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士別市では、平成27（2015）年３月に「第３期地域福祉計画」を策定し、
地域福祉に関する各種施策に取り組んできました。
また、昨年４月には、すべての市民が住み慣れた地域でいつまでも健康で
充実した生活ができるよう、道内の市では初めてとなる「健康長寿推進条例」
を施行し、健康寿命の延伸をめざして取り組みを進めています。
近年の社会情勢を見ますと、少子高齢化の進展や人口減少社会の到来、家
族や地域社会における人と人とのつながりの希薄化など、私たちを取り巻く
環境は、大きく変わりつつあり、地域における多様化・複雑化する課題への
対応が難しくなっています。
こうしたことから、国は社会福祉法を改正し、これまで任意であった地域
福祉計画の策定を努力義務とし、更に策定に際しては、「地域における高齢
者の福祉、障がい者の福祉、児童の福祉、その他の福祉の各分野における共
通的な事項」を包含した上位計画として位置づけました。
また、地域福祉を進めるにあたっては、公的福祉サービスの充実はもとよ
り、市や社会福祉協議会とともに、地域福祉の担い手として、地域の関係者、
関係団体、事業者、市民の皆さまが連携、協働して、みんなで助け合う、地
域共生社会の実現が求められています。
このような中、これまでの取り組みの成果と今後の課題を踏まえ、今後５
ヵ年の新たな地域福祉の指針となる「第４期士別市地域福祉計画」を策定し
ました。
計画の基本理念には、
「福祉のまちづくり条例」の前文にある「みんなが
自分らしく安心して暮らせるやさしいまちをつくります」を前計画から引き
継ぎ、実現に向けた具体的な施策を盛り込んでいます。
今後、この計画の推進により、私たちの住む地域が、「支え合い」や「助
け合い」で溢れる地域になることを切に願うところです。
結びに、本計画の策定にあたりご尽力を賜りました地域福祉計画策定懇談
会の委員さまをはじめ、表紙のデザインを引き受けていただいた士別東高等
学校美術部さま、更にはアンケート調査等にご協力をいただきました市民の
皆さまに心から感謝いたしますとともに、計画の推進にあたって一層のご支
援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
令和２年３月
士別市長
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第１章 計画策定にあたって
１－１

計画策定の趣旨

士別市（以下「本市」といいます。）では、平成 15（2003）年３月に、「士別市福祉のま
ちづくり条例（※１）」を制定し、すべての人々が安心して快適に暮らし、自由に社会参加がで
きるよう、福祉のまちづくりの推進に努めています。
平成 26（2014）年度にそれまで取り組みを進めてきた「第２期士別市地域福祉計画」に
ついて検証を行うとともに、社会状況の変化や地域の実情に基づき、今後における本市の地域
福祉をさらに推進するため、「第３期士別市地域福祉計画」を策定し、計画期間を平成 27
（2015）年度から 31（2019）年度までの５年間とし、計画を推進してきました。
また、同じく平成 27（2015）年度に「士別市健康長寿推進計画」を策定し、「健康・ス
ポーツ都市」と「健康長寿日本一」をめざしたまちづくりを進めるなか、令和元（2019）年
度からは新たに「士別市健康長寿推進条例（※２）
」を制定し、健康づくりに関する基本理念を
定め、市の責務と市民・事業者・教育機関更には関係団体の役割を明らかにするとともに、健
康づくりの推進について基本的事項を定めることで、市民の健康保持・増進と健康寿命の延伸
を図る取り組みを進めています。
一方で、本市を取り巻く社会情勢に目を向けると、加速度的に進む少子高齢化を始め、核家
族化、生活スタイルの多様化、虐待やドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）に加え、近年で
は生活困難が複合化している人や世帯の増加、また、晩婚化・晩産化などを背景とする親の介
護と子育てを同時に担うダブルケアや老々介護の問題、更には近年大きな社会問題となってい
る子どもの貧困など、これまで以上に多様な生活課題が取り沙汰されています。
また、家庭や地域のなかで、共に助け合う、支え合う、といった社会的なつながりが希薄に
なってきているとともに、引きこもり※や支援拒否、セルフネグレクト※など自ら社会との関わ
りを拒否し、孤立化する人が増加しています。
こうしたさまざまな生活課題の解決に取り組むべく、前計画を継承しつつ「自助・互助・共
助・公助」による地域福祉の更なる充実を図るとともに、高齢者、障がいのある人、子育て中
の人、子ども、生活が困窮している人など、一人ひとりが地域でさまざまな関わりを持ち、「地
域」が共に支え合い、助け合いながら、誰もが暮らしやすいまちの実現をめざしていくために、
第４期士別市地域福祉計画を策定します。
※引きこもり：仕事や学校に行けず家にこもり、家族以外とほとんど交流がない人の状況をいいます。厚生労働省では、こうした
状態が６か月以上続いた場合を定義としています。
※セルフネグレクト：成人が普通に生活する意欲や能力を失い、自分の健康や安全を損なうことをいいます。必要な食事をとらな
かったり、不衛生な環境で生活をしたり、医療機関の受診や福祉サービスを拒否するなどの行為が当てはまり、家族や地域から
孤立する要因となっています。

■障がいの標記について
本計画書における「障害（障がい）」の表記については、「害」という漢字からくる印象を考慮し、
法令などで定めている項目や固有の名称を除き、「障がい」と表記します。
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（※１）士別市福祉のまちづくり条例（前文）
すべての市民が、基本的人権を尊重され、自由に行動し、社会参加のできるやさしいまち士
別を実現することは、市民の共通の願いである。
このようなまちを実現するためには、障害のある人もない人も、お年寄りも若者も、また、
大人も子どもも、多様な個性を有する一人ひとりが、住み慣れた地域において自らの意思に基
づき、自立した生活を送り、かつ、社会参加を果たしていけるよう、市民一人ひとりがお互い
に理解し、思いやりの心を持って尊重しあい、相互に支え合っていける社会を構築していく必
要がある。
これからの社会がかつて経験したことのない高齢社会となることを考えるとき、私たちは、
障害者や高齢者など日常生活や社会活動を行う上で行動上の制限を受ける人々の不自由さを感
じとり、これらの人々が自由に生き生きと生活できるまちが、すべての人にとってやさしく住
みよいまちづくりにつながるとの認識の下、社会のあらゆる分野で福祉的配慮が行きわたった
まちづくりを協働という力によって積極的に推し進めなければならない。
私たち士別市民は、福祉のまちづくりに力強い一歩を踏み出すことが今日課せられた市民の
責務であるとの思いを共有するとともに、その使命を深く自覚し、その役割を積極的に果たし
つつ、一体となって人にやさしい福祉社会の実現に向けて取り組むことを決意し、ここに、こ
の条例を制定する。

（※２）士別市健康長寿推進条例（前文）
近年、社会環境の改善や医療技術の進歩により平均寿命が延びるなか、生涯にわたり明るく
元気に生きがいを持って生活していくためには、何よりも健康であることが重要です。
急速な高齢化や生活習慣の変化により、全国的にがん・心疾患・糖尿病などの生活習慣病に
なる人や介護を必要とする人が増加するなか、士別市では「健康・スポーツ都市宣言」のも
と、スポーツを通じた健康づくりのため「市民皆スポーツ」を推進しているほか、
「士別市健康
長寿推進計画」を策定し、住み慣れた地域でいつまでも健康で充実した生活ができるよう、健
康寿命の延伸をめざした取り組みを進めています。
健康寿命の延伸には、市民一人ひとりが、自身の健康状態を正しく理解し、主体的に健康づ
くりに取り組むとともに、市・市民・事業者・教育機関・関係団体がそれぞれの責務や役割を
担いつつ健康づくりの活動を推進していくことが必要です。
そこで、すべての市民が健康で心豊かに暮らせる地域社会の実現をめざし、市全体で健康長
寿の取り組みを推進していくため、この条例を制定します。
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１－２

社会福祉法の改正と新たな方向性

平成 29（2017）年に「地域包括ケアシステムのための介護保険法等の一部を改正する法
律」が可決、成立したことに伴い、社会福祉法が一部改正され平成 30（2018）年４月１日
から施行されました。
この改正社会福祉法（※３）には、これまでの地域福祉の対象や考え方の進展などが反映さ
れているほか、新たに「高齢者・障がい者・子どもなどすべての人々が、１人ひとりの暮らし
と生きがいを、ともに創り、高め合う社会」
（以下、
「地域共生社会」といいます。
）の実現に向
け、市町村や都道府県が取り組むべき事項等が盛り込まれました。
具体的には、「他人事」になりがちな地域の課題を、住民が「我が事」として捉え、主体的に
課題の解決に取り組むことが掲げられており、支え手と受け手に分けて捉えるのでなく、住民
それぞれが自分らしさを生かして関わり合う“ 支え合い”がこれからの地域づくりに求められ
ています。
また、市町村にはその地域づくりの取り組みへの支援と、医療・介護・障がい者福祉といっ
た制度ごとに「縦割り」で整備された公的な支援体制を見直し、個人や世帯が抱えるさまざま
な問題を「丸ごと」支援していくための、ワンストップサービスや総合相談窓口の設置といっ
た体制づくりが求められています。
国はこれまでも、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の
最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供され
るいわゆる「地域包括ケアシステム」の構築を推進していますが、地域共生社会はこれをより
進化させ、困難を持つあらゆる人を地域で支えるための仕組みといえます。
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（※３）改正社会福祉法（平成 30 年 4 月 1 日施行）抜粋
(包括的な支援体制の整備)
第 106 条の 3 市町村は、次に掲げる事業の実施その他の各般の措置を通じ、地域住民等及
び支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の
解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。
(1) 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援、地域住民
等が相互に交流を図ることができる拠点の整備、地域住民等に対する研修の実施その他の
地域住民等が地域福祉を推進するために必要な環境の整備に関する事業
(2) 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必要な情報
の提供及び助言を行い、必要に応じて、支援関係機関に対し、協力を求めることができる
体制の整備に関する事業
(3) 生活困窮者自立支援法第２条第２項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行う者そ
の他の支援関係機関が、地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その
解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制の整備に関する事業

コラム

リボン運動をご存じですか？

皆さんは
のようなリボンを身につけている人を見かけたことはありませんか？
これは「アウェアネス・リボン(Awareness ribbon)」と呼ばれるもので、社会問題や難病
等に対する啓発活動や、支援の意思を表明するために身につけるリボンです。アウェアネスの
和訳は「気づき・認識」です。
リボンを輪にして折り、ピンで留めるのが基本的スタイルで、以前は衣服や持ち物につける
のが主流でしたが、最近はより多くの人たちに活動を発信するべく、サイトや SNS 等に掲げ
られることも多くなりました。
また、リボンの色は運動の母体となっている組織や団体が、象徴としてそれぞれで定めてい
ることから多種多様であり、また、同じ色でも支援する課題が異なります。
自分の興味を引くような運動がないか調べるとともに、リボン運動に積極的に参加してみま
せんか？以下にリボン運動の一例をお示しします。

色

意

味

赤

色

HIV（エイズ）に対する理解や支援、飲酒運転撲滅

桃

色

乳がんの予防と啓発

青

色

受動喫煙防止

緑

色

環境保護活動、臓器移植の普及

紫

色

女性への DV 根絶

黄

色

障がいのある人の社会参加推進、自殺防止

橙

色

児童虐待防止
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１－３

地域福祉計画の位置づけ

この計画は、「社会福祉法第 107 条（※４）」に基づく市町村地域福祉計画であり、士別市
まちづくり総合計画を最上位計画に、高齢者、障がい者、児童等に関わる各個別計画の上位計
画に位置付けるとともに、その他の関連計画との整合性と連携を図りながら、市民主体のまち
づくりや幅広い市民の参加を基本として、市民の生活全般にわたる福祉向上を図ることを目標
とし、今後の地域福祉推進のための方向性を示すものです。
また、士別市社会福祉協議会が策定する自主的な福祉活動を中心とした行動計画である「地
域福祉実践計画」と相互連携を図っていきます。
■他計画との関係（イメージ図）

士別市まちづくり総合計画

連

携

士別市地域福祉計画
整
合
・連
携

その他の
関連計画

士別市子ども・子育て
支援事業計画

士別市障がい者福祉
基本計画
士別市障がい者福祉

実行計画

高齢者保健福祉計画・

介護保険事業計画

健康長寿推進計画
（自殺対策計画）
食育推進計画

士別市地域福祉実践計画

士
<別市社会福祉協議会 >

防

災

環

境

教

育

男

女

『地域福祉実践計画』とは「社会福祉協議会が呼びかけて、市民、地域において社会福
祉に関する活動を行う者、社会福祉を目的とする事業（福祉サービス）を経営する者が
相互協力して策定する地域福祉の推進を目的とした民間の活動・行動計画」（全国社会福
祉協議会地域福祉部「地域福祉活動計画策定指針」平成 15 年 11 月より抜粋）とされて
います。
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（※４）改正社会福祉法（平成 30 年 4 月 1 日施行）抜粋
（目的）
第１条 この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定
め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護
及び地域における社会福祉（以下「地域福祉」という。）の推進を図るとともに、社
会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達
を図り、もつて社会福祉の増進に資することを目的とする。
（地域福祉の推進）
第４条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動
を行う者（以下「地域住民等」という。）は、相互に協力し、福祉サービスを必要と
する地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化そ
の他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、地域福祉の推進に努め
なければならない。
2 地域住民等は、地域福祉の推進に当たっては、福祉サービスを必要とする地域住民及
びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防（要介護状態若しくは要支援状態となるこ
との予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。）、
保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民
の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営
み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課題（以下「地域
生活課題」という。）を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関
（以下「支援関係機関」という。）との連携等によりその解決を図るよう特に留意す
るものとする。
（市町村地域福祉計画）
第 107 条 市町村は、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。）を策定するよう努めるものとす
る。
(1) 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共
通して取り組むべき事項
(2) 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
(3) 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
(4) 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
(5) 前条第 1 項各号に掲げる事業を実施する場合には、同項各号に掲げる事業に関す
る事項
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１－４

