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は じ め に 

 

 平成１２年に始まった「介護保険制度」や、平成１８年から始まった「障害者自立支援

法」のように、社会福祉制度は行政主導の「措置」から、利用者とサービス事業者が対等

な関係に立って「契約」を結び、利用者が自らサービスを選択できる制度へと変化してい

ます。 

 また、かつての伝統的な、家庭や地域での相互扶助機能の弱体化、地域住民相互のつな

がりの希薄化、少子高齢社会の進行などにより、高齢者・障がい者など、生活上の支援を

必要とする方が増加してしています。 

 更に、児童虐待や家庭内暴力など、社会的な援助を必要とする家庭も、増加の傾向にあ

ります。 

 このような中で、村民が安心して暮らせるためには、地域全体で福祉に関わることが重

要であると考え、本計画を策定しました。 

 本計画を推進するためには、村民・事業者・行政などの、村の構成員による協働により

実現します。 

 最も重要なことは、地域福祉活動への幅広い村民の参加をはじめ、社会福祉協議会と行

政が連携しながら、施策を推進することにあります。 

 本計画の目標が達成されるよう、村民の皆様と一体となり、計画を推進して参りたいと

考えておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 また、最後になりますが、本計画の策定に当り、地域福祉計画策定委員会委員の皆様に

は、貴重なご意見を多数いただきましたことに対し、深く感謝申し上げます。 

 

 

 

  平成２１年３月 

 

                         中札内村長 田 村 光 義 
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第１章 村の概況及び計画の概要 

 第１節 中札内村の概況 
 中札内村は、十勝の中心都市である帯広市から約２８キロメートル南に位置し、東は更 

別村、西は日高山脈を経て日高支庁管内新ひだか町・新冠町、南は大樹町、北は帯広市に 

接する、面積が２９２．６９ｋ㎡の村です。 

 村名は、日高山脈から流れる「札内川」の中央より上流一帯に位置していることや、札内 

川の語源であるアイヌ語の「サチナイ」（乾いた川）の意に由来するものです。 

 かって、暴れ川として開拓を拒み続けた札内川上流にはピョウタンの滝を中心とした、 

「札内川園地」が整備され、その上流には「札内川ダム」があり、多くの観光客が豊かな自 

然を親しむために訪れています。 

国道２３６号線沿いには、日高山脈を背景に、小柏原生林内に北の大地美術館、相原求一 

   朗美術館、小泉淳作美術館を中心とした「中札内美術村」があり、文化の薫りと自然に親し 

む憩いの場となっており、道内外から多くの方が訪れています。 

 本村の基幹産業は農業であり、恵まれた土地資源と気候条件を背景に、寒冷型の畑作と酪 

農、畜産を主体に、畑作では小麦、じゃがいも、ビート、えだ豆などに加え、大根などのそ 

菜の生産、また、酪農・畜産関係では、牛乳生産、養鶏、養豚が盛んで、生産性の高い経営 

を行っています。 

 また、畑作と酪農の連携による「生きた土」でのクリーン農業により、健康で安全な食生 

活を提唱しています。 

 

 

 第２節 計画の概要 
（１）計画策定の趣旨 

   わが国では、かつての伝統的な家庭や地域での、相互扶助機能が弱体化し、地域住民相

互の社会的つながりも希薄化するなど、地域社会は変容しています。更に、少子高齢社会の

進展などにより、高齢者や障がい者など、生活上の支援を必要とする方々は、一層厳しい状

況に置かれています。 

   本村でも、少子高齢化、核家族化などの影響により、各家庭での介護力や療養機能が低下

していると考えられます。 

   また、社会福祉基礎構造改革を受け、利用者の立場に立った福祉制度の構築が求められる

ようになり、福祉制度は「措置」から、利用者が事業者と対等な関係に基づいてサービスを

選択し、事業者と契約する制度になりました。 

   このような状況の中で、地域全体で福祉に携わることが重要となってきていると考えられ

ます。 

地域福祉の基礎となるのは、他人を思いやり、お互いを支え助け合おうとする気持ちであ

り、地域福祉を担い支えていくのは、全ての村民です。 

   また、村民の安心と幸せを実現するためには、自立した個人が地域住民相互のつながりを

持ち、思いやりをもって支え合い助け合うという、共に生きるまちづくりの精神が育まれ、

活かされることが必要不可欠です。 



第１章 村の概況及び計画の概要 

2 

 

   本村では、高齢化の進行、介護保険制度導入に対応し、総合的な高齢者福祉サービスが展 

開されるよう、現在第四期「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」を策定中であり、ま

た、障がい者のための施策としての、「障害福祉計画」も見直していますが、総合的な地域

福祉を実行するための地域福祉計画を策定しました。 

 

 

（２）計画の性格、法的位置付け 

  ①各種計画との調和 

第５期中札内村総合計画（平成１６年度から平成２５年度）の基本構想に沿い、安らぎの

社会を育み、心豊かな福祉のまちづくりを目指すため、総合計画との調和を図り、計画を進

めます。 

   また、本計画の高齢者福祉部分の計画は、平成２０年度に策定した老人保健福祉計画・介

護保険事業計画第四期計画（平成２１年度から平成２３年度）と一体をなすものです。 

 

  ②法令等の根拠 

   本計画は、社会福祉法第１０７条に基づき作成するものです。 

 

※参考 社会福祉法（抄） 

 （市町村地域福祉計画） 

第１０７条 市町村は、地方自治法第２条第４項の基本構想に即し、地域福祉の推進に関す

る事項として、次に掲げる事項を一体的に定める計画（以下「市町村地域福祉計画」と

いう。）を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民、社会福祉を目的と

する事業を経営する者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるために

必要な措置を講ずるとともに、その内容を公表するものとする。 

（１）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 

（２）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 

（３）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 

 

 

  

③計画の期間及び見直し時期 

   計画の期間は、平成２１年度から平成２５年度の５年間とし、平成２５年度に見直しを行

い、平成２６年度から平成３０年度の次期５年間の計画を策定します。 

 

 

（３）計画作成体制と経緯 

   平成２０年５月に、現在の地域福祉計画の検証・評価を行い、新たな計画素案を策定する

ため、住民課の職員を中心に教育委員会及び社会福祉協議会の職員による、庁内検討委員会

を立ち上げました。  

   地域福祉計画は、個別の福祉施策（高齢者福祉施策、障害者福祉施策、児童福祉施策）を

総合的に推進する計画であるとことから、福祉施策の展開の状況について点検を行いました。 
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   平成２０年７月３０日に、関係団体に依頼した委員２０名の方を委嘱し、住民組織の「中 

札内村地域福祉計画策定委員会」を設置しました。 

その後、地域福祉・児童福祉部会、障がい者福祉・高齢者福祉部会の２部会を設置し、翌

年１月２１日までに各部会それぞれ３回、委員会を４回開催いただき、村長に対して中札内

村地域福祉計画案について、２月１８日に意見書の提出をいただきました。 

 その後、計画案について住民の方から広く意見をいただく、パブリックコメントの手続き

を２月２３日から３月１４日まで行い、３月１６日に本計画を策定しました。 

 

 

 

 

地域福祉計画策定委員会及び部会の開催状況 

年・月・日 会   議   内   容 

 

20. 7.30 

 

20. 8. 7 

 

20. 8. 9 

 

