって、地域で子どもたちを守り育てる環境づくりを推進しま

す。 

  また、「共育の日」「地域協同型学校づくり協議会（コミュニティス

クール）」の実践を通じ、家庭・地域・学校間の連携による教育力の向

上を目指します。 

③ 子どもの体験機会を充実するため、遊びを伝える人材の発掘と、指

導者の育成を図るほか、高齢者・障がい者との交流の場づくりや、ボ

ランティア活動への参加を促します。 
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  ④ 子どもの城である児童館を拠点とし、子育てサークルでの親や子ど

も同志の交流のほか、老人クラブや南十勝年輪レクリエーション協会

などの協力による異世代交流・昔遊びの伝承の機会を有効に活用させ

ていただき、児童福祉の向上を図ります。 

  ⑤ 放課後児童クラブにおいては、保護者が安心して子どもたちを預け

ることができるよう、受入れ定員に対応した指導員の定数確保に努め

ます。 

    また、利用にあたっては、適正な判定（決定）を行うとともに、待

機児童を発生させない対策についても検討していきます。 

  ⑥ 既存の公園遊具等は、定期的な点検整備を行い、適正な維持管理と

子どもたちの安全確保に努めます。 
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第４節 障がい者福祉の基本的な考え方 

（１）啓発広報活動の推進 

 《現状と課題》 

   障がい児・者に対しては社会全体での理解が広がっていますが、地域

としてなお一層の努力が求められています。障がい児・者と地域住民と

の交流の場である「ふれあい広場」は、当事者の参加も得られており、

一部ではありますが、販売などに直接関わる姿も見られるほか、参加し

た地域住民との交流の様子もうかがえます。 

   また、障がい児・者が自立し暮らすことのできるまちづくりのため、

障がい児・者の日常生活や、障がいの特性、障がい者の雇用についての

地域住民への理解活動や、各種障がい児・者制度について、きめ細かく

情報を提供していくことが必要です。 

 

 《施策の展開》 

① 広く障がい児・者に対する理解を深めてもらい、村内の知的障がい

者施設や障がい児・者が行う活動内容などを、地域や村外の方に認識

してもらうため、道の駅などの場を活用した障がい者施設製品の販売、

中札内高等養護学校の生徒による職場実習や生産物の販売などを継続

する以外にも、地域住民と共同してできる活動や様々な場面での関わ

りなどについても検討が必要です。 

  ② ふれあい広場については、内容の見直しに係る意見などがあった場

合は、具体的な検討を行うとともに、開催趣旨に合致した効果的なイ

ベント内容とすることで、社会福祉協議会の主催により開催していき

ます。 

③ 具体的な広報内容は、障がい児・者の属する団体などと連携を密に

し、新たな情報を盛り込むなど、効果的な啓発活動に努めます。 

④ 障がい児・者に関係した各種制度や相談員制度は、きめ細かく分か

り易い情報提供に配慮するとともに、障がい児・者の特性やケースに

応じた情報内容の提供に努めます。 
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（２）在宅福祉サービスの充実 

 《現状と課題》 

   障がい児・者の相談窓口として、身体及び知的障がい児・者に対する

相談員制度の充実及び周知を図るとともに、村が自主的に障がい児・者

に対してサービスを提供する地域生活支援事業では、村が直営で設置し

ている「基幹相談支援センター」による身体障がい、知的障がい、精神

障がい児・者の相談や、事業者への委託による知的障がい児・者の相談

支援事業を推進する必要があります。各種障がい福祉サービスについて

は、利用者のニーズに合わせた内容となるよう充実を図る必要があるこ

とから、村の単独事業で在宅福祉サービス（ホームヘルプ、デイサービ

ス、ショートステイ）を実施しており、今後も高齢者福祉施設の協力を

いただきながら、サービスを継続していく必要があります。 

   障がい児をもつ保護者を支援するレスパイト※１的な事業（日中一時支

援事業）は、これまで帯広市内の事業所を利用している状況にあるため

身近な地域での利用が望まれます。 

障害者総合支援法は、施設での生活から地域での生活への移行を重視

しており、在宅の身体障がい児・者、知的障がい児・者及び精神障がい

児・者の生活を支援するために福祉、保健、医療、教育等が一体となっ

た総合的な支援サービスを実施していく必要があります。 

 

《施策の展開》 

① 地域における相談支援体制強化のために、基幹相談支援センターの

機能を強化し、関係機関等との連携体制を充実させるとともに、相談

窓口の存在がひと目で分かるよう、利用される方に配慮した表示方法

となるよう努めます。 

② 身体障がい、知的障がい児・者の相談員制度の充実のため、研修に

参加しやすい環境整備に努めます。 

③ 「居住支援機能」「相談支援機能」「体験の機会・場の確保」「緊急時

の受け入れ・対応」「専門性の確保」「地域の体制づくり」の役割を兼

ね備えた「地域生活支援拠点」について、南十勝での広域設置の可能

性も含めて検討します。 

④ 障害者総合支援法による、身体・知的・精神障がい児・者への相談

支援事業を継続推進し、在宅の障がい児・者が継続してサービスを受

けられるよう推進するとともに、利用者のニーズに合わせた障がい福
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祉サービスを提供できるよう努めます。 

