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第１章 計画策定にあたって 
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第１章 計画策定にあたって 

１．計画策定の背景・目的 

（１）社会的背景・目的 

全国的に少子高齢化や、働き手となる若者の都市への流出が進行するなかで、何らかの手助け

や支援を必要としている人たちが増えています。価値観や生活様式の多様化などにより、人と人

とのつながりが希薄になることによって、社会的に孤立する人の増加という新たな問題も生じて

います。 

そのほか、高齢者や障がいのある人、児童に対する虐待や孤独死の問題、生活困窮者への支援

など、多様な地域生活課題が複合化・深刻化しています。また、東日本大震災、平成 28 年の熊

本地震、平成 29 年の九州北部豪雨、平成 30 年 9 月 6 日の胆振東部地震の発生により、あら

ためて地域コミュニティの重要性が再認識されており、日頃からのつながりや災害時における要

支援者への支援体制の構築が求められています。 

こうした背景から、国は平成 29 年 6 月に社会福祉法を改正し、地域福祉を推進する理念とし

て、支援を必要とする住民（世帯）が抱える多様で複合的な地域生活課題について、住民や福祉

関係者（地域住民等）自らが把握し、関係機関との連携による解決が図られることを明記しまし

た。 

また、市町村も地域住民が地域福祉活動へ参加促進する環境整備や各福祉分野を超えて地域生

活課題について、総合的に相談に応じ、関係機関と連携する包括的な支援体制整備に努めること

が必要となります。 

こうした背景を受け、「猿払村地域福祉計画」を策定し、地域福祉の推進を目指します。 

 

（２）地域共生社会の実現 

「地域共生社会」とは、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超え

て、地域で暮らす住民や、地域で活動する各種の団体など地域の多様な主体が、地域で生じるさ

まざまな課題の解決に向けた取り組みに「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分

野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域を共に創って

いく社会のことです。国は、この地域共生社会の実現を目指す取り組みを進めています。 

猿払村においても、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍でき

る地域コミュニティを醸成し、地域の住民、団体等が公的な福祉サービスと協働して助け合いな

がら暮らすことのできる「地域共生社会」の実現を目指します。「猿払村地域福祉計画」は、猿払

村における地域共生社会を目指すうえでの、ひとつの指針となるものです。 
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２．地域福祉計画とは 

地域福祉とは、高齢者福祉・障がい者福祉・児童福祉などの対象者ごとの福祉サービスだけで

はなく、地域に暮らす人や地域で活動する団体・事業者、そして行政が一体となって、自分たち

が住んでいる地域社会の生活課題を発見し、解決していこうとするものです。 

具体的には、支援を必要としている人やその家族が、地域社会の中で自立した生活を送ること

ができるように、公的サービスのみならず、地域住民のふれあい交流活動や見守り活動、助け合

い活動、健康づくりといった支援・支え合いを、地域でお互いに行っていくことを言います。 

その「地域での支え合い」を含め、住民と行政とが協働しながら、どのように地域福祉を進め

ていくか定めたものが地域福祉計画です。 

 

  

■「自助」「共助」「公助」の役割 

 地域社会においては、住民一人ひとり、団体、事業所、行政など立場の違うそれぞれが地域

の大切な構成員であり、そのそれぞれが地域の福祉に取り組むことが求められています。 

 地域福祉計画では、この「異なる立場」の役割分担として、「自助」「共助」「公助」の３つに

区分し、これらをまとめて「地域福祉のための３つの助け」と言います。 

 まず、「自助」とは「自分自身や家族の活動」を指しますが、この自助の力が低下する昨今

は、地域社会が住む人すべてにとって住みやすいものとなるためには、「公的な制度による福祉

サービスの整備（公助）」だけでなく、「隣近所などによる支え合い、助け合い（共助）」や「地

域住民、地域活動・地域福祉活動を行う人、福祉サービス事業者などによる地域での組織化さ

れた活動（共助）」の役割がますます重要となってきています。 

 

 「芦屋町地域福祉計画」は、このうち「共助」を中心としながら、地域全体で福祉活動に参

加し、お互いに支え合い、助け合うための基本的な考え方や取り組みについて示すものです。 

住民一人ひとり 

や家族に期待さ 

れる役割です。 

ご近所のほか、自治区、社会福祉協議会、民生委

員・児童委員、福祉相談員、福祉サービス事業

所、各関係団体、企業・事業所、ボランティア等

地域の団体・ 

組織等に期待される役割です。 

法や制度に基づ

いて実施する行

政の役割です。 

 