20. 8.20 

 

20. 8.25 

 

20. 9. 3 

 

20. 9. 8 

 

20.10.27 

 

20.12.17 

 

21. 1.21 

  

第１回策定委員会 

 

第１回地域福祉・児童福祉部会 

 

第１回障がい者福祉・高齢者福祉部会 

 

第２回地域福祉・児童福祉部会 

 

第２回障がい者福祉・高齢者福祉部会 

 

第３回地域福祉・児童福祉部会（児童福祉部門） 

 

第３回障がい者福祉・高齢者福祉部会（障がい者福祉部門） 

 

第２回策定委員会 

 

第３回策定委員会 

 

第４回策定委員会 
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第２章 福祉各分野の現状 

 第１節 主な社会的背景 
 （１）少子・高齢社会の進展 

 人の寿命が延び高齢化が進む一方、出生率は低下の一途をたどり、日本の少子高齢化の

様相は深刻さを増しています。 

 社会保障審議会の人口推計によると、出生数は２００５年には１０６万人であったものが、

２０５５年には５０万人を下回ると見込まれており、今後も少子化の進行がより一層加速す

るとの見通しを示しています。 

 少子化の主な要因としては、結婚に対する意識の変化、仕事と子育てを両立することの負

担感の増大、子育てに対する不安の増大などを背景とした晩婚化や非婚化の進行にあると考

えられています。また、子育ての経済的・精神的・肉体体的な負担からも、出生数の減少が

考えられています。 

 次に、６５歳以上の人口は、２００５年には２，５７６万人、（総人口比約２０％）、 

２０５５年には、３，６４７万人（総人口比約４１％）に増大すると予測されています。特

に、７５歳以上の人口が著しく増加すると見られています。 

 このような。少子・高齢化の進行は、生産年齢人口の減少を意味し、その結果、経済と地

域の活力を失うとともに、医療・年金等の社会保障分野において、現役世代の負担を増加さ

せることになります。 

表１ 人口・世帯数の推移 

2.59人

2.54人

2.51人
2.49人

2.45人 2.46人
2.43人

2.30人
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3,500人
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4,500人
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2.15人

2.20人

2.25人

2.30人

2.35人

2.40人

2.45人

2.50人

2.55人

2.60人

2.65人

人　口

世帯数

１世帯当り人数

 

   （資料：住民基本台帳 各年９月末） 

 

表２ 年齢別人口構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：住民基本台帳 平成２０年３月末人口） 
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（２）家庭機能の変化 

 時代や地域社会が大きく変化する中、家庭の形態や役割も大きく変化してきました。 

 少子・高齢化、核家族化の急速な進展、バブル経済崩壊後の景気停滞や、昨今の世界的金

融危機に端を発した、大企業の赤字決算やリストラ等による社会経済環境の変化が、人々の

生活環境や、生活スタイルを大幅に変え、家庭の形態や機能のあり方にも影響を及ぼしてい

ます。 

 児童虐待、配偶者等からの肉体的・精神的・性的な暴力被害（ＤＶ＝ドメスティック・バ

イオレンス）など、家庭が抱えている様々な問題が顕在化し、社会全体で考え、解決してい

くことが必要になっています。 

 家庭の中では、乳幼児や老人の高齢者の世話をする保護的機能が弱まり、離婚・非婚など

の増加、夫婦・親子間で家庭に求めるものが異なってきていることから、その機能が縮小し

ています。家庭の形態が変化したり、家庭の機能の脆弱化とともに、地域社会での人間関係

の希薄化も進行し、社会での問題解決能力も低下していることが「社会的」な支援を必要と

する背景にもなっています。 

 

（３）社会福祉の改革 

   これまでの社会福祉制度は、行政主導で措置の対象者及び内容を判断し、保護・救済を行

う仕組みが制度化されていました。 

   しかし、生活水準の向上、少子・高齢化の進展、家庭機能の変化や、社会環境の変化に伴

い、限られた者に対する保護・救済から、児童の育成、高齢者の介護等、個人が自立した生

活を営む上で生じる問題に対して、個々人のニーズに応じた支援を行うことが、求められる 

ようになりました。 

   こうした変化を踏まえ、利用者とサービス実施者が対等な関係に立って、福祉サービスを

自ら選択できる仕組みを基本とする、利用者の立場に立った社会福祉制度が求められるよう

になりました。 

 

 

 第２節 児童福祉 
（１）少子化の現状 

   本村でも、少子化の進行により、１５歳未満の人口が減少し、６５歳以上の人口が急増

しています。平成１５年９月３０日時点の人口と比較すると、当時の総人口４，０９０    

人に対して、１５歳未満の人口が５９０人（１４．４％）、６５歳以上の人口が８５７人 

（２０．９％）となっていましたが、平成１９年９月３０日現在、総人口は４，０３４人で、

１５歳未満の人口が５２３人（１２．９％）、６５歳以上の人口が９５８人（２３．７％） 

と、少子・高齢化は着実に進んでいます。 
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表３ 出生数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：住民課） 

 

 

表４ 老齢人口及び年少人口比率の推移 

              

 

 

 

 

 

 

 

（資料：住民基本台帳 各年９月末現在）        老齢人口率＝６５歳以上人口÷総人口 

                             年少人口率＝１５歳未満人口÷総人口 

 

 

（２）児童福祉サービス 

   保育は、中札内保育所（定員１２０人）、上札内保育所（定員３０人）、で実施していま

す。待機者は無く、平成２０年３月末現在、中札内保育所は８８人、上札内保育所は１１人

が入所しており、本村に居住する４・５歳児の殆どが保育所に入所しています。 

  また、中札内保育所では一時保育や延長保育も実施しています。 

   平成１０年度に設置した、子育て支援センターは、子育て相談に応じているほか、施設の

開放、育児サークルへの支援等を行っています。 

   放課後児童クラブは、保護者が共働きなどのため、学校から帰っても家庭に誰もいない小

学生（概ね１０歳未満）を対象に行っています。平成１５年度からは有料で、土曜日も開所

しています。 

   児童館は、平成１９年度より児童専用の施設として、放課後児童クラブのほか、一般の児

童にも開放をしています。 

   また、ＮＰＯ法人では託児事業を実施しており、村では利用料の半額を助成しています。 
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表５ 中札内保育所の入所者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：福祉グループ  毎年度３月末現在） 

 

 

（３）児童を取り巻く環境 

   子供のいる家族が抱える問題も多様化・複雑化しており、本村においても不登校・引きこ

もり・虐待・家族等からの暴力・育児不安等深刻な問題が発生しています。 

このような諸問題に対応するため、従来からあった「中札内村児童虐待防止ネットワーク

会議」は、児童福祉法の改正に伴い、平成１７年１１月に廃止し、新たに「中札内村要保護

児童対策地域協議会」を設置しました。 

 

 