⑤ 障害者総合支援法の対象外の事業であっても、村の単独事業により、

当事者及び家族にとって必要なサービスが低下しないよう、関係機関

と連携しながらサービスの確保・充実に努めます。 

⑥ 村内でのレスパイト的な事業実施の可能性について研究します。 

 

（※１）レスパイトとは 

    ⇒ 介護の必要な高齢者や障がい児・者のいる家族へのさまざまな支援。

家族が介護から解放される時間をつくり、家族の疲労を癒す。 

 

（３）障がい児・者福祉施設の利用促進 

 《現状と課題》 

  １．身体障がい者 

常時介護が必要な身体障がい者の方は、管外の施設で更生に必要な

治療、訓練を受けています。平成３０年１１月現在、管外の障がい者

支援施設において１名の方が利用していますが、新たに施設利用の希

望者が出た場合には、管内外の障がい者施設と連携し、受入状況等の

把握並びに、サービス調整をしていく必要があります。 

    身体障がい者専用の「デイサービス」や「ショートステイ」を提供

する障がい者支援施設が本村にはありませんが、特別養護老人ホーム

の相互利用事業により、障がい者にとって必要なサービス利用を継続

していく必要があります。 

 

２．知的障がい者 

    本村には、入所サービスを提供する障がい者支援施設として、中札

内みのり園（定員４０人）、中札内のぞみ園（定員４０人）があります。 

   また、ショートステイ利用可能施設として、中札内みのり園（定員

４名）があります。 

障がい者支援施設の利用者は、平成３０年１１月現在で、中札内の

ぞみ園では３名が、管内外の施設では５名の方が利用しています。 

また、知的障がい者を対象としたグループホームは、ひばり荘（定

員６名）、かしわ荘（定員５名）、さくら荘（定員６名）があり、平成

３０年１１月現在で本村から２名の方が利用しているほか、管内のグ

ループホームを５名の方が利用しています。 
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なお、村内においてグループホーム等に入居し、仕事に就きたいと

いうニーズがありますが、入居可能なグループホームが無いことから、

今後において障がい者が居住できる場の確保対策を検討していくほか、

社会的自立を進めるため、地域全体でバックアップしていく必要があ

ります。 

 

３．精神障がい者 

精神障がいの方でグループホーム等を利用する方が増えています。

平成３０年１１月現在で４名の方が、村内に利用可能な施設が無いた

め、管内の施設で必要な生活支援などを受けています。今後も管内外

の施設と連携し、サービスを提供していく必要があります。 

 

《施策の展開》 

① 障がい福祉サービスの利用希望者と家族の意向を尊重し、村内外の

関係機関との連携を図り、利用者が必要とするサービスへ繋がるよう

支援に努めます。 

② 障がい者の日中活動の場である、地域活動支援センターについては、

在宅障がい者のニーズや村内におけるサービス利用状況等を踏まえ、

必要性も含めて検討する必要があります。 

    また、地域で暮らす障がい児・者へのバックアップについては、自

立支援協議会での協議、並びに民生児童委員や地域の方々の協力をい

ただきながら、取り組みを推進します。 

③ 障がい者の生活の場であるグループホーム等については、新たな居

住可能な場の確保対策について検討に努めます。 

④ 障がい児をもつ保護者の不安解消のため、療育相談の充実を図ると

ともに、小・中学校、中札内高等養護学校の協力をいただきながら、

療育体制の充実に努めます。 

 

 

 

 

 



第 3章 計画の理念と目標  第 4節 障がい者福祉の基本的な考え方 

39 

（４）保健・医療の充実 

 《現状と課題》 

近年、高齢化や生活習慣等の変化により、がん・心疾患・脳血管疾患、

糖尿病等の生活習慣病が増加傾向にあり、後遺症などの障がいや人工透

析治療などの原疾患につながっているため、障がい者も同様に早期発見

と発症予防・重症化予防のために、各種健診の実施や保健指導等が必要

です。 

村では、障がい者支援施設に入所されている方への健診受診の体制に

ついて、施設と連携し実施しているほか、在宅の障がい者に対しても健

診等の受診勧奨をしていますが、受診しやすい健診体制の整備や情報提

供が必要です。 

また、障がい児・者が抱える日常生活における不具合を軽減、または

補うことを目的として、必要なサービス調整及び給付を行なっています。

重度心身障がい児・者に対しては、医療費の自己負担額を助成し、受診

を容易にすることで、障がい児・者の健康保持と経済的負担の軽減を図

っています。また、移動支援事業などにより日常生活に必要な支援を実

施しています。 

必要とする方が適切にサービスを利用出来るように、対象となる方に

対し保健と医療に関する情報提供を行う必要があります。 

 