計画の期間

第４期計画の期間は、令和 2（2020）年度から令和６（2024）年度までの５年間としま
す。
■地域福祉計画と既存計画等の計画期間
計

画

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

士別市まちづくり総合計画

士別市地域福祉計画

第３期

士別市高齢者保健福祉計

第４期
第７期

第８期

画・介護保険事業計画
士別市

第４期

障がい者福祉基本計画
士別市

第５期

第６期

障がい者福祉実行計画
士別市子ども・子育て支援
事業計画

第１期

士別市健康長寿推進計画

第２期
第１期

（士別市自殺対策計画）
士別市食育推進計画

第２期

士別市地域福祉実践計画

第２期

第３期
第３期
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2023

2024

2025

１－５

地域福祉計画とは

～市民が主体の計画～

（１）自助・互助・共助・公助の組み合わせの計画
社会や産業構造の変化により、家族の絆や地域のつながりが希薄になってきていると言われ
ており、本市においても、子育てや介護・介助などの支援を必要とする人、あるいは家庭での
困り事や悩み事を抱える人が増えていることが懸念されています。
こうしたさまざまな課題に対し、個人や家族で解決する「自助」、友人、隣近所、クラブ活
動の仲間など個人的な関係性を持つ人たちの力で解決する「互助」
、制度化された相互扶助であ
る社会保障制度や年金、介護保険制度などの「共助」
、行政や制度的なサービスを利用して解決
する「公助」、さらにこれらの組み合わせにより解決していくことが求められています。
士別市をもっと暮らしやすいまちにするために、市民・事業者・行政が一緒に地域福祉を推
進していくうえでの羅針盤となる計画を策定する必要があります。

（２）すべての市民が主体となり、地域が舞台となる計画
社会福祉は、行政から市民への給付という形から、個人の尊厳を重視し、自分に適したサー
ビスを選択できる形へと変化を遂げてきました。また、少子高齢化や核家族化などにより、福
祉ニーズは複雑・多様化し、行政サービスだけでは市民要望に応えきれなくなっています。
さまざまな福祉課題を解決していくためには、行政サービスに加え市民参加による地域福祉
活動を進めていく必要があり、その活動は、現に福祉サービスを利用している人だけを対象と
したものではなく、すべての市民が対象であり、主体となります。
士別市にはたくさんの人が生活しています。それぞれの思いや生き方も違います。大切なの
は、一人ひとりがお互いを尊重しながら、
「助ける人」と「助けられる人」という一方的な関係
ではなく、
「持ちつ持たれつ」「お互い様」という対等な相互関係を築くことです。
私たちのまちをもっと暮らしやすくするためには、自分ができる小さなことを地域の中に少
しずつ広げ、一人ひとりが地域の担い手となることが必要です。

（３）地域福祉の担い手とは
地域福祉は、行政だけでなく、その地域に住んでいる人、働いている人、学校に通学してい
る人、活動している団体など、「地域で生活し、活動しているすべての人や団体」が推進の担い
手です。
具体的には、地域住民、自治会、企業、商工会議所、商工会、社会福祉協議会、民生委員児
童委員、ボランティア団体、特定非営利活動法人（以下「ＮＰＯ法人」といいます。）
、学校、
社会福祉法人、民間福祉サービス事業者や士別市で働く人などで、それらの人々が行政と協働
で地域福祉を進めることが重要です。
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第２章 地域の現状と福祉課題
２－１

士別市の人口・世帯

（１）人口・高齢者比率
◆本市の総人口は、減少の一途を辿っており、平成 2９（2017）年には住民基本台帳人口
が 2 万人を下回りました。
◆65 歳以上の人口（比率）は、平成２（1990）年には 4,523 人（16.1％）でしたが、
平成 31（2019）年には 7,480 人（39.8％）に増加しています。
◆15 歳未満の人口（比率）は、平成２（1990）年には 4,884 人（17.3％）でしたが、
平成 31（2019）年には 1,772 人（9.4％）に減少しています。
■年齢３区分別人口の推移

※平成２（1990）年～12（2000）年は、士別市、朝日町の合計により算出しています。以下同様。
※国勢調査の総人口には年齢不詳を含むため、年齢別の合計値が一致しない場合があります。
※国勢調査は実際に居住している人口、住民基本台帳は住民登録上の人口であるため、統計上の差が生じます。
■年齢３区分別人口比率の推移
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（２）将来の人口推計
◆国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、本市の人口は今後も減少しつづけ、
2030 年には１万５千人を割り、14,614 人になると推計されています。
◆また、人口比率に目を向けると、2020 年には 65 歳以上人口比率は４割を超えて
41.6％になる一方、15 歳未満人口比率は１割を切り 9.1％になると推計されています。
◆この推計は、前回（平成 25（2013）年）の推計を上回る速さで人口減少と少子高齢化
が進むことを示しています。
■年齢３区分別人口推計

推

計

値

■年齢３区分別人口比率の推計

※年齢区分別の構成比は、小数点以下第２位を四捨五入しているため合計が 100 にならない場合があります。
資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」【平成 30（2018）年推計】
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（３）世帯の状況
①一般世帯数の推移
◆国勢調査によると、一般世帯総数は、平成２（1990）年から 17（2005）年までは
9,400 世帯前後で推移していましたがその後減少に転じ、平成 27（2015）年には
9,000 世帯を割り込み、8,625 世帯となっています。
また、「１世帯当たりの人員」については、平成２（1990）年に 3 人を割り込んだ後も
減少傾向に歯止めがかからず、平成 27（2015）年では 2.23 まで減少しています。
◆住民基本台帳による近年の世帯数をみると、平成 28（2016）年には 9,648 世帯でした
が、年 100 件ほどのペースで減少しており、31（2019）年には 9,339 世帯となって
います。
また、
「１世帯当たりの人員」については、ほぼ横ばいに推移しています。
■世帯数と平均世帯人員の推移

資料：国勢調査（各年 10 月 1 日）
世帯は一般世帯

※

資料：住民基本台帳（各年３月末）
世帯は住民登録上の世帯

国勢調査における世帯数は、大きく分けると「一般世帯」と「施設等の世帯」に分類され

ます。「一般世帯」とは、持ち家や借家等の住宅に住む世帯、下宿や会社の独身寮に住む単身
者や住宅以外に住む世帯を意味しています。これに対して「施設等の世帯」は寮や寄宿舎に
住む学生や生徒、病院や療養所の入院者、老人ホームや児童養護施設の居住者、そのほか定
まった住居を持たない世帯を意味しています。
※ 住民登録上の世帯とは、住民基本台帳に登録されている世帯を意味しており、
「一般世帯」
「施設等の世帯」の区分はありません。また、居住実態が無い場合（住民登録をしている市
町村に住んでいない場合)でも、世帯数に算入されます。
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②高齢者のいる一般世帯数の推移
◆国勢調査によると、65 歳以上の高齢者のいる一般世帯数は、平成 2（1990）年の
3,179 世帯から平成 2７（2015）年には 4,583 世帯となっており、25 年間で約 1.4
倍増加しています。
◆ 住 民 基 本 台 帳 に よ る 近 年 の 65 歳 以 上 の 高 齢 者 の い る 世 帯 数 を み る と 、 平 成 31
（2019）年では 5,179 世帯（55.5％）となっています。
◆国勢調査による高齢者のいる世帯の家族類型別の推移をみると、単独世帯は平成 2
（ 1990 ） 年 に は 394 世 帯 で 、 高 齢 者 の い る 世 帯 の 約 12 ％ で し た が 、 平 成 27
（2015）年には 1,331 世帯と３倍以上になっており、割合も約 30％と大きく増加して
います。
■世帯数（２区分）と平均世帯人員の推移

資料：国勢調査（各年 10 月 1 日）
世帯は一般世帯

資料：住民基本台帳（各年３月末）
世帯は住民登録上の世帯

■65 歳以上のいる世帯の家族類型別の世帯数の推移

資料：国勢調査（各年 10 月 1 日）
世帯は一般世帯
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③１８歳未満のいる一般世帯数の推移
❍18 歳未満のいる一般世帯、６歳未満のいる一般世帯ともに、平成２（1990）年から 25
年間で半数以下に減少しています。
❍一般世帯全体における「18 歳未満のいる一般世帯」の割合は、平成２年（1990）には
36.1％でしたが、平成 27（2015）年では 17.1％と大きく低下しています。
■18 歳未満のいる一般世帯数（割合）の推移

資料：国勢調査（各年 10 月１日現在）

コラム 「少年」
「中年」
「老年」は何歳から？
日本語には「少年」「中年」「老年」など、年代を表す言葉がたくさんありますが、具体的に
は何歳からを示す言葉なのでしょうか？
実は、これらの言葉には一部の例を除いて、法律等によるはっきりとした定義はありませ
ん。また、法律に定められている場合でも、所管する省庁や法律ごとに定義はばらばらなのが
実情です。
例えば、厚生労働省の「健康日本 21」という資料のなかでは、
「幼年期は 0～4 歳」
、
「少年
期は 5～14 歳」、「青年期は 15～24 歳」、「壮年期は 25～44 歳」、「中年期は 45～64
歳」
、「高年期は 65 歳以上」と区分されています。
一方で、少年について児童福祉法では、「小学校就学時から満 18 歳までの者」とされてお
り、少年法では「20 歳に満たない者」とされています。
また、「初老」という言葉は、奈良時代には 40 歳を示す言葉でしたが、日本人の平均寿命
が延びるにつれて後ろにずれて行き、現代では概ね 60 歳くらいを示すのが一般的です。
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２－２

個別施策の取り組み状況

（１）高齢者福祉
本市では、平成２（1990）年に高齢者対策の指針として「ゆたかな長寿社会」を策定し、
いきいきとした高齢化社会の創造をめざし、その実現に努めてきました。さらに、平成６
（1994）年に保健計画と福祉計画を一体化した「高齢者保健福祉計画」を策定しました。
平成 12（2000）年には、介護保険制度の開始に伴い、「第１期高齢者保健福祉計画・介護
保険事業計画」を策定し、法律に基づき３年ごとに見直しをしており、平成 30（2018）年
度からは「第７期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」（平成 30（2018）年～令和２
（2020）年）を策定し、この計画に基づき施策を推進していきます。

①介護保険サービスの利用状況
❍要介護（支援）認定者の割合は、高齢者の６人に１人程度で、認定者数はゆるやかに増加
しています。
❍１か月当たりの給付費は、平成 30（2018）年 10 月現在、約 1 億 5,600 万円となっ
ています。
■要介護(支援)認定者数と認定率の推移

■１か月当たりの給付費の推移

※項目別の給付費は千円未満を四捨五入しているため合計が一致しない場合があります。
資料：介護保険事業状況報告 月報（各年 10 月分）（厚生労働省）
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（２）障がい者福祉
本市においては、平成 15（2003）年に障害者基本法に基づき「障がい者福祉計画」を策
定し、平成 30（2018）年３月には４期目となる計画を策定、各種施策を進めています。
また、平成 18（2006）年の障害者自立支援法の制定に伴い、障がい福祉サービスの数値
目標を設定した「障がい福祉計画」を策定しました。
この計画は、法律に基づき３年ごとに見直しを行い、平成 30（2018）年度からは 5 期目
の計画に基づき、各種サービスの提供を行っています。
この二つの計画については、平成３０（2018）年に同時期の策定に合わせて、名称をわか
りやすく改めることとし、障がい者福祉の中長期の基本的な方向と施策を示す「障がい者福祉
計画」の名称を「士別市障がい者福祉基本計画」
、３年間の障がい福祉サービスの数値目標を示
す「障がい福祉計画」を「士別市障がい者福祉実行計画」として策定しました。また、計画期
間についても両計画の連携を図るため、「士別市障がい者福祉基本計画」は「士別市障がい者福
祉実行計画」の２期に１回策定をすることとし、６年間の計画として策定しています。

①各種障害者手帳の所持者数の推移
❍身体障害者手帳所持者数の４年間の推移をみると、約 1,200 人から約 1,100 人へと減少
しています。総人口（住民基本台帳）に対する比率をみると、年により増減はありますが
ほぼ横ばい傾向にあり、平成 30（2018）年度では 5.90％となっています。
■身体障害者手帳所持者の推移（児童を含む）
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❍療育手帳所持者数の推移は、平成 26（2014）年度 221 人から平成 30（2018）年度
には 253 人となっており増加しています。総人口（住民基本台帳）に対する比率も、平
成 26（2014）年度の 1.06％から平成 30（2018）年度には 1.35％となっています。
■療育手帳所持者数の推移（児童を含む）

❍精神保健福祉手帳所持者は、平成 26（2014）年度には 155 人でしたが、平成 30
（2018）年度には 188 人と増加しており、総人口（住民基本台帳）に対する比率も、
平成 26（2014）年度には 0.75％でしたが、平成 30（2018）年度には 1.00％と、
大きく上昇しています。
■精神保健福祉手帳所持者数の推移
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❍障害者総合支援法によるサービスを利用するためには、支援区分の認定を受ける必要があ
ります。認定者数の推移をみると、平成 26（2014）年度は 153 人（人口比 0.74％）
でしたが、平成 30（2018）年度には 163 人（0.87％）と増加傾向にあります。
■支援区分者数の推移

❍難病医療費助成の対象者数は、平成 26（2014）年度には 227 人でしたが、平成 30
（2018）年度には 203 人と減少していますが、総人口（住民基本台帳）に対する比率
では、平成 26（2014）年度は 1.09％、平成 30（2018）年度は 1.08％と、ほぼ横
ばいで推移しています。（令和元（2019）年 7 月 1 日現在の医療費助成の対象疾病数は
333 疾病）
■難病医療費助成対象者数の推移

資料提供：名寄保健所
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（３）児童福祉
平成 15（2003）年に「次世代育成支援対策推進法」が制定され、地方公共団体と特定事
業主がそれぞれ「行動計画」を策定し、平成 17（2005）年度から平成 26（2014）年度の
10 年間に次世代育成支援の集中的な取り組みを実施することが定められ、平成 26（2014）
年の改正により、さらに 10 年延長されています。
また、同じく平成 15（2003）年に制定された「少子化社会対策基本法」に基づき「少子
化社会対策大綱」や「子ども・子育て応援プラン」が策定され、これらに沿って各種の対策が
進められましたが、平成 24（2012）年８月に「子ども・子育て支援法」など「子ども・子
育て関連３法」が制定され、これを基点として、平成 27（2015）年４月から「子ども・子
育て支援新制度」がスタートしています。
本市においても、これまで進めてきた子育て支援施策や国の「行動計画策定指針」などを踏
まえ、平成 17（2005）年 4 月に「士別市次世代育成支援行動計画」を策定し、子どもの健
全な育成や子育て環境の整備等に努めてまいりました。その後、平成 27（2015）年度に新
たな国の制度に基づいた「士別市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、令和 2（2020）
年度からは「第 2 期士別市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、この計画に基づき子育て
支援に取り組んでいきます。

①保育所園児数の推移
❍本市における保育所の利用者数は、210 人前後で推移していますが、市全体の０～５歳
人口に対する保育所園児の比率は増加傾向にあります。
■保育所の利用状況の推移（各年４月現在）
（人）
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②幼稚園の園児数の推移
❍幼稚園の利用者数は平成 28（2016）年に大きく減少しましたが、その後は 120 人前後
で推移しています。
■幼稚園の利用状況の推移（各年５月１日現在）
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③放課後児童クラブ登録児童数の推移
❍放課後児童クラブ（学童保育）の登録者数は、230 人前後で推移していますが、市全体
の６～11 歳人口に対する比率は増加傾向にあります。
■放課後児童クラブ（各年４月現在）
350
300
250
200