第３節 障がい者福祉 
（１）障がい者福祉の対象者 

 障がい者福祉の対象者は、年々増加傾向にあり、平成２０年３月末現在の身体障害者手

帳交付者数は２３５人（人口比５．９％）となっています。平成１５年度での手帳交付者数

は２０５人であり、ここ５年近くで約１４．６％増加しています。 

障害別では、肢体不自由が最も多く、次いで内部障害、聴覚・言語障害、視覚障害の順と

なっています。また、重度の身体障がい者（手帳１・２級）は１１０人（平成２０年３月末）

で、全体の約４６．８％を占めており、重度化傾向にあります。 

 療育手帳交付者数は、平成２０年３月末現在で、３１人となっています。平成１５年には、

手帳交付者数は２３人であり、身体障害者手帳同様に、交付者は増加しています。また、重

度の知的障害者（Ａ判定）は６人となっています。 

 精神障がい者は、精神疾患を有する村内居住者の正確な数は把握していませんが、精神疾

患を事由とする外来治療に関する公費負担制度を利用している人は、４０人となっています。 

 平成７年１０月から施行された精神障害者保健福祉手帳の所持者は、平成２０年３月末現在

で、７人となっています。 
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表６ 身体障がい者手帳交付者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （資料：身体障がい者手帳交付者名簿 各年度３月末現在） 

 

 

表７ 療育手帳交付者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：療育手帳交付台帳） 

 

 

（２）障がい者に対する福祉サービス 

 今までの、障がい者に対する福祉サービスは、障がい者の自己決定に基づき、障がい者が

事業者と対等な立場に立って、サービスの利用契約を行う支援費制度でしたが、平成１８に 

は、身体・知的・精神のそれぞれの制度を一つにした、障害者自立支援法に変わりました。 

 在宅サービスは、村内の事業所として、社会福祉法人ポロシリ福祉会の外に、ＮＰＯ法人

夢といろなどが、障がい者に対する在宅サービス（ホームヘルプサービス、デイサービス、

ショートステイ、グループホーム・ケアホーム）を実施しています。 

 施設サービスは、社会福祉法人ポロシリ福祉会が、知的障害者更生施設、授産施設を運営

しています。 

平成２０年４月現在、１３名の方が村内及び十勝管内外の施設を利用しています。また、障

害者自立支援法に伴い、入所施設では、平成２３年度までに、新体系への移行が計画されて

います。 
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 障害者自立支援法を円滑に機能させるためには、障がい者にたいするケアマネジメント体 

制を整備するとともに、障がい者の立場に立った情報提供や、権利擁護等の支援、苦情処理

システムの確立が必要です。 

 また、障がい者を取り巻く環境では、地域で安心して暮らせるための、社会基盤の整備が

求められています。 

 精神障がい者に対する福祉サービスは、平成１４年度に村が北海道から事務委譲され、 

精神障害者保健福祉手帳の申請・交付、通院医療費の公費申請の窓口となっています。 

 

 

第４節 高齢者福祉 
中札内村の６５歳以上の人口は、平成１９年３月末現在９５８人であり、高齢化率は、 

２３．７％となっています。このうち６５歳から７４歳は５０１人、７５歳以上は４５７人

です。 

  人口の推移を見ると、平成１５年から平成１９年にかけて、総人口では１．３７％の減少

に対し、６５歳以上の人口は、１１．８％の伸びを示しています。６５歳以上の人口と、１

５歳から６４歳の人口関係で見ると、平成１５年は６５歳以上の人達を３．０人で支えてい

たものが、平成１９年では２．６人で支えている状況です。 

  高齢者に対する福祉施策は、平成１２年からの介護保険制度の導入により、施策全体が再

構築されました。これまで「措置」により行われてきた要介護者に対するサービスは、介護

保険制度により民間事業者等がサービスを提供することになりました。村では、介護保険事

業の推進を図るとともに、在宅介護支援センター、生活支援ハウスなどの運営を社会福祉法

人ポロシリ福祉会に委託し、介護保険で網羅されていないサービスも実施しています。 

また、介護予防事業等についても、平成１９年４月に設置した地域包括支援センターを中

心に施策を推進しています。 

  なお、高齢者福祉に係る施策は、平成２１年３月に策定された「中札内村高齢者保健福祉

計画・介護保険事業計画（第四期計画）に基づき、事業を推進しています。 
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第３章 計画の理念と目標 

 第１節 基本的な考え方 
 （１）地域福祉を担う人材の育成と住民参加の促進 

    村民が、地域福祉の担い手としての「共に生きる力」を育むためには、日頃から地域福祉

を学び、経験する機会に触れることが大切です。 

 学ぶ機会として、家庭での教育・学校での教育・社会での教育が連携し、地域福祉を推進

するための情報や、具体的な方法を提供することが必要です。 

 このことにより、ボランテイア活動の活性化や、村民の地域福祉活動への参加を促し、地

域に住む人々の理解と主体的な参加により「ふれあい・学びあい・支えあい・助け合いが活

発に行われる人間性豊かな村づくり」を目指します。 

 

（２）地域福祉の環境づくり 

 子ども、障がい者、高齢者が地域の中で安心して過ごすことができる地域社会は、全ての 

人にとっても最適な社会であると言えます。 

 そのために、暮らしやすい住環境・地域環境の整備、障害の特性や不便さを感じない（バ

リアフリー）まちづくりを目指します。  

 また、社会福祉・保健・医療・生涯学習などを全般にわたり推進するために、村民・事業

者・行政の役割分担を明確にし、横のつながりにより連携できる体制の整備を目指します。 

 更に、個々人の生活を総合的に捉えながら、個別の支援計画に基づいて、各専門の関係機

関や村民が互いに連携できる方式（ケアマネジメント）を作ることを目指します。 

 

（３）地域の中で個々人が共に暮らせるような人間性の尊重 

   すべての人の命や人間性が尊重され、また、一人ひとりの自己選択や自己決定が大切に

される中で、それぞれの自己実現を図っていくことを目指します。 

   そのためには、お互いの人格、個々人の存在を認め合いながら、全ての村民が生涯にわた

って自らの尊厳を保ち、共に生活できるような社会を築いていくことが大切です。 

   中札内村地域福祉計画では、これからの社会福祉に最も必要な「人とひととの繋がりの再

構築」によって、村民一人ひとりが主役となり「共に生きる」ことができるまちづくりを目

指します。 

 

（４）福祉制度の適正な周知や運用と負担の適正化 

 近年、地方交付税の減少や、国庫補助金等の削減など、本村を取り巻く財政事情は極めて

厳しい状況が続いています。このような中で福祉制度についての周知や運用、住民負担の適

正化を進めていくことが必要です。 

 そのためには、現在の福祉制度を住民に細かく周知し、福祉サービスの適切な利用の推進

を図り、必要な人に必要なサービスを提供するために、サービス内容の見直し・有料サービ

スの負担の適正化を検討します。 
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第２節 地域福祉の基本的な考え方                

（１）施設の整備等 
《現状と課題》 

   冬の北海道では、生活を確保するための除雪作業が、欠くことのできないものであり、高齢 

者や障がい者に配慮した除雪が必要となっています。 

   バリアフリー※１については、歩道や公共施設、店舗等は車いすでの利用が出来るように改 

善が進んでいますが、車いす用トイレや段差の解消など、一部改善が必要なところもあります。 

     （※１）バリアフリー → 障壁となるものを取り除き、生活しやすくすることを意味します。道路や建物の段差を

なくすることなどに使われます。 

 

《施策の展開》 
①冬期間の除雪については、実施機関が連携して村民の生活に配慮するよう努めます。また、

社会福祉協議会で実施している除雪サービスは、高齢者・障がい者の冬の生活を確保でき

るよう事業を推進します。 

  ②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、改善するように努めると共に、

店舗等の改善の協力を呼びかけます。 

 