《施策の展開》 

  ① 施設に入所する障がい者の各種健診等については、施設と連携して

調整等を実施するとともに、在宅の障がい者については、受診がしや

すい方策を検討します。 

  ② 障がい児・者の医療費や補装具費の助成、移動支援事業など、日常

生活に必要な支援については継続して実施します。 

  ③ 保健・医療のサービスを適切に利用できるように、情報提供の徹底

に努めます。 
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（５）社会参加の促進と支援（雇用の促進） 

《現状と課題》 

  障害者総合支援法では、障がい者に対する就労支援を促進することによ

り、障がいを抱える方が地域で働き、地域で自立した生活を送ることを目

指しています。村内では、障がいを抱える方を雇用する企業・事業所が多

くはありませんが、知的障がい者を雇用している企業もあります。 

   平成２７年５月には、村内企業が就労継続支援Ａ型事業所を立ち上げ、

平成３０年１１月現在で、村民４名が利用しています。他にも管内の事

業所を２名の方が利用しています。 

今後も、障がい者が自立できる社会を実現するため、関係機関と連携

し雇用の場の確保に努めていく必要があります。 

 

《施策の展開》 

  ① 障がい者の雇用を促進するため、雇用制度や就労訓練制度、事業所

の求人・定員などの情報提供に努めるとともに、事業所に対しては、

公的な機関による助成金制度や職場定着支援等の情報提供に努めます。 

② ハローワークの障がい者相談窓口（みどりの窓口）と連携を図り、

雇用に関する最新情報や相談者の状況などの把握に努めるとともに、

障害者就業・生活支援センターとの連携により、必要に応じた職場定

着支援についての調整・対応に努めます。 

 

（６）任意団体等の育成 

《現状と課題》 

  村内においては、身体障がい者分会の活動は活発に行われていますが、

知的障がい者とその家族の会の活動は、現在休止している状況にありま

す。平成２９年には、有志により発達障がいに関する理解・啓発を目的

とした「中札内スペシャルニーズプロジェクト実行委員会」が発足し、

講演会・映画上映会などの開催や、毎週木曜日に文化創造センターで交

流ひろば『に～ず』（カフェ）を開催しています。参加者が気軽に日常の

ことを話せる場として、利用される方が増えています。 

   これらの任意団体が活発に活動できるよう支援するとともに、住民の

方に理解していただくため、活動の目的や内容などを広めていくことが

必要です。 
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《施策の展開》 

  ① 任意団体の活動を支援するとともに、団体の活動内容等について周

知に努めます。 

 

（７）学校教育・社会教育との連携強化  

 《現状と課題》 

   地域住民が、地域における「新たな支え合い」を推進していく主体的

な担い手となっていくことが重要です。 

   地域の生活課題を地域住民自身が早期に発見し、公的な福祉サービス

だけでは不十分な点があることから、幅広いニーズに対応していくこと

が求められています。 

障がいを抱える人を「生活上の支え合いが必要な地域住民」として捉

えていく視点が重要です。その視点を醸成していくためには、子どもの

時期からの体験や福祉教育の実践、日常的に接する機会を増やしていく

ことが肝要です。そのためにも、学校教育や社会教育との連携を強化し

ていく必要があります。 

 

《施策の展開》 

① 学校教育における生徒の福祉体験学習を継続し、福祉に対する教育

の充実に努めます。 

② 「教育支援委員会※２」において、関係機関が連携を図り、特別支援

が必要な児童生徒に対して、具体的な対応・対策を進めていきます。 

 

 

（※２）教育支援委員会とは 

  ⇒ 特別な教育的支援を必要とする乳幼児、児童、生徒に対し、教育、福

祉、保育等関係機関が連携協力し適切な支援を行う。 
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第５節 高齢者福祉の基本的な考え方 

 【高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画より抜粋】 

高齢者に対する保健福祉施策については、「高齢者保健福祉計画・介護

保険事業（支援）計画（第７期）」に平成３２年度までの目標を定め、計

画に基づき事業の推進を図ります。また、重点施策として位置付ける「地

域包括ケアシステム」を深化させて、引き続き介護を必要としない健康

な高齢者が、住み慣れた地域で安心して明るく元気に暮らしていけるこ

とを目指し、介護予防や認知症高齢者支援、地域支援事業等を推進して

いく必要があります。 

 