23.9%
226
6
74

150
100
50

30%

27.1%

（人 ）

69

0
1

23.1%
204

1

8

0

232
2

28.3%
0
0

80

53

28.7%

233
7

0

229

1

4

76

６年生

0
1 20%

69

５年生
４年生
３年生

78

75

74

83

64

75

75

72

10%

２年生
１年生

76

0

0%

平成26 年度

平成27年度

平成28 年度

平成29年度

6～11歳
人口比

平成30 年度

④こども通園センター「のぞみ園」利用児童数の推移
❍こどもの発達を支援する「こども通園センター のぞみ園」を利用する児童数（契約者
数）は、新規と継続を合わせ、年間を通じて 100 人前後となっています。
■こども通園センター（各年４月現在）
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平成30 年度

２－３

地域福祉推進のための課題

（１）第３期地域福祉計画の成果と課題
平成２7（2015）年度を始期とする第３期士別市地域福祉計画（以下「第３期計画」といい
ます。） では、『みんなが自分らしく安心して暮らせる「やさしいまち」をつくります。』を基
本理念に据え、①身近な地域の支え合い活動を進めます②市民・事業者・行政が協働で地域福
祉を進めます③支援を必要としている人とサービスの橋渡しをします④福祉サービスを充実し
ます⑤安全・安心なまちづくりを推進しますの５つの目標を定め、それぞれに基本施策を設定
し施策を展開してきました。
第３期計画で実施した行政の主な取り組みによる成果と課題について、基本施策ごとに次の
とおり整理しました。
○目標１：身近な地域の支え合い活動を進めます
基本施策
具体施策
ご 近 所 同 士 の 見 守 ①声かけ運動の推進
り・支え合い活動を ②要支援者の把握
支援します
③住民主体の見守り活動の
充実

行政の主な取り組み
・高齢者実態調査
・地域支え合い事業の促進
・自主防災組織の設立促進
・災害時避難行動要支援者名簿の作成
・地域助け合い活動協議体の支援
・地域サロン開催支援事業の推進
・士別市社会福祉協議会との連携

【成果と課題】
高齢者等への見守りの一環として、地域担当職員等が高齢者宅を訪問し、生活実態や日常
の困りごとなどについて聞き取りを行う高齢者実態調査を実施するとともに、社会福祉協議
会と連携して地域支え合い事業の推進について取り組みを進めました。また、災害時の各地
域の活動拠点ともなる自主防災組織の設立について自治会への要請を行いました。
いずれの活動についても取り組んでいただける自治会が増えてきてはいますが、平成 30
（2018）年度末で福祉パトロールは約３割が未実施であり、自主防災組織においては４割
以上の自治会が未設置であることから、今後も引き続き要請を行っていくとともに、取り組
みやすい内容について検討する必要があります。
平成 28（2016）年２月には、市が設置主体となり、地域支え合い事業の研修を受講し
た市民と士別市社会福祉協議会の参加、協力のもと、市民１人ひとりが住み慣れた地域で安
心して生活を送ることが出来るよう、地域の困りごとを確認して解決を図ることを目的に
「地域助け合い活動協議体」を立ち上げました。平成 31（2019）年４月からは、高齢者
等の買物を手助けする「買い物サポート」を実施しています。
平成 30（2018）年度からは、それまでモデル事業として実施していた、地域における
交流の場としての「地域サロン」を正式に地域サロン開催支援事業として位置付けました。
また、災害時に支援が必要となる方を登録する「災害時避難行動要支援者名簿」について
は、実態との整合を図るため名簿の整理を進めるとともに、高齢者実態調査等の結果を基に
登録の案内を行うなど、積極的な周知を図る必要があります。
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基本施策
具体施策
行政の主な取り組み
地域の交流の場や機 ①世代間交流による社会参 ・いきいき健康センターの開設
会を増やします
加の促進
・保育園や児童館等の行事で地域の方
や老人福祉施設の入所者との交流
・ふれあい広場への支援
【成果と課題】
平成 28（2016）年に、高齢者の介護予防の拠点として「いきいき健康センター」を開
設し、子どもから高齢者までが日常的に世代間交流が行える場としても活用されています。
また、幼児と高齢者がともに運動やレクリエーションを行う「サフォークジム・キッズ」の
開催やいきいきサロンのプログラムを通して世代間交流の輪を広げる活動にも取り組んでき
ました。現在、利用者の大半は高齢者ですが、平成 30（2018）年度末には子ども用の遊
具も増設するなど、幅広い年齢層の市民がより利用しやすい施設となるよう、環境の整備に
取り組んでいます。今後におきましても、更に幅広い世代が利用したくなる施設づくりをめ
ざします。
また、平成 30（2018）年度からは新たな地域交流の場として「地域サロン事業」を開
始しました。サロンとは、高齢者などの閉じこもりを防止し、地域とのつながりづくりを進
めるため、地域の方が気軽に集える交流の場のことであり、積極的に実施いただける自治会
も増えてきていることから、今後更に自治会や社会福祉協議会、地区民生委員等との連携を
深めるとともに、事業所と協力した民間資源の活用も視野に入れつつ、市民目線に立って事
業を進めることが利用者の拡大を図る上で重要です。
保育園の園児が、自治会の敬老会に遊戯を披露する機会や、保育園の敬老行事に福祉施設
の入所者の方や自治会の老人クラブの方を招き、園児との交流の機会を持ちました。今後も
引き続き、園児と地域の高齢者との交流の場を増やしていきます。
○目標２：市民・事業者・行政が協働で地域福祉を進めます
基本施策
具体施策
福祉を学び、知る機 ①人権意識の啓発の推進
会を充実します
②地域や学校における福祉
学習の推進
③地域福祉活動に関する啓
発
④事業所などへの意識啓発

行政の主な取り組み
・虐待防止やＤＶ防止の取り組み
・ノーマライゼーション※理念の普及
・学校におけるボランティア活動の推
進
・認知症に関する市民理解の促進
・障がい者等の就労の場の確保

※ノーマライゼーション：高齢者や障がい者が家庭や地域で普通に生活し、活動できる社会づくりのことです。

【成果と課題】
子どもに対する虐待防止については、発生時に迅速な対応や適切な支援につなげることが
できるよう「要保護児童対策地域協議会代表者会議」や「ケース会議」を開催しているほか、
オレンジリボン運動を実施し、市民への周知に努めています。また、高齢者の虐待防止につ
いては、広報による周知を行っているほか、地域包括支援センターと市内の居宅介護支援事
業者が高齢者虐待における初動期の対応について研修を行いました。
ＤＶの防止については、市役所内に専用の相談窓口を設置し、相談があった場合には直ち
に対応を協議できるよう、庁内に連絡会議を設置しています。
地域や学校における福祉学習の推進については、市内の全小中高等学校をボランティア指
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定校とし、活動に対する支援を行っています。また、認知症に関する正しい知識の普及と理
解の促進を図るべく、認知症サポーター養成講座を開催しているほか、平成 29（2017）
年度には「士別市認知症ケアパス

～認知症になっても、元気で笑って暮らすために～」を

作成しました。今後は、学校とも連携し、「認知症サポーターキッズ養成講座」など小中学
生からの福祉学習についても取り組みを進めていきます。
また、市では、国の障害者優先調達推進法に基づき「士別市障がい者就労施設等からの物
品等調達推進方針」を策定し、障がい者の自立支援を後押しするべく、平成 27（2015）
年度からは施設維持センターの草刈りや浄水場の冬囲い、平成 28（2016）年度からはい
きいき健康センターの清掃業務など、年々障がい者の働く場所の確保に努めてきています。
今後も自立支援協議会※や士別地域障がい者職親会※と連携し、障がい者の就労状況の把握に
努めるとともに、障がい者の就労支援に取り組んでいきます。
※自立支援協議会：平成 18（2006）年４月に施行された障害者自立支援法において地域福祉の推進のために
関係者のネットワーク作りを主として都道府県と市町村に位置付けられたもので、障がい者とその支援団体か
ら構成されています。
※士別地域障がい者職親会：障がい者雇用に関する取り組みを進めている市内事業主の会です。

基本施策
具体施策
行政の主な取り組み
地 域 活 動 ・ ボ ラ ン ①地域活動・ボランティア ・ボランティア情報の提供
ティア活動を支援し
の情報提供
・ボランティア登録の支援
ます
②ボランティアや地域活動 ・ボランティア育成への支援
への参加の促進
・ボランティア活動の促進
③ボランティアや地域福祉 ・ファミリー・サポート・センター事
団体の連携の支援
業の促進
④地域活動拠点の整備
・出前講座への支援
・ボランティアセンター事業への支援
・公共施設等の活用・整備
【成果と課題】
ボランティア活動については、ボランティアセンターや自治会等の小地域ネットワーク活
動、学校教育におけるボランティアなどを通じて、一歩ずつ拡大しています。
一方、アンケートの調査からボランティア活動に関心はあるものの、参加している市民の
割合は低いことから、さまざまなボランティア活動へのきっかけづくりなど、ボランティア
に参加しやすい環境整備が必要です。
特に、人生の先達として豊富な経験や技能を身につけている高齢者を始め、学校教育の一
環で地域との関わりをもつ児童・生徒や自らの能力を活かし社会参加しようとしている障が
いのある人など、一人でも多くの市民が、地域福祉の担い手になるような取り組みが必要で
す。
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○目標３：支援を必要としている人とサービスの橋渡しをします
基本施策
具体施策
行政の主な取り組み
だれにでもわかりや ①サービス利用に関する情 ・広報紙、ホームページ、フェイス
報提供の充実
ブック、さほっちメェールの活用
すい情報を提供しま
・手引き、ガイドブック等の作成
す
【成果と課題】
支援の必要な市民が、適切なサービスや支援を受けられるように、広報紙やホームページ
等による情報提供を行ってきました。また、近年はフェイスブックや LINE などの SNS を
活用した情報発信も積極的に行っています。
今後も、市民が求める福祉情報の把握に努めるとともに、さまざまな年代の方が利用しや
すい方法で情報発信ができるよう、わかりやすい情報提供について検証を進める必要があり
ます。
また、本市で作成している手引きやガイドブック等の内容についても、その配置場所等を
含め、改善箇所がないか随時検討が必要です。

基本施策
具体施策
行政の主な取り組み
だれもが相談しやす ①身近な相談窓口の整備充 ・「 く ら し に 役 立 つ 相 談 窓 口 い ろ い
い環境を整えます
実
ろ」の配布
② 保 健 福 祉 の 相 談 機 関 の ・民生委員児童委員の周知
ネットワーク強化
・各相談窓口の機能充実と連携強化
・地区担当保健師制度の導入
・地域包括ケアシステムの推進
【成果と課題】
市民が地域の身近なところで気軽に相談することができるように、地域包括支援センター、
在宅介護支援センター、基幹相談支援センター、児童相談支援センターなどの相談窓口の周
知と機能の充実に努めるとともに、民生委員児童委員、家庭児童相談員、母子・父子自立支
援員、生活困窮者相談支援員などとの連携した相談体制の充実を図りました。
また、平成 27（2015）年度からは、保健師・栄養士による家庭訪問や健康相談、健康
教室の開催といった保健・予防活動を、地区ごとに総合的に展開していく「地区担当制」を
導入しました。
今後、糖尿病や高血圧など生活習慣病の重症化を予防し、介護が必要な状態につながる脳血
管疾患や心疾患・人工透析などを防ぐ「予防医療」の視点から、地域包括ケアシステムに関
わっていく役割が求められています。
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基本施策
具体施策
その人らしく生活す ①権利擁護事業の推進
る権利を守ります
～権利擁護の充実～

行政の主な取り組み
・成年後見制度の利用促進
・市民後見人の育成
・成年後見センターの設置
・子どもの権利条例の周知

【成果と課題】
認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、自分一人では契約や財産の管理をすること
が難しい方たちが、住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせるように、その権利を守り
法的に支援する成年後見制度についての周知を図るとともに、平成 31（2019）年４月に
和寒町、剣淵町及び幌加内町の３町と協働で権利擁護に関する支援拠点として「士別地域成
年後見センター」を設置しました。
また、平成 25（2013）年４月に施行した「士別市子どもの権利に関する条例」につい
て、「子どもの権利フェスタ」を開催したり、人権教室や子どもが参加するイベントを通じ
て広報活動を行い、理解の浸透に努めました。
○目標４：福祉サービスを充実します
基本施策
具体施策
行政の主な取り組み
福祉サービスをより ①サービス提供事業者によ ・地域包括ケア会議の開催
使いやすくし、質を
る情報提供の強化
・市立病院の地域医療室に社会福祉士
高めます
②サービス提供事業者の質
と看護師を配置
の向上の促進
・自立支援協議会の活動推進
③保健医療福祉の連携体制 ・医療と介護の連携強化
の整備
・市立病院に訪問看護ステーションを
④サービスの多様な担い手
開設
の促進
【成果と課題】
本市では、介護保険サービスを始めとして、民間事業者が多くの福祉サービスを担ってい
ることから、民間事業者との連携をこれまで以上に密にしながらサービスの質の向上に努め
てきました。
地域ケア会議については、介護保険法の改正に伴い、平成 30（2018）年４月からその
名称を「地域包括ケア会議」に改め、医療・福祉・介護等の多職種間で高齢者の自立支援に
関するケアマネジメントを検討する場として開催しています。また、地域包括ケア会議のな
かに「在宅医療介護連携推進会議」を設置し、医療・介護・薬局の連携強化に努めています。
平成 30（2018）年度までにおける医療関係者の地域包括ケア会議への参加は市立病院
のみに留まっていましたが、令和元（2019）年度においては、士別市開業医会にも参加要
請を行うとともに、かかりつけ医や担当ケアマネジャー、受けている介護サービスなどの情
報共有をする「連携手帳」の運用も開始し、更なる連携の強化を図っています。
また、自立支援協議会において、平成 28（2016）年度に就労支援部会を新たに設置し、
障がい者の就労支援体制の整備を図っています。
さらに平成 30（2018）年１月からは市立病院の訪問看護室をステーション化し、他医
療機関医師からの指示で訪問看護が行えるよう体制整備しており、医療・介護サービスの充
実を図っています。
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基本施策
具体施策
行政の主な取り組み
福祉サービス・地域 ①地域福祉活動の人材の発 ・小地域ネットワーク活動支援事業の
推進
掘・育成
福祉の担い手を育て
②民生委員児童委員活動の ・市民ボランティアスクールの開催
ます
・住民福祉活動を進めるつどいの開催
支援
・在宅介護相談協力員への支援
【成果と課題】
社会福祉協議会が自治会等の小地域を基盤として、それぞれの地域事情にあった地域福祉
活動を推進することを目的に実施している「小地域ネットワーク活動推進事業」を通じて、
各地域において隣人同士の支え合い活動に携わる人材を確保するとともに、地域における福
祉ネットワーク作りへの支援を行いました。また「市民ボランティアスクール」や「住民福
祉活動を進めるつどい」を開催し、ボランティア活動や障がい者に対する支援活動への理解
を深めました。平成 30（2018）年６月には、障がい者スポーツ（パラスポーツ）の魅力
を体験してもらうため、道内各地で開催している「ガチパラ」を本市に招き、多くの市民に
参加いただきました。
民生委員児童委員に「在宅介護相談協力員」を委嘱し、地域の高齢者の把握と地域包括支
援センターや在宅介護支援センターとの連絡調整を図りました。今後においても民生委員児
童委員と連携を図り、地域における潜在的なサービスを必要とする方の把握に努めて行く必
要があります。
○目標５：安全・安心なまちづくりを推進します
基本施策
具体施策
行政の主な取り組み
市民と一緒に災害時 ①災害時等における要支援 ・災害時避難行動要支援者名簿の作成
の支援体制を強化し
者の支援体制の整備
・自主防災組織の設立促進
ます
・災害を想定した支援内容の検証
・緊急通報装置や徘徊高齢者位置検索
システムの推進
・SOS ネットワークの登録
・避難所における支援体制の整備