 

 

（２）相談体制の充実及び広報等 

 《現状と課題》 
      福祉についての制度が大きく様変わりしており、高齢者・障がい者・子どもを取り巻く環 

境も大きく変化しています。 

村では、福祉に関する制度について、くらしの便利帳や広報紙などによりお知らせをして

いますが、特に高齢者や、障がいのある方には、内容が分かりにくいという意見があります。 

      また、保健・医療・福祉に関する相談窓口はそれぞれありますが、総合的な相談窓口が無

く、村民の方に分かりやすい、窓口の一本化が課題となっています。 

 

 《施策の展開》 
 ①総合的な相談窓口は、住民の方に分かりやすいものになるよう、検討を行います。 

②スクールカウンセラー※１（学校相談員）を配置し、生徒の心のケア※２や教職員・保護者へ

の助言を行っています。中学校を中心に小学校への派遣も継続していきます。 

③いじめ等に悩む児童生徒がいつでも気軽に相談できるよう「24 時間いじめ相談電話」「SOS

はがき」を継続していきます。また、学校との連携を図り、小さな問題でも相談ができるよ

う努めます。 

 ④くらしの便利帳は、次期の発行に向け、イラストなどを利用しながら、分かりやすい内容の

ものを検討します。また、制度の改正については、広報などを利用して、その都度お知らせ

します。 

 ⑤民生委員・児童委員との情報の共有を図りながら、相談体制の充実を推進します。 

⑥中立的な立場で、福祉サービスについて評価を行う第三者機関及び苦情解決のための機関の 
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設置について、保健・医療・福祉で連携し、可能性を検討します。 

     （※１）スクールカウンセラー → いじめや不登校児童の対策として、学校で児童、生徒、保護者、教師の相談にの 

る専門家で、臨床心理士などが担当します。児童、生徒の不安や悩みの解消など 

に応じています。 

       （※２）心のケア       → 大きな災害や事故など、危機的な事態に遭遇したために発生する、心身の健康に 

関する様々な問題を予防したり、回復を支援する活動のことをいい、心理的援助 

なども含まれます。 

 

 

 

（３）地域での助け合い活動  
 《現状と課題》 

地域福祉の原点である、助け合い活動が見直されてきており、助け合い活動を行うことによ 

り、地域の人間関係を作り出していくことが必要です。 

地域での「助け合い」は、「助け合い」活動を担う人を、地域で発掘し、育てていくことが 

重要な課題となっています。 

      地域での人間関係が希薄になっている現在、地域のつながりを図るためには、社会福祉協 

議会が進めている、ふれあいカードの取り組みが、地域での活動の一つの手段として有効であ 

り、この取り組みを推進していくことが重要で、地域での「助け合い」活動は、地区担当民生 

児童委員との連携が必要となっています。 

また、地域の力で福祉を支えることの趣旨を、村民に周知することが今一度求められていま 

す。 

 

《施策の展開》 
  ①地区担当民生児童委員の協力をいただきながら、地域での助け合い活動を推進していきます。 

  ②福祉意識の啓発については、老人クラブの例会や情報宅配便などを利用して、意識の啓発に

努めるほか、福祉の情報については、広報紙やインターネットを利用して、周知を行ってい

きます。 

   

 

 

（４）ボランテイア活動、福祉団体の活動の促進及びエコマネー的な制度導入の調査  
 《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、 

社会貢献に対する意識が高まっていますが、活動する人の片寄りも見られ、新規のボランティ 

アの育成が必要となっています。 

   エコマネー※１については、近隣の市町村の実態を調査しながら、早期に研究に着手する必 

要があります。 

 

《施策の展開》 
  ①個人の自由意思を尊重しながら、ボランテイア活動に意欲のある個人・団体の登録を促進し、 
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社会福祉協議会が中心となって、利用者との調整により、ボランテイア活動の充実を図りま

す。 

  ②ボランテイ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、情報提供や

意識啓発を推進します。 

  ③エコマネーについては、早期に研究に着手します。 

    （※１）エコマネー → ボランテイア活動に対して支払われる、地域通貨のことです。 

 

 

 

（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、乗り合いタクシー、福祉バスの運行、 

スクールバスの混乗、福祉移送サービスを実施しており、特に福祉移送サービスは利用者が伸 

びています。 

   福祉バスについては、大型車のため、定期便のコースが限定されることから、村民がより使 

いやすい交通手段を確保する必要があります。 

 

《施策の展開》 
  ①交通手段について、利用者の利便性を図るため、利用頻度などの調査を行い、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、経済的な運行をしながら、事業を推進します。 

  ③高齢者のための定期運行バスは、利用がしやすいよう見直しを推進します。 

 

 

 

（６）地域福祉権利擁護事業及び成年後見制度  
 《現状と課題》 

  高齢化社会の進展・認知症による判断能力の低下など、財産の管理ができない高齢者などに 

対しての権利擁護や、成年後見制度について、地域包括支援センターが相談窓口となって取組 

みを推進する必要があります。 

また、障がい者に対する権利擁護、成年後見制度についても検討していく必要があります。 

 

《施策の展開》 
  ①権利擁護制度、成年後見制度について、広報紙などにより周知を行っていきます。 

  ②自分で判断をすることが困難な高齢者に対する成年後見制度は、ニーズ※１を把握し、申し

立ての際の費用や、第三者の後見人への報酬に対する、助成制度の導入を検討するとともに、

障がい者に対する権利擁護・成年後見制度の実施や、助成制度の検討を行います。 

     （※１）ニーズ →  人が生まれながらにもった５つの欲求（生理的欲求、安全への欲求、生活への欲求、尊敬へ 

の欲求、自己実現への欲求）を満たそうとする行動から発生するもの。 
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（７）保健・医療・福祉など関係機関の連携の強化  
 《現状と課題》 
   村民が利用する福祉サービスは、窓口が複数に渡ることが多く、保健・医療・福祉が連携し 

てサービスを調整していますが、窓口を一つにまとめることが求られており、窓口の一本化に 

ついて検討していくことが必要です。 

 

《施策の展開》 
  ①利用者が分かりやすくサービスを受けられるよう、保健・医療・福祉の連携を図るとともに、

相談窓口の一本化について可能性の検討を行います。 

  ②窓口の手続きを分かりやすくするよう、手引書的なものの作成を推進します。 

  ③保健・医療・福祉の関係機関の実務者による連携により、地域ケア会議の内容の充実を図り

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》 
   少子化は、わが国の大きな問題となっており、少子化の結果間もなく総人口の減少が始まる

と言われており、今後社会全体に様々な影響を及ぼすことが懸念されています。 

平成１７年度には「次世代育成支援対策推進法」に基づき、家庭や地域での少子化対策及び子

育て対策を目的とした「中札内村次世代育成支援行動計画」を策定し、各種施策を展開してき

ており、平成２１年度には、見直しが必要となっています。 

 

 《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「ＣＡＰワークショップ」などを通じて、子供や保護者などの人権意識を高めていきます。 

  ③地域での子どもの見守りについては、老人クラブや地域の方々との連携により、登下校時で

の声かけ運動などを推進します。 

  ④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」

で諸問題についての対応を図るほか、児童虐待防止に関する意見交換の場や相談窓口の設置

を推進します。 

 ⑤平成１７年度に策定した、次世代育成支援行動計画の見直しの時期であることから、１９年

度から実施をしている保育料の軽減・無料化などの子育て支援施策と併せて、事業の検証を

行い、次期行動計画に反映します。 

 