 《施策の展開》 

１．基盤整備 

（１）民間の保健福祉活動 

     高齢化社会が進行する中では、地域においてお互いに協力し合い

支えあう地域づくりが必要となります。 

行政区や近所同士で見守り、助け合う活動とともに、ＮＰＯ法人

の活動やボランティア活動のように、目的を持った住民組織の役割

が今後ますます重要になっています。 

     このため、本村においては以下の方策を推進します。 

・ 高齢者福祉に関わる村内の社会福祉法人やＮＰＯ法人等と連携

し、福祉サービスの充実を図ります。 

・ 地域での見守りや安否確認の活動を実践している民生委員との

連携を強化するとともに、高齢者の情報収集に努め、速やかな福

祉サービスの提供に努めます。 

・ 社会福祉協議会が中心となり、行政区助け合い活動の推進、ボ

ランティア団体の育成と支援を行います。 

  

  （２）介護サービス別の確保策 

１）在宅サービス 

居宅介護支援および介護予防支援の供給体制確保に向け、高齢者

保健福祉計画・介護保険事業（支援）計画（第７期）に基づき、各

種の方策を推進します。 
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２）地域密着型サービス 

認知症対応型共同生活介護、地域密着型通所介護、介護予防認知

症対応型共同生活介護（グループホーム）の供給体制確保に向け、

高齢者保健福祉計画・介護保険事業（支援）計画（第７期）に基づ

き方策を推進します。  

認知症高齢者の実態を把握し、供給体制の確保に努めます。 

 

３）施設サービス 

介護老人福祉施設・介護老人保健施設等の利用確保に向け、高齢

者保健福祉計画・介護保険事業（支援）計画（第７期）に基づき方

策を推進します。 

介護認定の結果により、村内の既存施設への入所が困難となる場

合もあることから、適切な相談対応を行う以外にも、将来を見据え

た施設の確保など検討が必要です。 

 

  （３）地域包括支援センター 

     高齢者の生活に関する総合相談窓口として、村民が気軽に利用で

きるよう、分かり易く周知を行うとともに下記の事業を推進します。 

１）新しい総合事業 

  ①介護予防・生活支援サービス事業 

  ②一般介護予防事業 

２）総合相談事業 

３）権利擁護事業 

４）在宅医療・介護連携推進事業 

５）認知症施策推進事業 

  ①認知症理解の普及啓発 

  ②認知症初期集中支援チームによる対応 

  ③介護カフェの開催 

 

  （４）居宅介護支援事業所 

     直営と民間３事業所のケアマネージャーが、要介護者が適切なサ

ービスを受けることができるよう調整を行います。また、地域包括

支援センターは、上記の事業所との連絡会議を定期的に開催し、要

介護者の情報収集に努めます。 
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  （５）高齢者医療体制の維持 

     高齢者が身近な地域で診療を受けられる体制を維持します。 

 

２．高齢者の介護予防・生活支援 

   介護予防を実践することで、高齢者が健康で楽しく生活でき、家族の

負担も軽減されます。また、介護保険事業の健全な運営上からも重要で

あることから、以下の支援策を推進します。 

 

（１）交通手段の充実 

・福祉移送サービスは、外出支援において重要な役割を果たしてお

り利用希望も多いため利用状況や課題の把握を行い、必要に応じて

見直しながら継続していきます。 

・高齢者等通院タクシー交通費助成事業を継続し、通院にかかる経

済的負担を支援します。 

・福祉有償運送サービスの利用状況を把握し、利用について推進し

ていきます。 

 

（２）安否確認の推進 

・緊急通報システムの普及を図り、その機器を利用して電話での安

否確認や日常生活上の相談に対応していきます。（安全センターへ委

託） 

・独居、高齢者世帯等へ訪問し、安否確認や日常生活上の相談を受

けます。（社会福祉法人ポロシリ福祉会へ委託） 

 

（３）介護予防教室の開催 

・高齢者が自分らしく自立した生活を送ることができるよう、一人

ひとりの運動能力や認知機能に合わせ、安全に楽しく効果的な運動

が行える教室を開催し、参加者の拡大を図ります。 

  

（４）認知症等に関する支援の充実 

・認知症等に関する相談対応と認知症の人や家族への支援となる取

り組みに努めます。 

    ・認知症の方や高齢者、介護している方などを対象とした介護カフ

ェを開催します。 
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    ・高齢者見守りネットワーク（ＳＯＳネットワーク）を効果的に運

用します。 

・認知症サポーターを毎年３０名程度養成していきます。 

 

（５）虐待防止や権利擁護の支援 

・講演会による村民への周知のほか、パンフレットなどを活用した

ＰＲを通して、虐待の防止や意識啓発に努めます。 

・虐待の予防、早期発見のために高齢者・福祉関係団体との連携を

図ります。 

・虐待に関する相談・連絡に積極的に対応します。 

・判断能力が十分でない人の権利や財産を守り、悪質商法などの被

害にあわないようにするため、「成年後見制度」の普及啓発や利用援

助に努めます。 

・市民後見人の後見実施機関を設置します。 

 