「共助」とは 「公助」とは 「自助」とは 

これまでは主に… 

 

ボランティア 民生委員 

支援を必要とする人 支援を必要とする人 支援を必要とする人 

住民自身の力 

事業所の力 ご近所の力 

地域活動団体の力 

ボランティアの力 

そこに・・ 

協力して力を 
さらにプラス！ 

 

  

住民一人ひとり 

地域 行 政 

これからは住民・地域・行政等が対等に協力する時代へ 

行政サービスによる支援 
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３．計画の位置付け 

（１）法的位置づけ 

地域福祉計画は、社会福祉法第 107 条の規定に基づき、住民に最も身近な市町村が、地域福

祉推進の主体である住民等の参加を得ながら、地域の様々な生活課題を明らかにし、その解決に

向けた取り組みを示す計画です。 

 

 

 
 

（ 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） 市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項項 

（３） 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項 

（４） 福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達の 

ための基盤整備に関する事項 

（５） 市町村による第百六条の三第一項各号に掲げる事業の実施の支援に関する事項 

２ 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、

地域住民等の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるもの

とする。 

３ 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び評価

を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を変更

するものとする。 
  

改正社会福祉法 抜粋 （平成 30 年 4 月 1 日施行） 

javascript:void(0);
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（２）猿払村における地域福祉計画の位置付け 

「猿払村地域福祉計画」は、「猿払村総合計画」を上位計画とした計画であり、高齢者福祉、児

童福祉・子育て支援、障がい福祉等、他の福祉分野における行政計画（猿払村子ども・子育て支

援事業計画、猿払村介護保険事業計画・高齢者福祉計画、猿払村障がい者福祉基本計画）との整

合性・連携を図りながら、地域住民主体のまちづくりや幅広い地域住民の参加を基本として、村

民の生活全般にわたる福祉向上を図ることを目標とします。 

 

 

４．計画の期間 

本計画の計画期間は、2019（平成 31）年度から 2023 年度までの５年間とします。 

なお、計画期間においては計画の進捗状況や成果について検証し、状況に応じて見直しを行

うものとします。 

 

第７次猿払村総合計画

連携猿払村地域福祉計画

猿
払
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障
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５．計画の策定体制 

（１）策定委員会の設置 

「学識経験者」、「民生委員児童委員」、「社会福祉事業に関する者」、「地域福祉活動に関する

者」などから構成される「猿払村地域福祉計画策定委員会」を設置し、慎重な協議を重ね、本

計画を策定いたします。 

 

（２）アンケート調査の実施 

猿払村に居住する方を対象に、アンケート調査を実施し、地域福祉推進についてのご意見を伺

い、今後の福祉施策を展開するための基礎資料とします。 

 

 

（３）地域ワークショップの実施 

より多くの住民に計画策定に参加してもらい、地域の課題や解決策を協議していただくとと

もに、「地域福祉」を理解してもらうきっかけづくりの場として、ワークショップを実施し、地

域や福祉等に関する現状や課題などを協議、発表いただき、計画策定の基礎資料としています。 

 

（４）国・道との連携 

計画策定にあたっては、国や道の示す考え方や方向性などと適宜、整合性を確保しながら、

策定を行います。 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 猿払村を取り巻く現状 
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第２章 猿払村を取り巻く現状 

１．人口の動向 

（１）人口の推移 

本村の人口は、平成 25 年の 2,820 人から平成 30 年の 2,766 人と、年ごとの変動はあ

るものの減少しています。 

年齢区分ごとの人口では、0～14 歳の年少人口が、平成 25 年の 436 人から平成 30 年の

394 人、15～64 歳までの生産年齢人口は、平成 25 年 1,772 人から平成 30 年の 1742

人と共に減少しています。 

一方、65 歳以上の高齢者は、平成 25 年の 612 人から平成 30 年の 630 人と増加してい

ます。 

 

各年 3月 31日現在     

 

（２）世帯の推移 

世帯の状況は、平成 25 年の 1,136 世帯から平成 29 年の 1,149 世帯と増加しています。 

一方、１世帯あたりの人員については、平成 25 年の 2.48 人から平成 29 年の 2.37 人と

減少しています。 

 