 

 

（２）保育サービスの充実と負担の適正化  
 《現状と課題》 
   保育所では、通常の保育の他、一時保育・延長保育・希望保育（土曜日・行事振替日の保育・

お盆休み）の実施や、春休みを廃止し入所準備期間の 低限の閉所などの取り組みにより、家

庭において保育ができない方への対応をしていますが、保護者のニーズとして、土曜保育の半

日から、一日への拡大などを求める声もあるのが現状です。 

   現在、保育所においては子どもの保育とともに、保護者に対する支援が重要とされており、

保育の質を高め、職員の資質や専門性の向上が求められています。 

このような状況の中、充実した保育所にするため、保護者・地域・保育所が一体となって連

携することが必要であります。 

   また、幼保一元化や、認定子ども園などの整備の必要性を再検討し、中札内村が目指す保育

所のあり方を、保護者や地域を交えて検討する必要があります。 

   上札内保育所においては、平成２０年度から補助の対象である定員人数が、１０名を下回り

２年以上続くと厳しい状況になってくることも考え、今後の上札内保育所のあり方を検討し、

保護者や地域との話し合いなどが必要であります。 
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《施策の展開》 
①休日(土・日・祝日)保育の必要性を検討し、保育関係の事業者などを含め協議します。 

②保育所として、子どもの健やかな成長と保護者への支援をすると共に、保育所の建て替えを

検討し保育ニーズにこたえられる環境整備や職員の資質の向上を図ります。 

③より良い保育所にするために、保育所と保護者・地域の協議・連携の強化を図り、より多く

の情報提供に努めます。 

④中札内保育所と上札内保育所のあり方を地域や保護者と検討します。 

 

 

 

（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での子育て支援センターの紹介や

乳児健診などでの保健師の声かけで、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。 

相談については、小学生の保護者からの相談もありますが、多くは子育て支援センターの開

放事業（就学前児童）の利用者にとどまっているため、相談できる窓口として広めていく必要

があります。 

支援業務・相談業務・気になる子への対応など、支援センターに求められることが多様化し 

ているため、今後、子育てサポーター※１として地域のボランティアや先輩お母さんの協力も

必要であり、相談体制の充実強化が求められています。 

 

《施策の展開》 
①発達が気にかかるお子さんの相談には、保健師・南十勝こども発達支援センターと連携をし、

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、小学校・

中学校・学童保育等と情報の共有を図り、子どもたちが地域で育って行くための親子等の支

援をすると共に、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、継続されるよう支援を続けて行きます。 

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、保健師・住民課窓口と連

携を取り具体的に推進していきます。 

④相談体制の充実として、わかりやすく安心できる相談窓口の明確化とともに、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・育成の取組みと、相談の調整役に努めま

す。 

     （※１）子育てサポーター → 子育てや、しつけに関する悩みを持つ親の相談に乗り、アドバイスを行う 

                       人材。 
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（４）子どもの心身を守るために 
 《現状と課題》 

  ライフサイクル※１に合わせて行う母子手帳交付、各種健診、各種教室、訪問、相談などの 

事業に関しては、一貫した支援ができるよう継続していきます。 

小児科医師の不足の中で、乳幼児健診時の小児科医師の確保は大きな課題となります。 

今後も医師の確保のための調整をすると共に、広域的な取り組みも視野に入れ、働きかけを行

います。 

ドメスティックバイオレンス※２に関しては、児童に対する虐待の一つとなるため、予防的 

な働きかけや、状況把握、関係機関・専門機関との連携の強化と支援に努めます。 

また、命の大切さを理解してもらえるように、関係機関との連携や家庭の協力を得ながらの 

支援に努めます。 

ライフスタイル※３や価値観・ニーズが高度化・多様化し、忙しい日々のなかで食の大切さ 

に対する意識が希薄になっている影響を受け、欠食、孤食、偏食、安易な食材の廃棄、子ども 

の生活習慣病など様々な問題が生じています。 

村の食育推進計画に基づき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、乳幼児から生涯にわたり健全な食生活を実践することができる人間を育てるものとして、

食育の推進を進めています。 

また、単なる食生活の改善にとどまらず、生活習慣病の予防、食を通したコミュニケーショ

ン※４、食に関する感謝の気持ちや理解、地域の食文化の継承等を目指し、総合的に食育を推

進することが必要となっています。 

 

《施策の展開》 
  ①ハイリスク※５妊産婦・乳幼児を各種事業等で早期に発見し、支援へとつなげていきます。 

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を行い、実施していきます。また、小児科医の確保のための調 

整に努めます。しかし、小児科医師の確保が困難となる可能性も考えられるため、他市町村 

との連携と広域的な取り組みも視野に入れて推進していきます。 

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、インフル 

エンザ予防接種の実施も継続します。また、歯科保健に関しては保護者の歯に対する意識を 

高めるために妊娠期から積極的に関わり、各種健診を実施していきます。 

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※６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とした栄養指導等を実施し、 

家庭に対しても積極的に働きかけ・支援をします。 

⑧村食生活改善推進協議会などの住民組織による、食育活動を支援します。 

⑨ドメスティックバイオレンスは、問題が潜在化しているケースが多いため、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 
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門機関との連携の強化を図るとともに、被害者の支援に努めます。 

     （※１）ライフサイクル       → 発達段階～他の年齢時期と異なる特徴を持っている年齢時期のまとまりのこと。 

     （※２）ドメスティックバイオレンス → 同居関係にある配偶者・内縁関係・両親・子・兄弟・親せきなどの家族や元夫

婦、恋人などの近親者間に起こる暴力一般。 

     （※３）ライフスタイル       → 生活の様式、営み方、また人生観、価値観、習慣などを含めた個人の生き方。 

     （※４）コミュニケーション     → 社会生活を営む人間が互いに意思や感情、思考を伝達しあうこと。 

     （※５）ハイリスク         → 危険性が高いこと。 

     （※６）ネットワーク化       → 情報の共有、連携。 

 

 

 

（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）を目的に、妊娠期からの対象理解や個別性に合わせ

た支援を展開しています。その支援の展開で明らかになったケースの個別性やニーズを基盤に

専門機関と連携し、問題解決につながるように実施しています。 

 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村外の専門機関との連携が不可 

欠であり、各ケースの個別性に見合った問題の解決に対して的確に対応できる人材の確保と、 

スキルアップ※１が求められています。 

現在、南十勝こども発達支援センターへは、乳幼児７名、児童・生徒５名の計１２名が登録 

しています。 

 

《施策の展開》 
  ①妊娠期から始まる各種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予防と早期発見に努め、専門的な療育資源を活用し、早期支援（治療）

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。 

②対象者が、専門的な医療ケア（看護）を受けられる訪問サービスの充実に努めます。 

  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。 

 

 

（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。 

   近年の共働き家庭の増加により、児童館の利用者も増加しており、子どもの体験を豊にする

ための、遊びなどを通した取り組みが必要となっています。 

   また、豊富な自然環境の中で、様々な体験を通して子どもが健やかに育ち、豊かな創造性を 

養えるよう、公園の活用を推進していくことが必要です。 
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《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）」、小学校 3～6 年生