（６）高齢者等生活支援事業の推進 

① 訪問サービス事業 

社会福祉協議会が在宅の高齢者等で必要とされる方に、乳製品

を持って訪問し、利用者の健康状態、防犯状況、火気・ガス等の

取り扱い状況について安全を確認します。 

  ② 除雪サービス事業 

社会福祉協議会が在宅のひとり暮らし及び高齢者夫婦のみ世帯

等で、希望される方に除雪サービスを提供します。 

 

（７）生活支援ハウスへの入居 

自宅において独立して生活することに不安のある高齢者のため、

住居を提供し日常生活支援などを行います。（ポロシリ福祉会へ委

託） 

 

（８）日常生活用具の給付・貸与について 

寝たきりやひとり暮らしの方に、日常生活用具を給付または貸与

することで、日常生活の便宜に努めます。 

 

 

 



第３章 計画の理念と目標   第 5節 高齢者福祉の基本的な考え方 

46 

 ３．地域包括ケアシステム構築のための重点的取組事項 

   在宅医療・介護連携の推進、認知症施策の推進、生活支援・介護予防

サービスの体制整備については、地域の実情に応じた取組ができる市町

村の地域支援事業に位置づけられたことから、地域包括ケアシステムを

深化させるための重点的事項として、高齢者保健福祉計画・介護保険事

業（支援）計画（第７期）に基づき取り組みを推進します。 

 

  （１）在宅医療・介護連携の推進 

     医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ高齢者を地域で支えていくた

め、近隣市町村を含めた地域の医療機関のほか帯広保健所や医師会

など関係機関の協力と互いの連携を図りながら、高齢者保健福祉計

画・介護保険事業（支援）計画（第７期）に基づいて方策を推進し

ます。 

     

  （２）認知症施策の推進 

     新オレンジプランに基づき、認知症高齢者を地域で支えるため、

高齢者保健福祉計画・介護保険事業（支援）計画（第７期）に基づ

いて取り組みを推進します。 

 

  （３）生活支援・介護予防サービスの体制整備の推進 

     単身世帯・夫婦のみ世帯、認知症高齢者など支援を必要とする高

齢者の増加に伴い、その当事者や家族を含め、地域サロン、見守り・

安否確認、外出支援、買い物・調理・掃除などの家事支援や自宅周

辺の整理・除雪などの生活支援を必要とする方が増加しており、様々

な事業者または活動団体などによる生活支援・介護予防サービスの

供給体制が望まれるとともに、今後は、元気な高齢者の地域社会へ

の参加や生活支援の担い手として活躍いただくことが期待されます。 

 

４．高齢者の生きがい対策 

高齢者が健康で生きがいをもって生活を送るためには、高齢者自らの

趣味や特技を通じて交流または社会参加できる場や、これまでの経験と

知識を生かせる機会と環境づくりが必要であり、重要となります。 

 

  （１）老人クラブ等の活動の推進 

     老人クラブ連合会（事務局：社会福祉協議会）による協働と単位
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老人クラブごとの取り組みにより、会員同士が誘い合い、交流、学

習、健康づくり等に取り組める活動を継続して支援します。 

 

（２）ボランティア活動等を推進 

     高齢者自身がともに支えあい、生きがいを持って活動できるボラ

ンティア活動を支援します。（事務局：社会福祉協議会） 

 

（３）生涯学習を推進 

     高齢者学級「ポロシリ大学」においては、年々参加者が増え活発

に活動しているため、引き続きシニア世代の多様化するニーズに合

わせた生涯学習の推進に努めるほか、高齢者の持つ技能・知識を活

用する場の創設・提供を支援します。 

     高齢者の健康づくりに向けた生活習慣の改善、介護予防に関する

教室の開催に努めます。 

     保育園・小中学校などとの異世代交流の場を設け、本村の生い立

ちや歴史、昔あそびを伝承する機会づくりに努めます。 

 

  （４）高齢者の就業機会について 

     就労センターの活動を中心に、高齢者自身が自らの経験や知識を

生かすことができる場や技能・特技を提供できる環境づくりに取り

組みます。 

 

  （５）高齢者の集える場づくりの推進 

     ミニデイサービス（ＮＰＯ法人夢といろ）、ふれあいサロン活動（社

会福祉協議会）など、高齢者が気軽に集い交流できる場づくりを支

援していきます。 

     高齢者以外にも、異世代や障がい児・者など様々な処遇にある村

民同士が集える場の発掘に努めます。 

 

５．高齢者の保健・医療の推進 

   老人クラブ例会時など、高齢者が集う場を活用して、健康相談・健康

教育及び保健・医療に関する情報提供を継続して実施します。 

   各種がん検診等の受診を勧めるほか、生活習慣病の予防・早期発見・

早期治療を目的に、７４歳までの方には国保特定健診・特定保健指導、

７５歳以上の方には後期高齢者健診の実施を継続します。 
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第６節 自殺対策の基本的な考え方 