【成果と課題】
災害時避難行動要支援者名簿の作成及び自主防災組織の設立促進については、20 ページ
に記載のとおりとなっています。
災害を想定した支援内容としては、平成 29（2017）年に市全体での防災訓練を行い、
その際には市内の障がい者福祉施設において、自治会の協力のもと避難訓練を実施したほか、
翌年には本市で初めてとなる総合防災訓練を北海道と共同で実施し、各自治会での避難訓練
のほか、炊き出し、防災講話、避難所での一泊訓練などを通じて防災意識の啓発と災害時の
行動に関する検証を行いました。今後においても、災害の発生時に市民一人ひとりが適切な
行動がとれるよう、防災訓練等を通じて浸透を図る必要があります。
災害時に一般避難所では生活に支障がある高齢者や障がい者などに配慮した福祉避難所と
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して、市内５か所の民間施設と協定を結んでいましたが、平成 27（2015）年にはつくも
園、令和元（2019）年には桜丘荘とコスモス苑との間で協定を結び、福祉避難所は 8 か所
となっています。
平成 30（2018）年９月６日に発生した「北海道胆振東部地震」は、私たちに大規模な
電源喪失（ブラックアウト）をもたらすとともに、大きな教訓を残しました。長時間にわた
り電気が使えないという状況への対策が急務となっています。
また、徘徊高齢者への対策として、GPS を用いた徘徊高齢者位置検索システムの助成を
行うとともに、警察、市及び関係機関の連携による SOS ネットワークを通じて、早期発見
に努めています。
しかしながら、GPS については、常に持ち歩かなければならないことや、充電が必要と
いった欠点があり、毎月の使用料も発生することから普及には至っていません。
一方で、GPS は高精度な位置情報の確認が可能であり、また最近では、GPS 内蔵の靴や
服に取り付けるタグ、1 年以上電池交換が不要なものなど、利用しやすいグッズも増えてき
ていることから、今後、徘徊対策グッズに関するより一層の市民周知に努めるとともに、引
き続き徘徊高齢者への対策を検討して行く必要があります。
基本施策
具体施策
ユニバーサルデザイ ①ユニバーサルデザインの
ン ※ の導入やバリア
考え方の周知
※
フリー化 を進めま ②住まいのバリアフリー化
す
の推進
③公的施設等のバリアフ
リー化の推進
④道路や交通機関のバリア
フリー化の促進
⑤日常生活の移動手段を確
保
⑥コミュニケーション手段
の充実

行政の主な取り組み
・公的施設の建設に伴うユニバーサル
デザイン及びバリアフリー対応（上
士別小中学校･市営住宅つくも団地･
いきいき健康センター･ほくとこど
もセンター等）
・公園施設のバリアフリー対応･多目
的トイレ設置
（水郷公園）
・歩道の段差解消
（士別基線･西１条 1 号通り）
・視覚障がい者誘導用ブロックの設置
（広通り･東大通り･北大通り等）
・高齢者や障がい者の公共交通機関利
用に対する助成
・手話通訳者の派遣
・市民手話講習会の実施

※ユニバーサルデザイン：障がいの有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々が利用しやすいよう、
あらかじめデザインする考え方です。
※バリアフリー化：誰もが地域のなかで安心・快適に暮らせるように、社会的、制度的、心理的なすべてのバ
リア（障壁）を取り除くことです。

【成果と課題】
市の公共施設については、「士別市福祉のまちづくり条例」をもとに、だれもが使いやす
いユニバーサルデザインでの施設整備や段差解消などのバリアフリー化を進めており、現在
建設中の新庁舎にも生かされています。平成 28（2016）年度には市内６カ所の自治会館
のバリアフリー化工事を実施しており、公園や歩道などのバリアフリー化を毎年進めていま
す。
高齢者や障がい者の外出支援の一環として、公共交通を利用する際の費用の一部助成を
行ったほか、JR 士別駅における乗降時の車いすの介助や、事業者に対しバリアフリー化の
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推進を要請しました。
高齢者や障がい者が自宅で安全に安心して暮らすことができる住まいづくりに向けて、玄
関のスロープ化や段差の解消といった住宅のバリアフリー化工事を行う場合に、その費用の
一部を助成し、促進を図りました。
会議や講演会などへの手話通訳者や要約筆記者の派遣事業や、「市民手話講習会」を開催
するとともに、手話通訳登録者の技術向上のための応用講座を開催しています。さらに、令
和元（2019）年には、上川北部 7 市町村の共催で「手話奉仕員養成講座」を士別市を会場
に開催するなど、「手話」の普及を進めました。

基本施策
具体施策
地域と一緒に、すべ ①防犯対策の推進
ての人を犯罪から守
ります。

行政の主な取り組み
・くらしねっと情報による注意喚起
・防犯灯の増設、LED 化
・「110 番の家と店」「わんわんパト
ロール」の実施
・悪質商法防止出前講座の実施

【成果と課題】
さほっちメェーるや士別地域消費者被害防止ネットワークが実施している「士別地区！く
らしねっと情報」を活用して、不審者情報や特殊詐欺等の注意喚起を行いました。また、市
民や事業所の協力のもと、子どもの不審者等からの避難場所として市内 96 か所に「110
番の家と店」を設置しているほか、愛犬との散歩時間を活用した「わんわんパトロール」を
実施し、100 人以上の市民の皆さんに地域の見まわりを行っていただいています。
悪質な訪問販売や通信販売、マルチ商法などの被害を未然に防止するために、各地で悪質
商法防止出前講座を行っています。しかし、高齢者を狙った特殊詐欺の手口は巧妙化、凶暴
化していることから、改めて市民に対して「わかりやすく覚えやすい」周知の方法と、通報
体制の強化が求められます。
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（２）士別市を取り巻く現状や「地域福祉計画策定のためのアンケート調査」結果からみた課題

○子どものいる家庭から高齢者まで、支えを必要としている人が増加している
高齢化により、介護や手助けを必要とする人が増加しています。また、少子化が進んでい
ますが、核家族化や女性の社会進出により、保育園や一時保育を始めとした子育て支援サー
ビスの利用意向は高まっています。一方、それらのニーズに対して公的サービスのみで対応
することは困難であることから、地域の助け合い等による支援が必要です。

○近所付き合いの希薄化、「してほしい支援」と「できる支援」
地域付き合いについての考え方に関するアンケートでは、全体の 73.2％の人が近所の助
け合いや協力が必要だと回答しており、４年前の調査結果の 76.7％と比較して大きな変化
はありませんでしたが、年代別の結果を見ると、40 歳代で 35.9％、30 歳代で 42.0％、
20 歳代で 61.5％の人が「あまり深くかかわりたくない」「近所付き合いは煩わしい」と回
答しており、若い人ほど近所付き合いに否定的な結果となりました。
一方で普段の近所付き合いについては、全体の 43.6％の人が「顔を見ればあいさつする
程度」と回答しており、前述のアンケート結果との乖離が見られることから、「近所付き合
いは必要だと思うけれど、なかなか実行には移せていない」という実情が見られます。
また、日常生活で「してほしい支援」（ニーズ）と「できる支援」
（地域力）の調査では、
「災害時の手助け」や「話し相手」、「安否確認や声かけ」などについては、双方の均衡がと
れていたり「できる支援」が上回っていることから、双方をどのようにマッチングさせてい
くかが課題となります。しかし、「雪かきや屋根の雪下ろし」などのニーズが多いものにつ
いては、限られた地域力をどのように活用していくのか、引き続き検討していく必要があり
ます。

○ボランティア・地域活動の活性化
ボランティアや地域活動に参加している人は１割ですが、半数の方は活動に興味を持って
いるとの結果になりました。一方で、活動に参加しない理由として「一人で参加するのが不
安」や「活動内容や参加方法がわからない」との回答も一定数ありました。
活動を活性化していくために必要なことについては、「情報提供を積極的に行う」が最も
多く、「経済的負担がかからないように交通費などの実費を補助する」が続いていることか
ら、活動内容等についてわかりやすく幅広い周知に努めていくとともに、参加者の経済的負
担を極力減らすなかで、ボランティアや地域活動に参加するハードルを下げ、興味のある方
が参加しやすい環境を作ることが必要です。

○社会福祉協議会・民生委員児童委員の周知・啓発
社会福祉協議会を「知っている」と答えた割合は 47.9％で、前回の調査から 9.1％減少
しました。また、民生委員児童委員の活動については、4 人に 1 人が知らないと回答してい
ます。
社会福祉協議会、民生委員児童委員は、いずれも困り事や心配事に対する「身近な相談窓
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口」の一つであり、セーフティネットの一翼を担っていることの市民周知を進めていく必要
があります。

○健康長寿への取り組み
自分の健康状態に関する質問では、19.2％の方が「健康でない」と回答しており、年齢
が上がるにつれて増加する傾向にあります。
また、日々の生活における悩みや不安に関する質問では、
「自分の健康」と答えた方が最も
多く、次いで「家族の健康」という結果になりました。
本市では、健康長寿日本一をめざし、平成 31（2019）年４月からは「士別市健康長寿
推進条例」を施行し、健康寿命の延伸に取り組んでいますが、健康寿命の延伸には、市民が
自らの健康状態を正しく理解し、主体的に健康づくりに取り組むことが大切なことから、特
定健診やがん検診などを受診しやすい環境整備と生活習慣病の発症・重症化予防対策の実施
が重要です。

○手助けをし合える地域づくりの推進
困っている人を見かけたときの手助けについて、23.6％の人は積極的に声をかけ、手助
けをしていますが、多くの人が「求められれば手助けをする」
、「そうした機会がない」
、「た
めらってしまう」と回答しています。
手助けをしようとする気持ちを抱いたときに、すぐに「お手伝いしましょうか」と言い合
える地域づくりが必要です。

○災害時の避難行動について
災害時に自力で避難できるかどうかの質問については、約半数の人が「わからない」「避
難できないと思う」と回答しました。この結果については、本市は比較的災害の少ない地域
であり、実際に避難経験のある人が少ないこと、調査の 2 ヶ月前に「北海道胆振東部地震」
が発生しており、その後のブラックアウトも含めて災害に対する恐怖心が残っていたことな
どが影響したとも考えられます。災害時に適切な行動をとるためには、日頃から災害に備え
た準備をしておくことに加え、防災訓練等による避難の実体験が重要になります。

○災害時の助け合いについて
災害時、近所に自力で避難できない人がいた場合の対応に関する質問では、半数の人が
「自発的に手助けする」と回答しており、「要請があれば手助けする」を含めると 4 人に 3
人が災害時の支援活動について前向きに捉えています。
また、災害時の備えとして重要なことに関する質問では、「危険箇所の把握」、「日頃から
のあいさつ、声かけや付き合い」、「地域における災害時に支援が必要な人の把握」といった
答えが多いことから、ハザードマップの作成と市民周知、日頃からの近所付き合い、そして、
「災害時避難行動要支援者名簿」の作成と自治会との情報共有について取り組みを強化して
いかなければなりません。
災害の発生状況によっては、市役所の機能が失われる可能性もあり得ることからも、日頃
から自治会を始めとした関係機関との連携が大切です。
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第３章 地域福祉計画がめざす地域福祉像
３－１

基本理念

本市の最上位計画である「士別市まちづくり総合計画」では、すべての市民が元気でいきい
きと、そして安全･安心な生活を送ることのできるまちを築いていくことを目標として、本市が
めざす都市像を｢天塩の流れとともに 人と大地が躍動する すこやかなまち｣と定め、まちづく
りにあたっての基本理念を「地域力を高め、地域力で進めるまちづくり」としています。
また、「健康長寿日本一」の実現をめざし、平成 31（2019）年 4 月からは「士別市健康
長寿推進条例」を施行し、健康寿命の延伸に向けた取り組みを進めています。
現在、国は「地域共生社会」の実現に向けさまざまな取り組みを進めていますが、「地域共
生社会」の実現は本市のめざすまちづくりにおいても欠かすことのできないものです。
こうしたことを踏まえ、第 3 期士別市地域福祉計画から基本理念を引き継ぐとともに、本計
画の目標を次のとおり設定します。

【基本理念】
●みんなが自分らしく安心して暮らせる「やさしいまち」をつくります。

目標１

お互いが支え合う地域づくりを推進します

目標２

わかりやすく利用しやすい福祉サービスづくりを推進します

目標３

いつまでも健やかで活躍できる健康づくりを推進します

目標４

安全・安心なまちづくりを推進します
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３－２
目標

計画の体系
基本施策

具体施策

（１）ご近所同士の見守り・支 ・高齢者実態調査の充実
え合い活動を支援します ・高齢者地域支え合い事業の促進
・地域助け合い活動協議体への支援
・
「他人事」を「我が事」に変える取り組み
・保育園や児童館における世代間交流の推進
（２）地域の交流の場や機会を
・ふれあい広場への支援
増やします
・いきいき健康センターでの交流の推進
（３）福祉を学び、心のバリア ・ノーマライゼーション理念の普及
・障がい者等の就労の場の確保
フリーを推進します
・障害者差別解消法の理念の普及
目標１
・認知症カフェの実施
お互いが支
・認知症サポーターの養成
え合う地域
・手話講習会の実施
づくりを推
・総合学習での福祉教育の実施
進します
（４）ボランティア活動を支援 ・ボランティア情報の提供
・ボランティア登録への支援
します
・ボランティア育成への支援
・ボランティア活動の促進
・ファミリー・サポート・センター事業の
推進
・出前講座への支援
・福祉ボランティア育成事業への支援
・生活・介護サポーター自主会との連携
・学校におけるボランティア活動の促進
（１）だれにでもわかりやすい ・市の広報紙、ホームページ等の活用
・社協だより等による情報提供
情報を提供します
・関係機関との連携による情報共有
・市民が集う場を活用した情報提供
・相談窓口等の周知
（２）だれもが相談しやすい環
・民生委員児童委員と連携した相談支援
境を整えます
・総合的な相談支援の充実
目標２
わかりやす （３）生活困窮者の自立を支援 ・社会福祉協議会やハローワークなど関係機
く利用しや
関との横断的連携
します
すい福祉
・引きこもりの実態調査と課題解決に向けた
サービスづ
支援
くりを推進
・子どもの貧困対策の推進
します
（４）その人らしく生活する権 ・士別地域成年後見センター事業への支援
・子どもの権利条例の普及啓発
利を守ります
・虐待防止や DV 防止の取り組み
～権利擁護の推進～
（５）市民のニーズを把握し、 ・各種サービス、施設におけるニーズの把握
と質の向上
福祉サービスをより使い
・地域包括ケア会議の推進（高齢者）
やすいものにします
・自立支援協議会の推進（障がい児・者）
・医療と介護の連携強化
・サービス提供事業者との情報共有
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目標