を対象とした「通学合宿」、ポロシリ大学（高齢者学級）と子ども会との交流事業、アメリ

カワシントン州エルマ市との国際交流、中学校での労働体験・福祉体験等の事業を継続して

いく 

 

ほか、中学生による川越市との交流を実施していきます。 

②児童生徒の親を対象とした「家庭教育学級」を各学校に設置しています。家庭教育の重要性

を鑑み、さらに充実を図っていきます。 

③学校、村内関係者、就学指導委員会、特別支援連携協議会等において、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。 

  ④遊びを通して、子どもの体験を豊かにするため、遊びを教える人材の発掘、及び育成を図る 

   ほか、高齢者・障がい者との交流や、ボランティア活動への参加を推進します。 

  ⑤子どもの城である児童館を核とした、子育てサークルでの親や子ども同志の交流や、世代間

の交流により、児童福祉の向上を図ります。 

  ⑥既存の公園遊具や、トイレ等は、定期的に点検整備を行います。 

 

     （※１）スキルアップ → 技術の向上。 
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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》 
   障がい者に対する社会的な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

ており、障がい者と地域住民との交流の場である「ふれあい広場」については、内容の見直し

についての意見もあります。 

   また、障がい者が自立できるまちづくりのため、障がい者の日常生活や、障がいの特性、障

がい者の雇用についての理解活動や、各種障がい者制度について、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障がい者への理解を深めてもらうため、村内にある知的障がい者の施設や障がい者の活動内

容などを、地域や村外の方にＰＲするため、道の駅の活用について研究するほか、ふれあい

広場については、多くの方が参加できるよう、内容や方法について検討を推進します。 

②障がい者団体との連携を密にしながら、障がい者についての効果的な啓発活動となるよう努

めます。 

③各種障害者制度や、相談員制度については、きめ細かく情報提供するよう努めます。 

 

 

 

（２）在宅福祉サービスの充実  
 《現状と課題》 
   障がい者の相談窓口として、身体及び知的障がい者への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者へサービスを提供する地域生活支援事業では、村直営による身 

体障がい、精神障がい者の相談や、事業者への委託による知的障がい者の相談支援事業を推進 

する必要があります。 

   また、各種障害福祉サービスは、利用者のニーズに合わせた内容の充実を図る必要がありま 

す。村として、障害者福祉サービスの制度以外に、単独事業で行っている在宅福祉サービ 

ス（ホームヘルプ、デイサービス、ショートステイ）についても、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。 

   更に、障がい児をもつ親御さんを、介護から一時的に開放し、休息を取ってもらうレスパ 

イト的な事業が、村内で実施されることが望まれます。 

障害者自立支援法は、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身体障がい、知的障がい者の相談員制度の充実のため、研修に参加しやすい環境を整えます。 

②障害者自立支援法による、身体・知的・精神障がい者への相談支援事業を継続推進し、在宅

の障がい者が継続してサービスを受けらるよう推進するとともに、利用者のニーズに合わせ

た障害福祉サービスの対応をしていきます。 
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③障害者自立支援法の対象にならない障がい者に対しても、村の単独事業により、本人へのサ

ービスが低下しないよう、関係機関と連携しながら充実を図っていきます。 

④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。 

 

 

（３）障害児者福祉施設の利用促進  
 《現状と課題》 
  １．身体障害者福祉施設 

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。本村の利用者は、平成２０年４月現在、管外の身体障害者授産施設では２名の方が利用し

ていることから、今後も管内外の障がい者施設と連携し、サービスを実施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センター※１やショートスティ※２の為の施設も本村には

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、サービスを提供していく必要があ

ります。 

 

  ２．知的障がい者施設 

   本村には、入所施設として知的障害者更生施設中札内みのり園（定員５０人）、知的障害者

授産施設中札内のぞみ園（定員５０人）があります。またショートスティは中札内みのり園（定

員１０名）があります。本村の利用者は、平成２０年４月現在で、中札内みのり園では２名が、

中札内のぞみ園では４名が、管内外の知的障害者施設では７名の方が利用しています。 

また、知的障害者ケアホーム・グループホーム※３としてひばり荘（定員４名）があり、本

村の利用者は、平成２０年４月現在で２名の方が利用しています。このほか、管内のグループ

ホームを１名の方が利用しています。 

入所施設では、平成２３年度までに日中活動の場である生活介護や就労継続支援、生活の場

としての施設入所支援などの新体系への移行が計画されており、地域で自立した生活を送るた

めの、日中活動の場と、生活の場が必要となります。 

   また、障がい者が地域で社会的自立を進めるため、バックアップ※４していく必要がありま 

す。 

 

  ３.精神障がい者施設 

   精神に障がいのある方は、村内に施設が無いため、村外の施設で必要な治療を受けています。

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入所希望者と家族の意向を尊重し、各施設との連携により、本人が希望する施設に入所でき

るよう支援します。 

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、在宅の障がい者や施設

の新体系の移行の状況を見ながら、設置を進めます。 
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   また、地域で暮らす障がい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

に地区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、グループホーム等の設置について支援を行います。 

④障がい児の保護者の不安を解消するため、療育相談の充実を図るとともに、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。   

 

    （※１）デイサービスセンター    → 介護を必要とする高齢者などに、入浴、食事、レクリエーション活動などを

提供し、日常生活動作の向上や、健康の保持などのお世話をする施設。 

      （※２）ショートスティ       → 入所施設への短期間入所により、入浴や排泄、日常生活上の支援を提供する 

サービス。 

      （※３）ケアホーム・グループホーム → 障がい者が共同で生活する場で、家事などの日常生活上の支援をするサービ

ス。 

      （※４）バックアップ        → 援助や応援などの意味です。 

 

 

（４）保健・医療の充実  
 《現状と課題》 

  近年、成人・老年期の方の脳血管疾患・心疾患による障害の発生が多く、人工透析なども

増加傾向にあり、障がい者の方々へは発病予防・重症化予防のための、各種健診を実施して

います。 

  村では、知的障害者更生施設・授産施設と連携し、入所されている方への各種検診等の実

施と、検診の事後支援を実施しています。 

在宅の障がい者へも、各種検診の勧奨をしていますが、受診率の低いことが課題となってい

ます。 

  また、障がい者の障害を除去、又は軽減することを目的として、必要な給付を行ない、重

度心身障がい者については、医療費の自己負担限度額を助成することで、受診を容易にし、

障がい者の保健の向上と、経済的負担の軽減を図っています。そのほかに移動支援事業など、

日常生活に必要な支援を実施しています。 

今後は、対象となる方への、保健と医療に関する情報提供等の方法を、検討する必要があ

ります。 

 

《施策の展開》 
  ①各種健（検）診等の実施については、施設入所中の障がい者へは施設との連携を継続すると

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障害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

続して実施していきます。 

  ③保健・医療のサービスを利用していただけるような、情報提供の方法を検討します。 

      （※１）メタボリックシンドローム → 肥満による、内臓脂肪のたまり過ぎが原因で、高血圧や高脂血症、糖尿病 

など複数の病気が併発し、動脈硬化が急速に進行して、心筋梗塞や脳梗塞

の危険性が高くなった状態をいいます。 
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（５）社会参加の促進と支援  
 １．雇用の促進 