１．自殺対策における取組み 

自殺総合対策推進センターが示した「地域自殺対策政策パッケージ」

において、全ての自治体で取り組むことが望ましいとされた「基本施策」

と、地域の自殺対策の実態を詳細に分析した地域自殺実態プロファイル

による「重点施策」を組み合わせ、村の特性に応じた実効性の高い施策

を推進していきます。また、庁内における多様な既存事業を「生きるこ

とを支える取組」と位置づけ、より包括的に推進していきます。 

 

２．基本施策 

（１）地域におけるネットワークの強化 

    自殺の多くは、家庭や学校、職場の問題、健康問題などの様々な要

因が関係しており、それらに適切に対応するためには、地域の多様な

関係者の連携、協力が大変重要です。自殺対策以外の目的で展開され

ているネットワークであっても、自殺行為まで進展させない取り組み

なども視野に入れ活動することで自殺対策の強化を図ります。 
 

事業名 事業内容 担当課 備考 

地域福祉計画策定事業 ５年間（Ｈ３１～）の地域福祉

に係る施策を推進する計画を策

定 

福祉課 

 

 

自立支援協議会の設置 協議会で地域における障がい者

差別解消に向けた協議を実施 

福祉課 

 

 

生活支援体制整備事業協

議体の設置 

コーディネーターの配置 

地域における課題を解消するた

めの会議を開催 

問題解消に向けた施策の展開 

福祉課 

 

 

要保護児童対策地域協議

会の設置 

支援対象児童等の支援に対する

協議を実施 

福祉課 

 

 

民生児童委員 地域の相談・支援等を実施 福祉課  

地域ケア会議の開催 毎月、関係機関による情報交

換・ケース会議を実施 

福祉課 

 

 

子供会育成連絡協議会 子供会の組織の活性化や活動の

充実を図るため、各単位会の役

員などの育成に努める 

教育委員会 

 

子どもに対する見守り

の強化と、問題の早期

発見・早期対応を図る

ことができる可能性が

ある。 
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事業名 事業内容 担当課 備考 

教育支援委員会 心身に障がいのある児童・生徒

の就学前から就学後までの一貫

した教育支援に関する必要な事

項を調査・審議する 

特別な教育的支援を必要とする

就学予定者および児童生徒の把

握および情報交換を行う。 

教育委員会 

 

行政・各学校・保育園

等それぞれの立場での

情報提供・情報交換の

充実により、子どもた

ちの異変等の早期発

見・対応を図ることが

できる可能性がある。 

関係する担当部署との連

携強化 

住民の困難さを把握した際に

は、問題解決に向けて関係する

部署につなぐなどの連携を強化

する 

全課 

福祉課 

 

必要時には随時連携を

図る。 

とかち「生きるを支える」

連携会議への参加 

帯広保健所主催の会議へ参加

し、管内関係機関との情報共

有・連携をはかることで自殺対

策を推進する 

福祉課 

 

 

 

 

（２）自殺対策を支える人材の育成 

    自殺のリスクの高い人の早期発見と早期対応のため、自殺の危機を

示すサインに気づき、話を聴いて見守りながら必要な相談、支援機関

につなぐ役割を担う人材（ゲートキーパー）の養成を検討します。 

 
事業名 事業内容 担当課 備考 

住民を対象としたゲート

キーパー養成講座の検討 

住民や、地域住民の身近な存在

である民生児童委員、各種団体

等に対して、自殺対策に関する

情報提供を実施し、ゲートキー

パーの養成に向けて理解活動を

進める。 

福祉課 
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（３）住民への啓発と周知 

    自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得るもの」です

が、危機に陥った人の心情や背景が理解されにくい現実があります。

そうした心情や背景への理解を深めることも含めて、危機に陥った場

合には誰かに援助を求めることが適当であるとの考えが、村全体の共

通認識となるよう積極的に普及啓発を行っていきます。 
 

事業名 事業内容 担当課 備考 

暮らしの便利帳 相談窓口、各種支援策などを掲

載した便利帳を全戸に配布 

福祉課 

 

 

情報宅配便 村民との情報共有のためグルー

プや団体へ各担当職員が情報提

供を行う 

総務課 

 

情報宅配便のメニュー

のひとつとして設定す

ることは可能。 

講演会の開催 「こころの健康」をテーマにし

た講演会を開催する 

福祉課 

 

 

自殺対策強化週間・月間

の取り組み 

相談窓口を広報やホームページ

に掲載するなど支援策の周知を

図る 

福祉課 

 

 

営農セミナーの開催 担い手確保と育成支援のため、

セミナーを開催する。 

中札内村地域担い手育成総合支

援協議会事業 

産業課 

 