基本施策

具体施策

・健康長寿推進条例の推進
・受動喫煙防止条例の推進
・各種健（検）診受診率の向上
・食育の推進
目標３
いつまでも健 （２）妊娠、出産、子育ての切 ・子育て支援センター「ゆら」の積極的活用
やかで活躍で
れ目ない支援を強化しま ・医療費助成制度の継続
・妊産婦及び乳幼児への支援
きる健康づく
す
・保育所、児童館等における支援の充実
りを推進しま
・いのちの電話等相談窓口の周知
す
（３）自殺予防対策を進めます
・ゲートキーパーの養成
・命を守るネットワーク会議の設置
・児童生徒の SOS の出し方に関する教育
（１）地域ぐるみでの健康づく
りを推進します

・要支援者名簿の作成
・ハザードマップの作成と周知
・総合防災訓練の実施
・災害を想定した支援内容の検証
・緊急通報装置や徘徊高齢者位置検索システ
ムの推進
・自主防災組織の促進
・避難所における支援体制の整備
目標４
・ユニバーサルデザインの意識啓発
安全・安心な （２）ユニバーサルデザインの
導入やバリアフリー化を ・住まいのバリアフリー化の推進
まちづくりを
・公的施設のバリアフリー化の推進
進めます
推進します
・道路や交通機関のバリアフリー化の促進
・利便性の高い外出支援制度の構築
（３）地域と一緒に、すべての ・防犯情報の提供
・
「地域の目と声をください運動」の促進
人を犯罪から守ります
・地域における防犯対策の推進
・消費者啓発活動
・社会を明るくする運動の普及啓発
・保護司会との連携
（１）市民と一緒に災害時の支
援体制を強化します
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３－３

市民・事業者・行政の協働による計画の推進

地域福祉の主役は、地域で生活しているすべての市民です。自分たちの住む地域を、「支え
合い」や「助け合い」のできる理想の地域に近づけていくためには、行政だけの取り組みでは
不十分であり、市民との協働が必要です。
また、地域の中には、多様な福祉ニーズがあります。それらに対応していくためには、自治
会やボランティア、ＮＰＯ法人、サービス提供事業所、社会福祉協議会などの取り組みも必要
となることから、これらの関係機関も重要な地域福祉の担い手となります。
この計画を進めていくにあたっては、地域福祉を担う主体それぞれが役割を果たしながら、
協働で進めていくことが大切です。

①市民の役割
❍市民は、福祉サービスの利用者であるとともに、地域福祉の担い手でもあります。
❍市民一人ひとりが、地域福祉についての理解を深めるとともに、身近なところで自ら何がで
きるかを考え、個人がもっている知識や技能を活かし、自治会やボランティアなど地域活動
に積極的に参加するなどの地域福祉の担い手としての役割が求められています。

②事業者の役割
❍福祉サービスの提供者として、市民の多様なニーズに応えるとともに、利用者の立場に立っ
て、質の高い福祉サービスを提供することが求められています。
❍また、利用者の自立支援、サービスの質の確保、利用者保護、事業内容やサービス内容の情
報提供を始め、他のサービスや関係機関などとの連携により、総合的なサービス提供に取り
組むことが求められています。

③行政の役割
❍市は、地域福祉の向上をめざして、福祉施策を総合的に推進していく責務があります。
❍そのため、地域福祉を推進する関係機関・団体等の役割を踏まえながら、相互に連携・協力
を図るとともに、市民ニーズの把握と地域の特性に配慮した施策の推進に努めます。
❍さらに、地域福祉への市民参加の機会の充実に努めるとともに、総合相談体制や地域福祉活
動の拠点の整備支援、人材の育成、情報提供の充実など地域福祉活動への支援に努めます。
❍地域福祉計画を始めとする各種計画の策定時には、関係部局はもとより庁内すべての部局か
ら意見集約を行います。また、策定後においては、毎年各事業の進捗状況を確認しつつ、随
時見直しを行いながら全庁横断的に取り組みを進めます。
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④社会福祉協議会の役割
❍市町村社会福祉協議会は、社会福祉法において、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、市民・ボランティア・ＮＰＯ法人・福祉サービス事業所・行政などと
のコーディネート役としての機能が求められています。
❍士別市社会福祉協議会は、地域福祉の向上を目的として「第３期士別市地域福祉実践計画」
を策定し、行政と密接に連携をとりながら、在宅福祉サービス、ボランティア活動の推進な
ど、計画に基づいた取り組みを実施していきます。
❍また、社会福祉協議会としての機能強化を図るとともに、地域における課題の把握と、それ
に対応した事業を展開することが期待されます。

■自分らしい暮らしを支える仕組み

【自助】
自分でできることは自分でしましょう。
自ら働いて、または自らの年金収入などにより、自
らの生活を支え、自分の健康は自分で維持します。

【互助】

【共助】

自分だけでできないことはお互い
に助け合いましょう

自分らしい
暮らしの実現

自助・互助では解決できないこと
介護保険や社会保険制度などの相互扶助の

近所に住む人たち同士での助け合いやボラ

サービスを利用しながら、地域全体で支え

ンティアなどの助け合いです。

合います。

【公助】
自助・互助・共助では解決できないこと
人権擁護や虐待対策、必要な生活保障など、行政が
行う支援です。

推進
地域住民・ボランティア・相談支援機関・社会福祉事業者・行政・社会福祉協議会など
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第４章 地域福祉推進のための具体的な行動
目標１

お互いが支え合う地域づくりを推進します

（１）ご近所同士の見守り・支え合い活動を支援します
地域福祉を推進していくためには、市民一人ひとりが自分の住む地域に関心を持ち、地域の
ことを知るなかで支え合いの意識を高めていく必要があります。そのためにも、本市で実施し
ているさまざまな活動を通して、すべての人が地域活動や近所付き合いについてその重要性を
認識することが必要です。また、本市にはさまざまな団体が存在しますので、それらの団体と
地域住民、行政が連携を図り、その活動を充実させ地域で支え合いのできる体制をつくります。

具体施策
・高齢者実態調査の充実

・高齢者地域支え合い事業の
促進

・地域助け合い活動協議体へ
の支援

・「他人事」を「我が事」に
変える取り組み

内

容

○地域担当職員等が 70 歳以上の方のみで構成されるお宅を訪問
し、日々の困りごとや災害時の自主避難の可否などを確認すると
ともに、知り得た情報を個人情報の保護に十分配慮しつつ関係機
関と共有し、見守り活動などに活用します。
○平成 30（2018）年度末時点で、48 自治会が地域支え合い事業
（福祉パトロールなど）に取り組んでいますが、引き続き未実施
の自治会に対し、地域支え合い事業の実施を求めていきます。
○市内 76 の事業所が、日頃の業務で気になる高齢者を見かけた際
に、地域包括支援センターに連絡をする見守り活動を行っていま
すが、子どもに対する見守り活動も加えるよう、事業の拡大をめ
ざします。
○今後も、見守りを行う自治会や事業所の拡大を促進します。
○地域住民がめざす地域づくりや、必要な社会資源の創出に向け
て、住民同士が自由に話せる場を提供するなど、協議体活動に対
し、積極的な支援を行います。
○困りごとを抱える市民に対し、身近な自治会や民生委員児童委
員、ボランティア等が、主体的に見守りを行うとともに、その人
が抱える困りごとを、地域における生活課題として解決を試みる
ことができるよう、地域や各種団体と行政との連携を図ります。
○自治会や民生委員児童委員、ボランティア等の地域活動を通じて
把握された地域における生活課題に関する相談を包括的に受け止
め、情報提供や助言を行うとともに、必要に応じて支援機関につ
なぐことのできる体制づくりに努めます。

（２）地域の交流の場や機会を増やします
地域で市民同士の交流・ふれあいを進めていくには、市民一人ひとりが身近な方々と知り合
い、信頼関係を育むことができるように、多くの人が気軽に集え、日常的な交流を図ることの
できる場をつくることが重要です。

具体施策
・保育園や児童館における
世代間交流の推進

内

容

○保育園や児童館等の行事において、近隣自治会等にも参加協力を
呼びかけ、積極的に地域との交流を図ります。
○あけぼの子どもセンターでは、中学生、高校生の企画する事業と
して、センターの周辺のゴミ拾いを実施しており、今後もこうし
た世代間交流を推進します。
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・ふれあい広場への支援

・いきいき健康センターでの
交流の推進

・自治会活動の促進

○社会福祉協議会が主体で行っている「ふれあい広場」において
は、子どもから高齢者まで障がいの有無に関わらず実行委員とし
て事業に参画しており、さらに多くの市民が参画するイベントと
なるよう支援します。
○いきいき健康センターで実施している各種事業への参加をとおし
て、新たな仲間作りや人との交流の推進を図ります。
〇住民が主体となる市民サロン活動の運営や新たな立ち上げを支援
し、多くの方が生きがいを持ち、参加・交流できる場の拡大を推
進します。
○「花いっぱい運動」や「わがまち士別の未来を語る会」などを通
じて、まちづくりに対する自治会活動の重要性を啓発し、市民の
自治会活動への参加を促進します。

（３）福祉を学び、心のバリアフリーを推進します
「心のバリアフリー」とは、さまざまな心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に
理解を深めようとコミュニケ－ションをとり、支え合うことです（
「ユニバーサルデザイン
2020行動計画（平成29（2017）年2月ユニバーサルデザイン2020関係閣僚会議決定）
」よ
り）
。
お互いを知り、理解し、認め合うための機会・学習を充実させる事を通じて心のバリアフ
リーを推進します。

具体施策
・ノーマライゼーション
理念の普及
・障がい者等の就労の
場の確保
・障害者差別解消法の理念
の普及

・認知症カフェの実施

・認知症サポーターの養成

・手話講習会の実施
・総合学習での福祉教育の
実施

内

容

○「ふれあい広場」は、さまざまな趣向を凝らしながらノーマライ
ゼーションの考え方の普及・定着をめざしており、今後も多くの
市民の参加が得られるよう支援します。
○障害者優先調達推進法に基づく「士別市障がい者就労施設等から
の物品等調達推進方針」により、計画的な調達を行います。
○障がい者の就労について、自立支援協議会の就労支援部会を中心
に、就労支援を推進します。
○「障害者差別解消法」の理念の啓発に努めます。
○障がい者・高齢者・外国人等に対する差別や偏見、理解の不足、
誤解などに起因するあらゆるバリアをなくすことに努めます。
○認知症の方が住み慣れた地域で安心して暮らしていただくため、
家族への介護相談や同じ悩みを持つ方との繋がりの場として、地
域の人や専門家と気軽に情報を共有できる認知症カフェを設置す
る団体を支援します。
○認知症の方に優しい地域づくりの取り組みとして、地域住民や職
域団体等を対象に講座を開催し、認知症に対する正しい知識と理
解をもって認知症の方やその家族に対して、手助けをする認知症
サポーターを養成します。
○聴覚障がい者と健聴者との意思疎通を深めることで、聴覚障がい
者に対する理解と協力を図るとともに、ノーマライゼーションの
普及促進に寄与するため、市民手話講習会を開催します。
○障がいのある人が講師となった総合学習など、小中学校の児童生
徒が福祉について学ぶ機会づくりを支援します。

（４）ボランティア活動を支援します
ボランティア活動は、活動する本人の自己実現への欲求や社会参加意欲が充足されるだけで
なく、活動の広がりを通じて、市民の社会貢献や福祉活動などに対する関心を高める効果もあ
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ります。
ボランティア活動を通じて、地域に住む方がともに支え合い、交流する地域づくりが進むこ
とが期待されるので、社会福祉協議会などの団体と連携を取りながら、ボランティア活動に関
する情報発信を積極的に行い、市民のボランティア活動への参加を促進します。

具体施策

・ボランティア情報の提供

・ボランティア登録への支援

・ボランティア育成への支援

・ファミリー・サポート・
センター事業の推進

・出前講座への支援

・福祉ボランティア育成事業
への支援
・生活・介護サポーター自主
会との連携
・学校におけるボランティア
活動の促進

内

容

○市や社会福祉協議会のホームページ・市広報紙・社協だより・ボ
ランティアセンターだよりを通じ、ボランティア活動の情報提供
を行います。
○市民団体の概要を掲載するサークルメイトの作成にあわせ、ボラ
ンティア団体の情報発信を行います。また、社会教育施設の生涯
学習情報コーナーにおいて、団体活動等の周知を図ります。
○社会福祉協議会ではボランティアコーディネーターを配置し、ボ
ランティア活動に関しての相談や、ボランティア登録を行ってい
ることから、ボランティアコーディネーターの市民周知に努めま
す。
○博物館・図書館・生涯学習情報センターにおいても、ボランティ
ア登録の拡大を進めます。
○社会福祉協議会が行っている各種ボランティアスクールや中高生
を対象にした土曜ボランティア学習塾「さぼてん」などを通じ、
障がいがある人や児童との交流・体験学習を支援します。
○各学校の児童会・生徒会などで行っているボランティアの取り組
みを支援します。
○子育て支援を必要とする家庭を地域で支え合うことを目的に、託
児や子どもの送迎等をお願いしたい人と協力したい人が会員と
なって組織する「ファミリー・サポート・センター事業」の会員
の拡大を促進します。
○社会福祉協議会職員が、自治会や団体等に出向き、社会福祉協議
会の活動や福祉サービス、ボランティア活動等についての出前講
座を実施しています。今後、市の地域政策懇談会等の場なども活
用しながら地域の福祉課題の共有化を図ります。
○社会福祉協議会が行っているボランティアセンター事業や学童・
生徒へのボランティア活動普及事業など「福祉ボランティア育成
事業」を支援します。
○ふまねっとサロン等を開催している生活・介護サポーター自主会
と連携し、その活動を支援します。
○障がいのある人が講師となった総合学習など、小中学校の児童生
徒が福祉について学ぶ機会づくりを支援します。
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目標２