《現状と課題》 
  障害者自立支援法では、障がい者への就労支援の促進により、自立した生活を営めるように

することを目的としており、障がいのある方が地域で働くことは、地域での自立した生活が実 

現できることになりますが、村内では障がいのある方を雇用する事業所が少ないなど、現実的

にはなかなか厳しいものがあります。 

障がい者が自立できる社会の実現のため、関係機関と連携し雇用の場の確保を図っていく必 

要があります。 

 

《施策の展開》 
  ①障がい者の雇用の促進のため、雇用に関する情報の提供に努めるほか、障がい者を雇用する

事業者への支援について検討を進めます。 

②本村の実態に合う、障がい者の雇用の促進のため、ハローワーク※１などの関係機関との連

携を図るほか、ジョブコーチ※２的な人材の育成について、研究を推進します。 

 

 

（６）任意団体等の育成 

《現状と課題》 
  村内では、身体障害者分会及び知的障がい者とその家族の会が活動しており、同じ境遇に 

ある当事者同士が話し合い、交流することで生活への不安や、問題解決につながっているとい 

えます。 

   これら任意の団体が活発に活動できるよう、支援するとともに、会の内容について住民の方 

に理解していただくため、活動内容などを周知していくことが必要です。 

 

《施策の展開》 
  ①任意団体の活動を支援するとともに、団体の活動内容用について周知を図ります。 

 

 

（７）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、障がい者や高齢者

など、要援護者と言われる方々に対する災害時等での支援方策を整える必要があります。 

 

《施策の展開》 
  ①要援護者（災害弱者）の、把握、情報の共有、支援については「災害時要援護者支援マニュ

アル」を元に、社会福祉協議会、各行政区と連携を図り、民生児童委員やボランティア団体

の協力をいただきながら非常体制の構築に努めます。 

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※３」については、きめ細か

な内容の修正を継続的に行います。 

③社会福祉施設は、障がい者や高齢者に配慮された施設内容と機能を持っていることから、要 
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援護者の優先的利用の協力を求めていきます。 

     （※１）ハローワーク  → 職業案内所のことをいいます。 

       （※２）ジョブコーチ  → 就労のための支援を行う人。 

       （※３）災害弱者マップ → 高齢者や障がい者など、災害時に支援を必要とする人達の住宅などを、地図上に表した

もの。 

 

 

 

（８）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では不十分な幅広いニ

ーズを支援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大事で

す。それ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が肝要です。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を図ります。 

②「特別支援連携協議会」において、特別支援が必要な児童生徒に対する関係機関の連携を図

り、具体的な対応をしていきます。 
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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の実施については、「老人保健福祉計画・介護保険事業計画（第４

期）」に平成２３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。また高齢になって

も地域で自分らしく生活できる地域づくりを目指し、介護予防や、認知症高齢者支援対策、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 

高齢化社会がすすむ中で、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重要です。 

  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

支援します。 

・認知症サポーター養成講座を開催し、認知症の理解を深め、地域で声かけ、見守り支援が

できる住民を育てます。 

・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、支 

援を行ないます 

  

  （２）介護サービス別の確保策  

１）在宅サービス 

①居宅介護支援・介護予防支援 

   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、以下の方策を推進します。 

  ・村直営の居宅介護支援事業所を継続し、サービス体制の確保を行ないます。 

   ・介護予防支援は、地域包括支援センターにおいてサービスを提供します。 

   ・各事業所と連携を図り利用者のニーズを把握していきます。 

   ・民間の居宅介護支援事業所の参入を推進していきます。 

  

 ②訪問介護・介護予防訪問介護 

 在宅介護を支える上で、訪問介護・介護予防訪問介護の確保が必要です。 

 このため、本村においては民間事業者との連携により、供給体制の確保に努めます。 

・介護予防および、在宅介護を支えるために必要なサービス量の把握に努めます。 

・複数の訪問介護事業所により、訪問介護サービスが提供できる体制を維持します。 

    

③訪問看護・介護予防訪問看護 

訪問看護・介護予防訪問看護の供給体制の確保に向け、以下の方策を推進します。 

・医療機関併設の民間事業者との連携により、供給体制の確保に努めます。 

・在宅介護やターミナルケア※１等、本人・家族を支えるために必要なサービス量の把握

に努めます。 
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④訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 

訪問入浴介護・介護予防訪問入浴の供給体制に向け、以下の方策を推進します。 

・近隣市町村や民間事業者との連携により、供給体制の確保に努めます。 

   

⑤訪問リハビリテーション※２・介護予防訪問リハビリテーション 

訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーションの供給体制の確保に向け、以

下の方策を推進します。 

・民間事業者との連携により、訪問リハビリテーションの供給体制の確保に努めます。 

   

⑥居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導の供給体制の確保に向け、以下の方策を推

進します。 

・医療機関との連携により、供給体制の確保に努めます。 

・在宅介護やターミナルケア等、本人・家族を支えるために必要なサービス量の把握に努

めます。 

 

  ⑦通所介護・介護予防通所介護（デイサービス） 

通所介護・介護予防通所介護の供給体制の確保に向け、以下の方策を推進します。 

・在宅介護を支えるために必要なサービス量の把握に努めます。 

・介護予防体操などに取り組みます。 

   

⑧通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション 

（デイケア） 

    通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションの供給体制の確保に向け、以 

下の方策を推進します。 

・民間事業者との連携により、通所リハビリテーションの供給体制の確保に努めます。 

 

 ⑨短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 

短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護の供給体制確保に向け、以下の方策を推進

します。 

  ・民間事業者との連携により、サービスの確保に努めます。 

・在宅介護を支えるために必要なサービス量の把握に努めます。 

    

 ターミナルケア（※１）  → 末期がんなどに罹患した患者に対する看護のこと。終末期医療、終末期ケアともいう。 

                 主に延命を目的とするものではなく、身体的苦痛や精神的苦痛を軽減することによって、人 

生の質（QOL）を向上することに主眼が置かれる。 

    リハビリテーション（※２）→ 身体に障害を受けた者などが、再び社会生活に復帰するための、総合的な治療的訓練。 

                   身体的な機能回復訓練のみにとどまらず、精神的、職業的な復帰訓練も含まれる。 

                   医学的リハビリテーションは医師を中心とした医療スタッフによって実施され、基礎的な日 

常生活行為や家事の能力、また基本的な職業能力の回復・向上を図る。 
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⑩特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入所者生活介護 

特定施設生活介護・介護予防特定施設入所者生活介護の供給体制確保に向け、以下の方策

を推進します。 

・近隣市町村や民間事業所との連携を図り、特定施設介護の供給体制の確保を図ります。 

 

   ⑪福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与の供給体制確保に向け、以下の方策を推進します。 

・福祉用具貸与事業所との連携を図り、サービスの確保を継続して行きます。また、より

多くの事業所の参入を推進します。 

 

⑫住宅改修費・介護予防住宅改修 

住宅改修費・介護予防住宅改修の支給について以下の方策を推進いたします。 

・利用者のニーズを把握し、適正かつ効果的に改修が行われるよう、民間業者、専門家と

の連携を図ります。 

 

地域密着型サービス 

  ⑬認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

認知症対応型共同生活介護・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、以下の方策を推進します。  

・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 

 