セミナーにおいて農業

者の健康管理（メンタ

ルヘルス・自殺対策）

等の研修をおこなうこ

とも可能 

法律相談 住民の悩みごとを弁護士に相談

する機会を提供している 

総務課 

 

村内で法律相談を年３

回程度実施。法テラス

による電話相談の紹

介。 

広報紙、ホームページ 行政情報の発信 

 

総務課 

 

紙面やＨＰを活用して

情報発信する。 
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（４）生きることの促進要因への支援 

    自殺対策は、個人においても社会においても「生きることの阻害要

因」を減らす取組みに加えて「生きることの促進要因」を増やす取組

みが必要です。 

    「生きることの促進要因」への支援として、居場所づくり、自殺未

遂者への支援、遺族の方への支援に関する対策を推進していきます。  
 

事業名 事業内容 担当課 備考 

介護カフェの開催 年３回、介護者などを対象とし

たカフェを開催 

福祉課 

 

 

図書館の運営 住民の生涯学習の場としての読

書環境の充実 

お話会の開催など教育・文化サ

ービスの提供 

教育委員会 

 

図書館の啓発活動の拠

点として、自殺対策強

化月間などの際に住民

に対する情報提供の場

として活用できる。 

子育て支援センター 主に未就学児をもつ保護者等を

対象に、子育てに係る情報提供

や気軽に集い交流できる場の提

供を行う 

福祉課 

 

 

自死遺族支援事業の紹介 帯広保健所で実施している自死

遺族の会について広報等で周

知・紹介を実施する 

福祉課 

 

 

 

（５）児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育 

    生きることの包括的な支援として、困難やストレスに直面した児

童・生徒が信頼できる大人に対し、助けの声をあげられることを目標

とします。 
 

事業名 事業内容 担当課 備考 

スクールカウンセラーの

配置 

村内の児童・生徒・保護者から

の相談に対応するため、スクー

ルカウンセラーを配置して、問

題の解決や未然防止に取り組む 

教育委員会 
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３．重点施策 

 （１）高齢者 

    高齢者は健康問題を抱えることが多い傾向にあります。また、閉じ

こもりや抑うつ状態になりやすく孤立・孤独に陥りやすいため、多様

な背景や価値観に対応した支援や働きかけが必要です。高齢者の孤

立・孤独を防ぐため、自由に参加できる交流の場や居場所づくり、社

会参加の促進など、生きることへの包括的支援を推進します。 
 

事業名 事業内容 担当課 備考 

相談窓口の設置 高齢者、障がい者、生活困窮者

などに対する相談を実施 

福祉課 

 

 

権利擁護、成年後見制度、

詐欺などに関する研修会

等の開催 

村民を対象とした研修会を開催 福祉課 

 

 

介護予防教室の開催 週１回、介護予防教室を開催 福祉課 

 

 

敬老会の開催 ７５歳以上の高齢者を対象とし

た敬老会を開催 

福祉課 

 

 

各種福祉サービス事業 高齢者、障がい者などを対象と

した各種サービスを実施 

福祉課 

 

社会福祉協議会事業 

緊急通報システム事業 高齢者世帯等の相談支援、安否

確認を実施 

福祉課 

 

 

福祉移送サービス事業 高齢者、障がい者の外出支援を

実施 

福祉課 

 

 

介護相談 高齢者とその家族の悩みごとや

介護保険等に関する総合相談 

福祉課 

 

 

認知症サポーター養成講

座 

中学生等を対象とした養成講座

を開催 

福祉課 

 

 

安否確認 ひとり暮らし、高齢者夫婦世帯

を対象にヘルパーが訪問 

福祉課 

 

 

各老人クラブ健康相談 老人クラブの例会に合わせて健

康相談を実施 

福祉課 

 

 

 

（２）生活困窮者 

    生活困窮者の背景としては、多様かつ広範な問題を複合的に抱えて

いることが多く、経済的な問題に加えて社会的にも孤立している傾向

があります。 

    生活困窮者が自殺に至らないように、関係機関と連携し必要な相談

支援等につなげるための対策を推進します。 
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事業名 事業内容 担当課 備考 

心配ごと相談所の実施 日常生活上のあらゆる相談業務

を実施 

福祉課 

 

社会福祉協議会事業 

資金貸付事業 被災者、生活困窮者などに対す

る短期間の資金の貸付を実施 

福祉課 

 

社会福祉協議会事業 

住民への相談事業 住民への相談事業・税務相談 住民課 

 

相談者の状況を把握

し、必要に応じて関係

機関と情報共有、対策

が取れるようにする。 

徴収の緩和制度としての

納税相談 

住民からの納税の関する相談を

受け付ける。 

住民課 

 