わかりやすく利用しやすい福祉サービスづくりを推進します

（１）だれにでもわかりやすい情報を提供します
利用者本位の考え方に立ち、福祉サービスを必要とするすべての人が、自分に適した質の高
いサービスを自らの意志で選択・利用できるように、わかりやすい情報提供に努めます。
また、民生委員児童委員など、地域で福祉活動を行う団体等と連携し、個人情報に配慮しな
がら、地域活動を通じた人から人へ伝える情報提供を推進します。

具体施策

・市の広報紙、ホームページ
等の活用

・社協だより等による情報提
供
・関係機関との連携による情
報共有
・市民が集う場を活用した情
報提供

内

容

○市広報紙、市ホームページ、フェイスブック、さほっちメェー
る、動画配信を通じての情報提供、市長定例会見などによる情報
発信の充実に努めます。
○子ども・子育て支援制度や介護保険制度など、法改正等に伴う
サービスの変更が生じる場合は、速やかにお知らせするととも
に、変更箇所が簡単に理解できるよう、変更前との比較を載せる
など、わかりやすい周知に努めます。
○「障がい者福祉の手引き」の配布によりサービス情報を周知して
いますが、よりわかりやすい手引きとなるよう随時見直しを行い
ます。
○社会福祉協議会においては、社協だより、ボランティアセンター
だより、ホームページ、事業ごとのポスターや関係機関への案
内、地元紙等を活用した情報提供を行っており、市のホームペー
ジや広報紙とも連携した情報発信に努めます。
○自治会、民生委員児童委員、自立支援協議会、福祉サービス事業
者、社会福祉協議会等との連携を強化し、関係機関同士での情報
共有に努めます。
○健診や各種教室など、市民が集まる機会を利用し、多くの人にわ
かりやすく福祉情報を伝えます。

（２）だれもが相談しやすい環境を整えます
市民が地域の身近なところで気軽に相談することができるように、地域包括支援センター、
在宅介護支援センター、基幹相談支援センター、児童相談支援センターなどの相談窓口の周知
に努めます。
また、民生委員児童委員、家庭児童相談員、母子・父子自立支援員、生活困窮者相談支援員
などと連携して相談者の生活状況や家庭環境、就労状況などを正確に把握することで、その人
に合った適切な福祉サービスが提供できるように努めます。
更に、各相談窓口と民生委員児童委員、各支援員との連携を強化し、多方面から問題解決に
あたるネットワークづくりを進めます。
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具体施策

・相談窓口等の周知

・民生委員児童委員と連携し
た相談支援

・総合的な相談支援の充実

内

容

○地域担当職員等による高齢者実態調査時に、
「くらしに役立つ相談
窓口いろいろ」を配布し、相談窓口の周知を行うとともに、市広
報紙に相談窓口の記事を掲載します。
○在宅介護支援センターや基幹相談支援センター、児童相談支援セ
ンターなどのほか、社会福祉協議会や民生委員児童委員も身近な
相談窓口であることの周知を図ります。
○在宅介護相談協力員（民生委員児童委員）の研修会を開催し、高
齢者、身体障がい者、精神障がい者、知的障がい者、難病患者、
生活困窮者など、さまざまな対象者に対する身近な相談窓口の充
実を図ります。
○相談者が抱える複合的な課題を「丸ごと」受け止め、解決に向け
た支援ができるよう、窓口の機能強化を図るとともに、世帯に寄
り添いながらスムーズな課題の解決をめざします。
○高齢者、障がい者、精神障がい者、知的障がい者、難病患者、生
活困窮者など、その人に合った支援が受けられるよう市保健福祉
部門の保健師、社会福祉士、精神保健福祉士、ケアマネジャーな
どの専門職の連携を強化します。
○自立支援協議会を中心に、
「相談支援センターほっと」や「児童相
談支援センター虹」
、総合相談窓口としての機能をもつ「社会福祉
協議会」などとの連携をさらに密にし、相談支援の充実に努めま
す。

（３）生活困窮者の自立を支援します
平成 27 （2015）年 4 月に施行された「生活困窮者自立支援法」は、生活困窮者を対象
とした「第 2 のセーフティーネット」であり、その対象者は、失業者やニート、引きこもりな
ど幅広いものとなっているほか、複合的な課題を抱えている人やこれまで制度の狭間に置かれ
ていた人たちも対象としており、その人それぞれに適した支援が求められています。
社会的に孤立していたり複合的な課題を抱えている方など、制度の狭間に置かれている生活
困窮者の自立に向け、関係機関と連携して地域における生活困窮者の実態把握に努めるととも
に、離職者や就労経験がない人への就労支援や、離職者等への安定した住居確保支援など、包
括的・継続的な支援の充実に努めます。
また、令和元（2019）年 6 月 12 日には、子どもの貧困の解消に資することを目的に、
「子どもの貧困対策の推進に関する法律（平成 25 年 6 月 26 日法律第 64 号）」が改正され、
同法第 9 条第２項に市町村における対策計画の策定が努力義務として明記されました。今後、
大綱及び北海道子どもの貧困対策推進計画を踏まえつつ、本市における対策について取り組み
を進めます。

具体施策
・社会福祉協議会やハロー
ワークなど関係機関との横
断的連携
・引きこもりの実態調査と課
題解決に向けた支援
・子どもの貧困対策の推進

内

容

○生活困窮者の相談は複合的な課題を抱えている場合もあることか
ら、市の各担当課はもとより、社会福祉協議会やハローワークを
始め、各関係機関と連携を図るなか支援します。
○引きこもりの実態調査の方法を、他自治体の状況を検証しなが
ら、本市における実態の調査を実施するとともに、支援対象者の
課題解決に向けた相談支援を行います。
○子どもの貧困の実態把握に努めるとともに、子どもが健やかに成
長できるように、子どもの最善の利益を第一に考えた支援策に取
り組みます。
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（４）その人らしく生活する権利を守ります

～権利擁護の推進～

成年後見制度は、認知症、知的障がいや精神障がい等により判断能力が十分でないため、財
産管理や介護保険サービス等の各種福祉サービスを受ける契約を結ぶことに不安や困難がある
人に代わって、本人の権利を守り生活を支援する制度です。
今後、超高齢化社会を迎えるにあたり、成年後見制度の対象となる人の増加が見込まれるこ
とから、地域においてその人らしい暮らしを続けていけるように、制度の利用促進に努めます。
なお、成年後見制度の利用促進については、成年後見制度の利用の促進に関する法律第 14
条第 1 項において、「市町村の講ずる措置」として「基本的な計画を定めるよう努めること」
とされていることから、本計画中における士別地域成年後見センター事業への支援を「士別市
成年後見制度利用促進基本計画」に位置付けることとします。
また、個人の尊厳が尊重され、その人らしく生きる権利を擁護するためには、高齢者や障が
いのある方、児童生徒に対する虐待、夫婦間等のドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）など、
個人の尊厳を冒す重大な権利侵害である虐待の防止及び早期発見・早期対応の取り組みを推進
していかなければならないことから、地域や関係機関、専門家等と行政が連携するなかで、そ
れぞれの機関の持つ情報や強みを組み合わせて総合的な支援に努めます。

具体施策
・士別地域成年後見センター
事業への支援
・子どもの権利条例の普及
啓発

・虐待防止や DV 防止の
取り組み

内

容

○平成 31（2019）年４月１日に開設した「士別地域成年後見セ
ンター」について、情報提供などの支援を行うとともに、首長申
立てなど行政が行う措置について連携を図ります。
○「子どもの権利条例」について、広報紙等を用いた普及啓発を図
るとともに、条例に基づき「子どもにやさしいまち」づくりを進
めます。
○高齢者・障がい者・児童生徒などに対する虐待防止に関しては、
それぞれネットワーク会議等を設置しており、虐待の予防につい
ての普及啓発と虐待発生時の迅速な対応に努めます。
○虐待防止に関する各ネットワーク会議を始め、警察や児童相談所
など関係機関・団体と連携を図り、早期発見・早期解決に努めま
す。
○市に設置しているＤＶ相談専用電話を始め、各種相談窓口に関す
る情報発信を行います。

40

士別市成年後見制度利用促進基本計画
○基本的な考え方
成年後見制度は、ノーマライゼーションや自己決定権の尊重等の理念と、本人保護の理念と
の調和の観点から、認知症や精神上の障がい等により判断能力が不十分であるために、契約等
の法律行為における意思決定が困難な人について、成年後見人・保佐人・補助人（以下「成年
後見人等」又は「後見人」という。）がその判断能力を補うことによって、その人の生命、身体、
自由、財産等の権利を擁護することを目的とした制度です。
超高齢化社会を迎えるにあたり、認知症高齢者の増加や単独世帯の高齢者の増加が見込まれ
るなか、成年後見制度の利用の必要性が高まっていくものと考えられますが、実際の利用者数
は認知症高齢者等の数と比較して著しく少ないのが現状です。
今後、成年後見制度の利用促進を図っていくために、地域における課題を整理しつつ、次の
施策に取り組んでいきます。

Ⅰ

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、従来の介護・医療・福祉の連携に加え、司法
や地域の関係者等が連携して関わり、適切に必要な支援につなげるための仕組みづくりが必要
です。
そのため、地域連携ネットワークにおける個別の協力活動のほか、困難事例に対応するため
の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めざします。
（ⅰ）中核機関
この基本計画において、士別地域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について、和寒町、剣淵町、幌加内
町及び士別市社会福祉協議会と協議を進めます。
（ⅱ）地域連携ネットワークおよび中核機関の役割
これらの機関は次の５つの役割を担うこととします。
広
周

報
知

相
発

談
見

利用の促進
後見人支援
不正防止

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、必要なときに必要な支援につながる意識の醸成を図ります。
地域包括支援センター、医療及び介護関係者、自立支援協議会、基幹相談支
援センター等と連携し、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。
市民後見人の育成やその後の活動支援を行います。また、必要に応じて適切
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。
市民後見人や親族後見人からの相談に応じるとともに、専門的知見が必要な
ケースについ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。
後見人等に対する相談・支援体制を整え、後見人等の孤立化や不正の発生を
未然に防ぐことに努めます。

41

弁護士・司法書士

連携ネットワーク
中核機関：士別地域成年後見センター（予定））

委託

社会福祉士

市

民間団体・NPO 等
社会福祉協議会
本人
後見人等
（認知症高齢者）

福祉事業所

本人
後見人等
（障がい者）

チーム
・介護事業所
・医療機関
・ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ 等

医療機関

チーム
・福祉事業所
・医療機関
・自立支援協議会等

金融機関

基幹相談
支援センター

民生委員・児童委員

※チーム：本人に身近な親族、福祉・医療・地域等の関係者と後見人がチームとなって日常的に本人を見守り、本人
の意思や状況を継続的に把握し必要な対応を行う体制のことです。

Ⅱ

市民後見人の育成・活動の推進

身近な権利擁護支援の担い手として期待される市民後見人の育成に継続して取り組み，その
後の活動の支援および活用の推進を図ります。

Ⅲ

士別地域成年後見センターの機能充実

平成 31（2019）年 4 月 1 日に開設した「士別地域成年後見センター」では、成年後見制
度の周知・啓発から権利擁護に関する相談・対応、申立てに係る手続の支援及び市民後見人の
育成・支援に引き続き取り組みます。るワンストップ窓口としての機能充実を図ります。

Ⅳ

成年後見制度の利用支援

（ⅰ）市長申立て
判断能力が十分でない方が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，調査のうえ市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。
（ⅱ）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，申立費用や後見人等に対
する報酬費用の助成を行います。
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（５）市民のニーズを把握し、福祉サービスをより使いやすいものにします
誰もが住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らしていく「地域包括ケアシステム」を推進
していくためには、市民の多様なニーズに応えるとともに、利用者の意向を十分に尊重し、
サービスの向上に努めていく必要があります。
一方で、本来支援が必要であるにも関わらず自発的に申し出をしない、あるいはできない方
もいることから、こちらから積極的にサービスの利用を働きかけたり、他のサービスと連携す
るなど、包括的な視点からのサービスの提供に努めます。

具体施策
・各種サービス、施設におけ
るニーズの把握と質の向上

・地域包括ケア会議の推進
（高齢者）

・自立支援協議会の推進
（障がい児・者）

・医療と介護の連携強化

・サービス提供事業者との情
報共有

内

容

○福祉サービスの提供に従事する一人ひとりが、公正で、より質の
高いサービスを提供できるよう、事業者や従事者等に対し、内部
研修の実施や外部研修等への参加を促進します。
○地域包括支援センターでは、介護サービスの提供が必要な高齢者
等に対し、効果的な予防サービスや介護サービスが提供されるよ
う総合調整をする組織として、高齢者サービス事業所や市立病院
など、高齢者を支援する関係機関からなる「地域包括ケア会議」
を設置し、定例会議を行っています。今後、この会議を中心に
「地域包括ケアシステム」の構築に向けた地域づくりを進めま
す。
○障がい者支援の検討機関として、障がい者とその支援団体からな
る「自立支援協議会」を設置しています。また、協議会の中に専
門部会（相談支援部会、子ども部会、重症心身障がい児・者部
会、就労支援部会）を置き、部会ごとに福祉課題を共有し解決へ
向けての活発な協議を行っており、今後も障がい者への総合的な
支援に取り組みます。
○地域包括ケアシステムの構築、発展に向けて「在宅医療と介護の
連携推進会議」を活用し、医師や薬剤師・看護師等の医療職と介
護支援専門員や介護サービス事業所（施設・在宅）等との連携の
強化を図ります。
○市や社会福祉協議会・サービス事業所のホームページなど、情報
発信手段の連携を深め情報共有を図るとともに、
「地域包括ケア会
議」等への参画を促進します。
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目標３

いつまでも健やかで活躍できる健康づくりを推進します

（１）地域ぐるみでの健康づくりを推進します
近年、急速な高齢化や生活習慣の変化により、全国的にがん・心疾患・糖尿病などの生活習
慣病になる人や介護を必要とする人が増加しています。
そこで本市では、平成 31（2019）年４月１日から「士別市健康長寿推進条例」を施行し、
市全体で健康寿命の延伸に向けた取り組みを進めています。
市民一人ひとりが健診等を通じて自身の健康状態を正しく把握するとともに、行政や地域が
一体となって健康づくり活動に取り組むことで、健康寿命の延伸が期待できます。
地域で活動することは、人とのつながりを深め、やりがいや充実感を感じ、健康的で豊かな
生活につながります。健康づくり活動が市内各地で広がり、健康づくりに取り組む市民の増加
をめざし、関係機関や団体とも連携を図りつつ、市民の健康づくり施策を推進します。