２）施設サービス 

①介護老人福祉施設   

介護老人福祉施設の利用確保に向け以下の方策を推進します。 

・高齢者の増加に伴い、施設利用者の増加が想定されます。 

地元施設並びに他市町の施設との連携に努め、サービスの向上を推進して行きます。 

 

②介護老人保健施設 

介護老人保健施設の利用確保に向け、以下の方策を推進します。 

・施設との連携を図り、施設利用がスムーズに行われるよう、供給体制の確保に努めます。 

 

③介護療養型医療施設 

介護療養型医療施設について以下の方策を推進いたします。 

・利用施設との連携を図り利用状況の把握に努めます。 

 

 （３）地域包括支援センター 

   高齢者の関る総合相談窓口として位置づけます。高齢者にも利用しやすいよう、広く周知し 

  ていきます。 
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 （４）高齢者医療体制の維持 

   高齢者が、身近な場所で診療が受けられる体制を確保します。 

村診療所に、医師２名体制の維持 

 

 

２．高齢者の介護予防・生活支援 

   介護予防を行うことにより、高齢者が健康で楽しく生活でき、家族の負担が軽減されます。

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 

経費や個人負担を検討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。 

   ・定期運行バス、乗り合いタクシーの利用頻度等について調査を実施し、効率的な運行に向

けて検討していきます。 

 

（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

談をうけます。（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うけます。（在宅介護支援

センターへ委託） 

 

（３）生活機能評価（介護予防健診）・介護予防教室の開催 

   ・生活機能評価により特定高齢者（介護が必要になる可能性が高い方）を早期に発見し、予

防的な関わりをもっていきます。 

   ・日常生活動作を維持するための運動、食生活の見直し、口腔ケア、閉じこもり予防等を目

的とした教室を継続して実施していきます。 

  

（４）物忘れや認知症等に関する支援の充実 

・物忘れや認知症等に関する相談対応や、地域で認知症の人や家族への支援ができるような取

り組みをしていきます。 

 

（５）虐待防止や権利擁護の支援について 

 ・虐待に関する相談や連絡に応じます。 

   ・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

ための「成年後見制度」の利用援助に努めます。 

  

（６）地域支援事業の推進 

①生活管理指導員派遣事業（ホームヘルプ派遣事業） 

②生活管理指導短期宿泊事業（ショートステイ事業） 

・要介護認定を受け非該当（自立）となった方でも、必要に応じて上記事業を利用できる体 
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制を維持します。 

・現在利用されている方については、本人の希望や心身の状況に応じて要介護認定を受け介

護度を見直していきます。 

 

（７）高齢者等生活支援事業の推進 

①生きがい活動支援通所事業（デイサービス事業） 

・要介護認定を受け非該当（自立）となった方でも、必要に応じて上記事業を利用できる体

制を維持します。 

・現在利用されている方については、本人の希望や心身の状況に応じて要介護認定を受け介 

護度を見直していきます。 

 

 ②訪問サービス事業 

・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。（社会福祉協議会へ委

託） 

 

  ③除雪サービス事業 

・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推進

します。（社会福祉協議会へ委託） 

 

 （８）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、住居を提供しています。

（ポロシリ福祉会へ委託） 

  

（９）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し、日常生活の便宜を

はかります。 

 

 

３．高齢者の生きがい対策、及び保健・医療の推進 

健康で生き生きとした生活を送るためには、高齢者自身が自らの経験と知識を生かせる環

境づくりや、社会参加の場、生涯学習の機会、交流の機会を持つ事が重要です。 

シニア世代※１の多様化するニーズに合わせた、生きがい対策が求められています。 

 

 （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）、各老人クラブの協働により、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いきます。 

・老人クラブ等の指導者育成、活動拠点の確保を支援します。 

 

（※１）シニア世代 → 「シニア」の用語は、必ずしも明確には定義がなされていない。 

           「定年後を意識し始める」年代、５０代後半以降の呼称として用いられている。 
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（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」を開設しており、年々、参加者が増え活発に活動している

ことから、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ます。 

・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。 

・異世代交流の機会をつくり、交流に努めます。 

 

（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し提供できる環境 

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）、デイホームさつき（恵津美ハイツ委託事業）、

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、

検討していきます。 

 

 （６）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・健康教育の実施、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検診・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４章 計画の推進に向けて  

 第１節 計画の推進と役割分担 

   

地域福祉の推進は、村民、事業者等（保健、医療、福祉団体等）、行政など村の構成員による

協働により実現します。 

本計画は、地域福祉を推進する上での行政の役割を中心に構成されていますが、村民、事業者、

行政が協働の視点に立って本計画を推進していくことが重要です。 

 

１、村民の役割 

  ①行政区、ボランティア団体、ＮＰＯ法人などの活動への参加、及び地域での人材の育成 

  ②地域における、支え合い活動（見守り、助け合い、話し合い）への参加 

  ③地域での身近な問題の発見と解決 

  ④地域での福祉サービスのニーズの把握 

  ⑤福祉サービスのニーズの潜在化を防止するための、仲間づくりや交流の場づくり 

  ⑥自主的な防災体制の推進 

 

２、事業者の役割（保健、医療、福祉団体等） 

  ①保健、医療、福祉のネットワーク会議への参加、及び総合的なサービス提供体制への参加 

  ②地域福祉活動への参加、及び地域との交流 

  ③サービスの質の向上、及び事業内容の情報公開 

  ④相談機能の充実、及び苦情解決の仕組みの整備 

  ⑤人材の育成、及び新たな事業の開発や事業への参入 

 

３、行政の役割（社会福祉協議会と連携しながら） 

  ①社会福祉法人、ボランテイア団体、ＮＰＯ法人等への支援 

  ②保健、医療、福祉のネットワークの推進、及び総合的なサービス提供体制の推進 

  ③総合相談体制の整備 

  ④福祉についての趣旨の周知、及び福祉サービスの情報提供 

  ⑤地域福祉権利擁護事業、成年後見制度の広報 

  ⑥自主的な防災体制への支援 

  ⑦地域福祉を担う人材の育成 

  ⑧福祉施策の検証及び事業内容の見直し、新規事業の研究 
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第２節 社会福祉協議会との連携による事業の推進 

   

社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業の経営者や社会福祉に関する活動者が参加する 

 団体であり、①社会福祉を目的とする事業の企画及び実施、②社会福祉に関する活動への村民の

参加の援助、③社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、啓発、連絡調整及び助成、④そ

の他社会福祉を目的とする事業の健全な発展を図るために、必要な事業を実施することとされて

おり、地域に密着しながら地域福祉を推進しています。 

 平成１２年の社会福祉法の改正により、地域福祉の推進が社会福祉の理念として規定されると

ともに、社会福祉協議会が地域福祉の推進を担う中心的な団体として位置づけられており、地域

福祉活動への幅広い村民の参加を初めとして、社会福祉協議会と行政が連携しながら、本計画に

基づく各事業を推進します。 

  

※図－１（３３ページ）参照 

 

 

第３節 福祉団体等との連携による事業の推進 

   

本計画については、社会福祉法人やＮＰＯ法人などの福祉団体、及び高等養護学校などとも連

携しながら、各事業を推進します。 

 

※図－２（３４ページ）参照 

 



図－１

図－１

　社会福祉協議会は、村から
の補助金や、委託などにより
福祉に関する、様々な事業
を行っています。
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図－２

図－２
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