税金等を期限までに納

付できない人は、経済

的な困難を抱えている

人も少なくない。 

「生きることの包括的

な支援」のきっかけと

捉え支援につなぐ、ま

た税務業務において可

能な方策を講じ、必要

に応じて支援機関につ

なげる役割を担えるよ

うにする。 

消費生活相談 消費者をめぐる各種問題（悪徳

商法、架空請求等）に対して専

門知識のある相談員が指導、助

言を行う。 

産業課 

 

消費者生活問題に対し

て支援を行い、問題解

決に向けた支援を行う

ことができる 

 

（３）勤務・経営 

    本村においては、働き盛りの男性における自殺が課題となっていま

す。働き盛りの男性は、心理的、社会的にも負担を抱えていることが

多く、また過労、失業、病気、介護等により、こころの健康を損ない

やすいといわれています。こうした方々が安心して生きられるように

するためには、精神保健的な視点だけでなく、社会・経済的な視点を

含む包括的な取り組みが重要です。 

    このことから、自殺対策を「生きる支援」と捉え、自殺の危機経路

に即した対策を実施するため、様々な分野の人々や会社・組織などが

連携し、問題を抱える人や自殺を考えている人に対し、包括的な支援

を行っていきます。 
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事業名 事業内容 担当課 備考 

中小企業振興資金融資 中小企業者支援のため、運転資

金、設備資金の融資、利子補給

を行う。 

産業課 

 

意欲ある経営者の取り

組みを支援すること

で、労働者の包括的な

支援にもつながる。 

各種労働相談の紹介 労働局や道が設置する「労働相

談窓口」等労働者向けの相談に

ついて、相談受付時や広報等で

周知を実施 

福祉課 

産業課 

 

 

 ４．生きる支援関連施策 

   自殺対策とは「生きることの包括的な支援」であるとの視点から、庁

内の既存事業において「生きる支援」に関連し得る事業をまとめました。 

   これらの事業や日常の業務以外にも、あらゆる機会や場面において関

連性を確認し、「生きることの包括的な支援」を全庁的に推進します。 
 

事業名 事業内容 担当課 備考 

中札内村まちづくり計画 まちづくりの方向性を定めた中

期計画 

総務課 

 

第６後期基本計画の主

要な施策・事業の中に

自殺予防対策について

記載している。 

安全衛生委員 職員の安全および健康を確保す

るとともに、快適な職場環境の

形成を促進する 

総務課 

 

労働安全衛生法に基づ

き、中札内村職員安全

衛生管理規定を設置。

安全衛生委員を設置

し、会議を月１回開催

している。 

ストレスチェック 職員自身のストレスへの気づき

と対処の支援、職場環境の改善

を通じてメンタルヘルス不調と

なることを未然に防止する「一

次予防」を目的として実施する。 

総務課 

 

健康診断を受診する職

員等に対し、年１回実

施している。 

メンタルヘルス研修 仕事や生活においてストレスと

向き合い、対処の仕方を学ぶ。 

総務課 

 

全職員を対象とし、年

１回程度実施してい

る。 

まちなかにぎわいづくり

事業 

新規店舗施設整備および空き店

舗改修等に対して助成金を交付

し、商工業の事業進出、拡大支

援を行う。 

産業課 

 

意欲ある経営者の取り

組みを支援すること

で、労働者への包括的

な支援にもつながる。 
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事業名 事業内容 担当課 備考 

事後検証 搬送症例の検証および隊員への

フィードバックを行うことによ

り、救命率並びに技術力の向上

を目指す。 

中札内消防

署 

 

自殺未遂の現場を想定

し備えることにより、

救命率の向上を図る。 

救急救命士養成・研修お

よびメディカルコントロ

ール体制の推進事業 

救急資格者の養成 

救急救命士の救急業務高度化教

育 

事後検証体制の充実を図るため

の事後検証料を支払う。 

中札内消防

署 

 

円滑な現場活動を行う

ため、救命士の養成や

教育、事後検証体制を

確立し救命率の向上を

図る。 

 

 ５．計画の数値目標 

   本村の自殺対策における最終目標は「誰も自殺に追い込まれることの

ない中札内村」の実現を目指します。そのためには、対策の成果指標を

定め、取り組みの成果を定期的に検証していく必要があるため、以下に

より記載しています。 

 

評価指標 
評価項目 現状値 2024年度までの目標値 

悩みなどを感じたとき、相談したり助けを求め

たりすることへのためらいを「感じる」または

「どちらかというと感じる」人の割合 

男性 ４２．６％ 

女性 ３３．８％ 

男性 ３２．０％ 

女性 ２３．０％ 

こころの健康相談（帯広保健所）窓口を「知っ

ている」または「聞いたことがある」人の割合 

男性 ３９．２％ 

女性 ５０．０％ 

男性 ５０．０％ 

女性 ６０．０％ 

自殺対策として、ゲートキーパーについて知っ

ている人の割合 

男性 ３９．２％ 

女性 ５０．０％ 

男性 ５０．０％ 

女性 ６０．０％ 

 