具体施策
・健康長寿推進条例の推進

・受動喫煙防止条例の推進
・各種健（検）診受診率の
向上
・食育の推進

内

容

○健康長寿推進計画に基づき、市を始め、事業所、教育機関、関係
団体がそれぞれの責務や役割を担いつつ、健康づくり活動を進め
ます。
○市民を始め、本市を訪れる全ての人が受動喫煙を被ることのない
環境づくりのため、市、市民、事業所、関係団体が協働して受動
喫煙の防止対策に取り組みます。
○特定健診や各種がん検診など健診の受診勧奨を行い、受診率の向
上を図り、早期発見や発症予防・重症化予防に努めます。
○士別市食育推進計画に基づき、食の大切さに対する市民理解を深
め、関係機関や団体企業と連携のもと効果的な食育を推進しま
す。

（２）妊娠、出産、子育ての切れ目ない支援を強化します
本市では、
「子育て日本一」のまちをめざして、妊娠、出産、子育てに関する悩みや不安に対
応するため、さまざまな取り組みを進めています。
平成 28（2016）年度からは、士別市子育て支援センター「ゆら」に保健師を配置し、妊
娠期から出産、子どもの就学前までの間、母子とその家族を切れ目なく支援する子育て世代包
括支援センター事業を展開しています。
平成 31（2019）年 4 月には、士別市放課後等デイサービス「青空」を開設し、発達に心
配のある就学している子どもに対して、日常生活動作や集団生活に適応できるよう支援を行っ
ています。
また、「士別市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、地域における子育て家庭への支援に
取り組むとともに、子育て支援拠点の充実を始め、障がいのある子どもへの支援拡充、放課後
児童の健全育成、子育て支援団体などの活動促進、ひとり親家庭への支援充実を図っています。
今後も、すべての子どもが健やかに成長し、すべての子育て家族が適切なサービスを受けられ
るよう、各関係機関と連携し取り組みを進めます。
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具体施策
・子育て支援センター
「ゆら」の積極的活用
・医療費助成制度の継続

・妊産婦及び乳幼児への支援

・保育所、児童館等における
支援の充実

内

容

○子育て中の親子が気軽に集まり、交流を図れる場として「ゆら」
の利用促進を図ります。
○遊びの広場や育児相談、絵本の貸し出し、育児講座、講演会等の
他に移動型・訪問型の子育て支援を実施します。
○子育て家庭への経済的負担を軽減するため、中学生以下の入院・
外来医療費自己負担額の無料化を継続します。
○保健福祉センターと子育て包括支援センターが連携して、妊娠期
から妊婦の悩みや不安を軽減するために相談事業やマタニティス
クール等を行います。出産後は新生児訪問や乳幼児健診・相談等
でお子さんの成長に沿った支援の提供に努めます。
○幼少期における教育、保育の質の向上と多様化する保護者のニー
ズに対応するため、幼稚園での教育や保育所における保育サービ
スの充実を図ります。
○放課後児童クラブや放課後子ども教室、児童館、放課後デイサー
ビスにおいて、子どもが安心して過ごせる居場所づくりに努めま
す。

（３）自殺予防対策を進めます
自殺は，個人の自由な意思の選択の結果ではなく，さまざまな悩みにより心理的に追い込ま
れた末の死であり，その多くは防ぐことができる社会的な問題として認識する必要があります。
本市では，令和元（2019）年度からこれまでの自殺予防に関する取り組みを継承しつつ，
さらに取り組みを強化するために、健康長寿推進計画の中間評価と併せて「士別市自殺対策計
画」を策定し、自殺死亡率の減少という目標に向け、さまざまな施策に取り組みます。

具体施策
・いのちの電話等相談窓口の
周知
・ゲートキーパーの養成
・命を守るネットワーク会議
の設置

・児童生徒の SOS の出し方
に関する教育

内

容

○自殺予防相談窓口（リーフレット）の配架やホームページ等で
困ったときに相談できる窓口を周知します。
○相談窓口の職員や地域の住民 1 人ひとりが「悩みや困難を抱える
人への気づき」に対応できる知識を身につけるための講座を行い
ます。
○庁内を始め、関係機関、地域の民生委員児童委員などと連携、協
働するための会議を開催し、自殺予防にむけた施策を推進しま
す。
○保護者が子どもの SOS に気づき適切な対応ができるよう、ま
た、児童生徒が自分や友達の気持ちに気づき、援助を求める行動
ができるよう、学校教育場面での指導やパンフレットの作成を行
います。
○民生委員児童委員や主任児童委員が学校訪問を通じて事案解決の
ための連携強化を図ります。
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目標４

安全・安心なまちづくりを推進します

（１）市民と一緒に災害時の支援体制を強化します
近年は、地震や豪雨など各地で災害が多く発生しています。また、平成 30（2018）年９
月６日に発生した北海道胆振東部地震では、その後の北海道全域にわたる電源喪失（いわゆる
ブラックアウト）により、本市においても大きな被害がでました。
こうしたなか、高齢者の増加に伴い災害発生時に一人では避難できない人への対応が急務と
なっていることから、「士別市地域防災計画」に基づき、民生委員児童委員や自治会、ボラン
ティア、福祉施設などと連携して、要支援者の安否確認や情報伝達を行うとともに、災害時の
助け合い活動を強化します。
また、災害時の対応では、平素から顔の見える関係づくりが重要であることから、地域の絆
を深める取り組みを進めます。

具体施策
・要支援者名簿の作成
・ハザードマップの作成と周
知
・総合防災訓練の実施

・災害を想定した支援内容の
検証

・緊急通報装置や徘徊高齢者
位置検索システムの推進

・自主防災組織の促進
・避難所における支援体制の
整備

内

容

○本人または家族などの支援だけでは避難が困難な方を対象とした
「避難行動要支援者名簿」を作成し、自治会等の関係機関と名簿
共有を行うことで、災害時の避難支援を行います。
○平成 31（2019）年４月に改訂した「洪水ハザードマップ」及
び平成 30（2018）年５月に策定した「ため池ハザードマッ
プ」の周知を図るとともに、定期的な見直しを行います。
○市民の防災意識などの高揚を図るとともに、災害時の対応を身に
つけるため、市民や行政、自治会や関係機関が一体となった総合
防災訓練を定期的に実施します。
○社会福祉協議会においては、災害救援ボランティアセンター運営
マニュアルを作成し、災害時要支援者へ配慮すべき内容を明記し
ていますが、災害の種類によって配慮すべき内容が異なるため、
定期的な検証を促進します。
○救援・救護に備え、高齢者や障がい者などに対応する支援方法に
ついてのマニュアル化を進めるとともに、各施設に対し実際の災
害を想定したより実践的な避難訓練の実施を求めていきます。
○一人暮らしの高齢者や障がいのある人などに緊急通報装置を貸与
し、緊急時の救急活動の迅速化を推進します。
○徘徊時の捜索を速やかに行うため、警察署、市、関係機関が連携
した「SOS ネットワーク」への登録や「徘徊高齢者位置検索シ
ステム（GPS）
」の購入助成について普及・啓発に努めます。
○令和元（2019）年７月末現在 23 の自主防災組織が結成されて
おり、引き続き組織化を促進します。
○現在、市内８ヵ所の民間施設と福祉避難場所の協定を結んでいま
すが、人工呼吸器など電源を必要とする障がい者等が、長時間の
停電時などに緊急避難できる非常電源が確保された避難場所への
案内や避難場所の運用の整備を進めます。

（２）ユニバーサルデザインの導入やバリアフリー化を進めます
高齢者や障がいのある人、子育て中の人などを含めたすべての市民が安心して快適に生活す
るためには、道路や施設、移動手段などを整備し、誰にとっても活動しやすい環境の整備が重
要となります。
そこで、「士別市福祉のまちづくり条例」の整備基準を基本に、「北海道福祉のまちづくり条
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例」や「北海道ユニバーサルデザイン指針」にも準拠した施設整備を進めることで、バリアフ
リー化を推進します。
また、高齢者や障がいのある人が、住み慣れた住宅で安心して自立した生活を送るための住
環境整備を推進します。

具体施策
・ユニバーサルデザインの意
識啓発

・住まいのバリアフリー化の
推進

・公的施設のバリアフリー化
の推進

・道路や交通機関のバリアフ
リー化の促進

・利便性の高い外出支援制度
の構築

内

容

○事業者や関係機関などと連携し、ユニバーサルデザインの意識啓
発や普及促進に努めます。
○一定規模以上の共同住宅を新築・改築・改修する際に「北海道福
祉のまちづくり条例」
「士別市福祉のまちづくり条例」に基づき、
エレベーターの設置や玄関のスロープ化など共有部分のバリアフ
リー化を促進します。
○介護保険制度の住宅改修費助成等の活用により、段差解消や手す
りの設置など、住み続けられる住まいの支援を行います。
○公共施設については計画的にバリアフリー化を進めており、オス
トメイト設備の設置や公園トイレのバリアフリー化など継続して
取り組みます。
○高齢者や障がいのある人などが安心して通行することができるよ
うに、歩道の段差・傾斜・勾配の改善、視覚障がい者誘導用ブ
ロックの設置等を進めます。また、困っている人を見かけたら気
軽に声をかけ、必要なお手伝いができる人が増えるよう、市民へ
の啓発に努めます。
○高齢者・障がいのある人が安全に、安心して利用できるよう市内
循環バスに低床バスが導入されていますが、今後も車両の切り替
えの際には低床バスを導入するよう事業者に求めていきます。
○士別駅を始め、公共的施設には、高齢者や障がいのある人が利用
しやすいようスロープ、多目的トイレなどの整備、改修が行われ
るよう事業者に協力を求めていきます。
○市内に居住する障がいのある人が、車椅子でＪＲ士別駅を利用す
る際に利用できる乗降介助について、委託先である社会福祉協議
会と協議しつつ、利便性の向上に努めます。
○高齢者や障がい者に対する外出支援策について、他の事業との整
合性を図りながら、利便性の高い外出支援体制となるよう努めま
す。

（３）地域と一緒に、すべての人を犯罪から守ります
少子高齢化や核家族化の進展、人間関係の希薄化により、地域社会が持っていた犯罪抑止の
機能が低下し、高齢者や子ども、女性、障がい者などが犯罪に巻き込まれることが増えてきて
います。また、高齢者や子どもを交通事故から守る取り組みも重要です。
これらの問題に対応するには、住民の連帯感を深め、防犯や交通安全の意識を高めることが
大切です。地域ぐるみで情報を共有し、支え合い・助け合いの精神を醸成することで、地域の
安全を守ります。
また、毎年 7 月に犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの理解を深め、犯罪のない地域社会
を築くための「社会を明るくする運動」を実施し、保護司会を始め、警察や防犯協会など関係
機関と連携し、その普及啓発に努めます。
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具体施策

・防犯情報の提供

・「地域の目と声をください
運動」の促進

・地域における防犯対策の推
進

・消費者啓発活動
・社会を明るくする運動 ※ の
普及啓発
・保護司会との連携

内

容

○高齢者や障がい者などを狙った悪質商法や、子どもを巻き込む事
件などの被害に遭わないよう、広報紙やホームページ、さほっち
メェーるなどで情報の提供に努めます。
○士別地区広域消費センターが実施している「消費者被害防止ネッ
トワーク」において防犯関連情報を配信し、市民との情報共有を
図ります。
○自治会・防犯協会・市 PTA 連絡協議会の３者が中心となり進め
ている「地域の目と声をください運動」を通して、子どもや高齢
者などへの声かけ運動を促進します。
○園児、児童、生徒の通園・通学時や、高齢者、障がい者などの安
全確保のため、地域住民の方に協力いただきながら「110 番の家
と店」や「わんわんパトロール」の取り組みを進めます。
○防犯協会や地域の自主防犯団体等の協力のもと実施している「地
域の目と声をください運動」
、さらには「青色回転灯搭載車による
見守り」を実施しており、今後も多くの団体とのネットワークを
広げ、安全で安心できるまちづくりに努めます。
○夜間の生活道路の明るさを確保するため、防犯灯の増設や LED
化を支援します。
○高齢者等を狙った悪質商法や振り込め詐欺等の消費者被害を防止
するため、情報提供及び消費者相談・消費者教育の強化を図りま
す。
○士別消費者協会が行う悪質商法防止の活動を支援します。
○士別市社会を明るくする運動実行委員会と連携し、普及啓発活動
を推進します。
○士別地区保護司サポートセンターにおける活動状況等について情
報提供していただきながら、関係機関と連携を図り、犯罪や非行
のない地域社会の実現に努めます。

※社会を明るくする運動：すべての人が犯罪や非行の防止と、罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞ
れの立場で力を合わせて犯罪のない明るい社会を築こうとする全国的な運動です。
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第５章 計画の進行管理
５－１

点検と評価

計画の進行管理については、「第 4 期士別市地域福祉計画懇談会」において、他の福祉関連
計画などとも連携を図りながら、点検・評価を行っていきます。
計画の点検・評価については、PDCA サイクルに基づき、計画（Plan）を立て、それを実
行（Ｄo）し、実行の結果を評価（Ｃheck）して、さらに計画の見直し（Action）を行うとい
う一連の流れにより進めます。
また、地域福祉に関する情報は、市の広報紙やホームページなどを活用して、広く市民に周
知していきます。

■ＰＤＣＡサイクルによる計画の進行管理

Ｐ
１．Plan(計画の策定)
❍パブリックコメントの実施
❍本計画の策定
❍５年ごとの改定

Ａ

Ｄ
２．Do(計画の実行)
❍各種施策の実行
（市民・事業者・行政が
協働して実施）

４．Action(計画の見直し)
❍改善策の検討
❍新たな目標の設定

Ｃ
３．Check
(計画の確認・評価)
❍目標の達成状況の確
認、施策内容の評価
❍進捗・達成状況の
公表
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資 料 編
資料１

アンケート調査結果の概要

「地域福祉」に対する市民の考え方や地域とのつながり、またボランティアや地域での活動
状況等を把握し、第３期計画の検証と第４期計画策定にあたっての基礎資料とするため、次の
とおり「地域福祉計画策定のためのアンケート調査」を実施しました。
❍調査地域

：士別市全域

❍調査対象者：士別市在住の 16 歳以上の市民
❍抽出方法

：無作為抽出 1,500 人

❍調査時期

：平成３０年１１月

❍調査方法

：郵送配布・郵送回収（無記名回答）

❍回収結果

：有効回収数 ６９８人（有効回収率 46.5％）

（１）地域の付き合いやつながり
問

あなたは、ふだん近所の人と、どの程度の付き合いをしていますか

・「顔を合わせればあいさつする程度」の割合が 43.6％と最も高く、次いで「なんでもとま
ではいかないが、内容によっては相談し、助け合うこともできる」が 23.1％、「簡単な頼
みごとならできる」が 20.3％、「ほとんどつき合いはない」が 4.4％となっています。

問

あなたは、近所付き合いについてどのようにお考えですか

・「近所であいさつをしたり、協力することは当然だと思う」の割合が 49.7％と最も高く、
次いで「助け合って暮らしていくことが大切だと思う」が 23.5％、
「あいさつ程度はする
が、あまり深くかかわりたくない」が 22.5％、「近所づき合いはわずらわしいのであまり
したくない」が 2.1％となっています。
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問

あなたやご家族の日常生活が不自由になった時、近所や地域、行政に何をして欲

しいですか。また、近所で困っている方に、あなたが出来ることは何ですか
・日常生活が不自由になったときして欲しいことは、「雪かきや屋根の雪下ろし」の割合が
47.4％と最も高く、次いで「災害時の手助け」が 42.3％、「安否確認や声かけ」が
38.3％、
「通院や外出の付き添い」が 16.5％となっています。
・自ら出来ることは、「安否確認や声かけ」の割合が 58.3％と最も高く、次いで「災害時の
手助け」が 42.8％、「話し相手」が 36.7％、「雪かきや屋根の雪下ろし」が 25.4％と
なっています。
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（２）ボランティアや地域活動について
問

あなたは、ボランティアや地域活動に参加していますか。また、したいと思いま

すか
・「機会があれば参加したい」の割合が 35.5％と最も高く、次いで「あまり参加したくな
い」が 26.8％、「参加したくない」が 13.9％、
「現在参加しており、今後も続けたい」が
11.3％となっています。

問

「参加している」又は「参加したい」とお答えの方にお聞きします。参加してい

る又は参加したいと思う目的・理由は何ですか
・「社会貢献」の割合が 30.7％と最も高く、次いで「自分自身の生きがいや楽しみ」が
23.7％、
「仲間づくり」が 21.7％、
「健康維持のため」が 20.3％となっています。
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問

参加したい(続けたい)ボランティアや地域活動は次のどの分野ですか

・「自治会などの地域活動」の割合が 36.6％と最も高く、次いで「環境・美化」が 29.6％、
「高齢者分野」が 27.0％、「健康づくり・保健分野」が 25.9％となっています。

問

ボランティア活動や地域活動を活発にしていくためには何が必要だと思いますか

・「ボランティア活動についての情報提供を積極的に行う」の割合が 36.2％と最も高く、次
いで「ボランティアに経済的負担がかからないように交通費などの実費を補助する」が
33.2％、「企業などがボランティア休暇を認めるなどの特別な配慮をする」が 22.3％、
「学校教育の一環としてボランティア活動を活発に行う」が 21.6％となっています。
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（３）社会福祉協議会や民生委員児童委員について
問

社会福祉協議会の存在や活動を知っていますか

・「知っている」の割合が 47.9％と最も高く、次いで「名前を聞いたことがある」が
28.7％、
「知らない」が 13.9％となっています。

問

あなたは、社会福祉協議会にどのようなことを期待しますか

・「訪問介護等の介護保険サービスにもとづくサービスの充実」の割合が 50.9％と最も高く、
次いで「介護保険サービス以外の在宅福祉サービスの充実」が 42.8％、「福祉に関する情
報提供の充実」が 29.0％、「福祉に関する相談や苦情の受付」が 19.5％、
「近隣同士の助
け合いの仕組みづくりとその充実」の割合は全体の 18.9％となっています。
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問

民生委員児童委員が、地域福祉に関する下記の活動を行っていることをご存じで

すか
・「高齢者など支援が必要な人への訪問」の割合が 51.0％と最も高く、次いで「日常生活の
悩みや心配ごとの相談」が 38.7％、「福祉に関する情報の提供」が 25.4％「子どもに関
する相談」が 21.5％、となっています。

（４）健康や福祉に関する相談・情報について
問

日々の生活でどのような悩みや不安を感じていますか

・「自分の健康」の割合が 56.9％と最も高く、次いで「家族の健康」が 48.0％、
「生活費」
が 24.6％、「家族の介護」が 21.2％、「地震や台風などの災害」が 20.9％となっていま
す。
・前回のアンケート調査と比較すると、「地震や台風などの災害」の割合が大きく増加して
います。
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問

悩みや不安を、「だれに」又は「どこ」に相談していますか

・「家族」の割合が 67.8％と最も高く、次いで「友人・知人」が 30.4％、「親戚」が
17.0％、
「医療機関（医師や看護師）や薬剤師」が 16.5％となっています。
・前回の結果と比較すると、「医療機関（医師や看護師）や薬剤師」の割合が大きく増加し
ています。

問

福祉サービスに関する情報をどこから入手していますか。(○はいくつでも)

・「広報紙」の割合が 56.2％と最も高く、次いで「新聞・雑誌・テレビ・ラジオ」が
25.5％、「知人・友人」が 16.9％、「どこからも入手していない」が 16.8％となってい
ます。
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問

福祉や健康についてどのような情報が必要ですか。(○はいくつでも)

・「介護保険や高齢者福祉サービスの情報」の割合が 44.8％と最も高く、次いで「福祉サー
ビスの利用方法についての情報」が 39.3％、「健康づくりについてのサービスの情報」が
34.1％となっています。

（５）地域における福祉全般について
問

あなたは、「福祉」について関心がありますか

・「ある程度関心がある」の割合が 52.1％と最も高く、次いで「あまり関心がない」が
18.8％、
「とても関心がある」が 13.5％、
「全く関心がない」が 2.0％となっています。
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問

あなたは、何か困っている高齢者や障がい者を見かけた時、手助けをしますか

・「求められれば手助けをしている」の割合が 33.0％と最も高く、次いで「なるべく積極的
に声をかけ、手助けしている」が 23.6％、「心がけているが、これまで機会がない」が
23.5％、
「したいと思っているが、いつもためらってしまう」が 7.2％となっています。

問

これからの地域における福祉について、あなたはどのように考えますか

・「福祉や地域のことは、行政も住民も協力し合い、共に取り組むべき」の割合が 46.0％と
最も高く、次いで「地域の人が互いに協力し、住みやすい地域にしていくべき」が
19.9％、「福祉や地域のことは、行政がしっかりと面倒をみるべき」が 12.5％、「できる
だけ人に頼らず、自分や家族でやっていくべき」が 9.0％となっています。
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問

地域での助け合いや支え合いの活動の輪を広げるために、今後特にどのようなこ

とが重要だと思いますか
・「地域で行っているさまざまな活動内容について情報提供を充実する」の割合が 33.5％と
最も高く、次いで「地域の中で手助けを必要としている人と手助けをしたいと思っている
人を結び付けるための調整の場や組織を充実する」が 32.7％、「地域での助け合いや支え
合いの大切さをＰＲする」が 28.2％、
「学校教育や社会教育などを通じた福祉教育を充実
する」、及び「地域活動や福祉活動等に関する地域での学習機会を充実する」が、いずれ
も 24.4％となっています。
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問

今後、地域福祉の充実のために市が積極的に取り組むべきことは何だと思います

か
・
「身近な相談窓口の充実」の割合が 27.7.％と最も高く、次いで「住民同士の支え合い活動
の支援」が 19.9％、「災害が発生した際の安否確認や避難誘導などの防災活動」が
19.6％、
「保健福祉に関する情報提供の充実」が 18.9％となっています。
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（６）災害時の助け合いについて
問

あなたは災害などの緊急事態が発生した場合、支障なく避難できると思いますか

・「避難できると思う」の割合が 43.6％と最も高く、次いで「わからない」が 33.4％、「避
難できないと思う」が 16.5％となっています。

問

地震などの災害時における地域の助け合いは、非常に重要なことです。あなたの

住む地域における災害時の備えとして、どのようなことが重要だと思いますか
・「危険箇所の把握」の割合が 42.8％と最も高く、次いで「日ごろからのあいさつ、声かけ
や付き合い」が 41.4％、「地域における災害時に支援が必要な人の把握」が 35.2％、
「支
援が必要な人に対する情報伝達体制の構築」が 29.2％となっています。
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問

あなた自身は、災害時に、高齢者、障がい者、妊婦、乳幼児など隣り近所に自力

で避難できない人が出たとき、どう対応しますか。現時点のお考えとしてお答えくだ
さい。
・「自発的に手助けする、手助けしてもいい」の割合が 51.1％と最も高く、次いで「自治会
から要請があれば、手助けする」が 19.1％、
「わからない」が 8.9％となっています。

（７）士別市での居住継続意向について
問

将来も士別市に住み続けたいと思いますか

・「できれば住み続けたい」の割合が 39.3％と最も高く、次いで「ずっと住み続けたい」が
33.1％、「わからない」が 11.0％となっており、約７割の方が住み続けたいと思ってい
ます。

62

資料２
分野

高
齢
者
福
祉

障
が
い
者
福
祉

相談窓口一覧
相談内容

相談窓口

・ 介 護や 高 齢 者 に
関する相談全般

市役所 健康福祉部地域包括ケア推進課
（地域包括支援センター）
【担当地区：市内全域】
在宅介護支援センター ふれあい
【担当地区：市内中央北地区（宮下通北側）
・市
内中央西地区（大通西側）
・南士別・西士別・北
町・温根別】
在宅介護支援センター しあわせ
【担当地区：市内中央南地区（宮下通南側）
・市
内中央東地区（大通東側）
・南町・東山・東丘・
武徳・下士別・多寄・川西・中士別】
在宅介護支援センター みどり
【担当地区：朝日・上士別】

23-3121

22-0308

29-2229

28-4701

・ 介 護保 険 制 度 や
高 齢 者福 祉 サ ー ビ
スに関すること
・ 高 齢者 へ の 虐 待
に関すること

市役所 健康福祉部介護保険課

23-3121

市役所 朝日支所地域住民課
市役所 健康福祉部地域包括ケア推進課
（地域包括支援センター）

28-2121

・ 障 がい 者 や 家 族
に関する相談全般
・ 障 害者 団 体 へ の
入会に関すること

市役所 健康福祉部福祉課

23-3121

市役所 朝日支所地域住民課

28-2121

社会福祉法人しべつ福祉会
相談支援センター「ほっと」

22-4860

市役所 健康福祉部福祉課

23-3121

士別市障がい者虐待防止センター
（健康福祉部福祉課）

23-3121

児童相談支援センター 虹

26-7851

保健福祉センター

22-2400

子育て支援センター「ゆら」

26-7202

つどいの広場「きら」

23-0789

つどいの広場「きら」あさひ

28-2121

家庭児童相談室
※緊急時は 110 番 または 189（児童相談
所全国共通 3 桁ダイヤル）へ

23-3984

青少年相談室 のぞみの電話

23-0625

こども通園センター のぞみ園

23-0727

児童相談支援センター 虹

26-7851

保健福祉センター

22-2400

市役所 健康福祉部こども・子育て応援課

23-3121

・ 障 がい 者 へ の 差
別に関すること
・ 障 がい 者 へ の 虐
待に関すること
・ 障 がい 児 に 関 す
る相談全般

・ 育 児や 子 育 て に
関すること

子
ど
も
・
子
育
て

電話番号

・ 子 ども の 養 育 や
児 童 虐待 に 関 す る
こと
・ い じめ や 不 登 校
に関すること
・ 子 ども の 発 達 に
関すること
・ 心 の悩 み や 不 安
に関すること
・ ひ とり 親 家 庭 等
に関すること
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23-3121

分野

相談内容

権利
擁護

・ 成 年後 見 人 制 度
に関すること

生活
全般

・ 生 活困 窮 に 関 す
ること
・ 金 銭管 理 に 関 す
ること
・ 悪 質商 法 や 詐 欺
などに関すること

生活
安全

・ Ｄ Ｖ（ 配 偶 者 暴
力）に関すること
※ 緊 急 時 は 110
番へ

健康

・ 健 （検 ） 診 や 食
生活に関すること
・ い きい き 健 康 セ
ン タ ーの 利 用 に 関
すること
・小児救急電話相
談（休日・夜間）

相談窓口

電話番号

市役所 健康福祉部地域包括ケア推進課
（地域包括支援センター）

23-3121

士別地域成年後見センター

26-7500

市役所 健康福祉部福祉課

23-3121

士別地域成年後見センター

26-7500

士別警察署

23-0110

消費生活相談ダイヤル（市役所自治環境課内）

23-3820

市役所 健康福祉部地域包括ケア推進課

22-1055

配偶者暴力相談支援センター

0166-46-5051

ウィメンズネット旭川

0166-24-1388

道立女性相談援助センター

女性用

011-666-9955

（男性も相談できます）

男性用

011-661-3210

保健福祉センター

22-2400

いきいき健康センター

26-7776
011-232-1599

北海道

＃8000
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資料３

第４期士別市地域福祉計画策定懇談会

（１）委員一覧
（平成 30 年７月 1 日～第４期士別市地域福祉計画の計画期間）

区

分

会

長

組 織 名

氏 名

士別市ボランティアセンター運営委員会

矢 田

孝

副会長

士別市自立支援協議会

堀

委

員

士別地域基幹相談支援センター

渡 邊 建 司

委

員

士別市民生委員児童委員協議会

佐 藤 郭 嗣

委

員

士別市子ども会育成連絡協議会

佐々木

委

員

士別市老人クラブ連合会

谷 村 賢 蔵

委

員

士別市自治会連合会

細 川 博 司

委

員

（非営利法人）のぽぽん

小酒井 知 子

委 員

（社会福祉法人）士別市シルバー人材センター

佐 藤 準 一

委 員

（社会福祉法人）士別市社会福祉協議会

生 方 輝 喜

裕 敬

隆

（２）策定経過
年

月

日

平成 30 年
9 月 26 日
11 月 25 日

内

容

第１回
士別市地域福祉計画策定懇談会
第２回
士別市地域福祉計画策定懇談会

・アンケート調査について
・今後のスケジュールについて
・アンケート調査について

令和元年
7 月 25 日

第３回
士別市地域福祉計画策定懇談会

・第４期士別市地域福祉計画骨子（案）
について
・成年後見制度利用促進基本計画につい
て

9月 4日

第４回
士別市地域福祉計画策定懇談会

・第４期士別市地域福祉計画（案）につ
いて

65

発
発

行

日

令和２年３月

行

北海道士別市
〒095-8686
北海道士別市東６条４丁目１番地
ＴＥＬ：0165-23-3121（代表）

企画・編集

健康福祉部 地域包括ケア推進課

表紙原案

士別市立士別東高等学校美術部
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電話 0165-23-3121 FAX 0165-23-1766
ホームページ http://www.city.shibetsu.lg.jp
E-mail houkatsushien@city.shibetsu.lg.jp