各年 10月 1日現在     

436 430 422 417 406 394 

1,772 1,766 1,749 1,723 1,703 1,742

612 623 621 629 616 630

2,820 2,819 2,792 2,769 2,725 2,766

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

年齢区分ごとの人口推移

年少人口（0-14歳） 生産年齢人口（15-64歳） 老齢人口（65歳以上）

（人）

1,136 1,143 1,140 1,137 1,149 

2.48 2.47 2.45 2.44 2.37

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

0

300

600

900

1,200
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世帯数と一世帯あたりの人員数の推移

世帯数 1世帯あたりの人員

（人）（世帯）
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（３）転入・転出の推移 

平成 25 年度以降の転入・転出の状況では、平成 27・29 年で転入が転出を上回り、それ

以外の年度では転出が上回っています。 

 

 

各年度合計     

（４）出生数の推移 

出生数の状況は、平成 25 年度の 32 人から平成 29 年度の 12 人と、年度ごとの増減はあ

るものの減少しています。 

 

 

各年度合計    
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２．子どもの現状 

（１）園児数 

園児数の合計は、平成 25 年の 102 人から平成 27 年の 86 人まで減少傾向で推移してい

ましたが、その後増加に転じ平成 30 年には 105 人となっています。 

 

 

保育所名 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

鬼志別保育所 74 71 64 70 80 91 

浜鬼志別保育所 28 25 22 18 15 14 

合   計 102 96 86 88 95 105 

各年 5月 1日現在     
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園児数の推移
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（２）児童数 

児童数の合計は、平成 25 年の 185 人から平成 30 年の 149 人と減少しています。 

 

 

小学校名 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

鬼志別小学校 88 85 80 80 87 72 

知来別小学校 20 19 21 22 24 23 

浜鬼志別小学校 46 51 55 50 47 43 

浅茅野小学校 16 11 13 13 12 11 

浜猿払小学校 7 5 － － － － 

芦野小学校 8 10 10 11 － － 

合   計 185 181 179 176 170 149 

各年 5月 1日現在    

 

185 181 179 176 170 
149 

0

50

100

150

200
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（３）学童保育 

学童保育利用者数の合計は、平成 25 年の 9 人から平成 30 年の 23 人と増加しています。 

また、学童保育の利用率も、平成 25 年の 4.9%から平成 30 年の 15.4%と年々増加して

います。 

 

  

学童保育名 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

学童保育（低学年） 8 8 13 14 15 16 

学童保育（高学年） 1 3 3 7 7 7 

合   計 9 11 16 21 22 23 

各年 5月 1日現在   

 

（４）生徒数 

中学校生徒数は、平成 25 年の 72 人から平成 30 年の 89 人まで、若干の増減はあるもの

の増加しています。 

 

 

中学校名 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

拓心中学校 72 85 84 90 83 89 

各年 5月 1日現在      
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 - 16 - 

３．要介護高齢者・障がいのある人の状況 

（１）要介護認定者数の状況 

要介護認定者数は、平成 25 年の 121 人から平成 28 年の 134 人まで年々増加していし

ましたが、その後ほぼ横ばいで推移しています。 

要支援・要介護度別の推移では、要介護 4・5 の重度者が増加傾向にあります。 

 

 

各年 3月 31日現在 

 

（２）障害者手帳所持者 

障害者手帳所持者は、平成 25 年の 156 人から平成 30 年の 135 人と年ごとの増減はあ

るものの減少しています。 

 

 

各年 3月 31日現在 
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（人）

122 117 108 102 101 98 

26 26 
24 27 28 29 

8 6 
7 5 6 8 

156 149 
139 134 135 135 

0

50

100

150

200

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

障害者手帳所持者数の推移

身体障害者手帳所持者 療育手帳所持者 精神障害者保健福祉手帳所持者

（人）
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４．アンケート調査から見た現状 

（１）調査概要 

① 調査目的 

本調査は、「猿払村地域福祉計画」を策定するにあたり、地域福祉推進についてのご意見を伺

い、今後の福祉施策を展開するための基礎資料とするために実施しました。 

 

② 調査概要 

○ 調査対象者   猿払村在住の 20 歳以上方の中から 1,000 人を無作為抽出 

○ 調査方法    郵送による配布、回収調査 

○ 調査時期    平成 29 年 10 月 

 

③ 回収結果 

調査対象者数 回収数 回収率 

1,000 443 44.3% 

 

④ 集計上の注意 

○ 端数処理の関係上、構成比（％）の計が 100％とならないことがあります。 

○ 図表の構成比（％）は小数第 2 位以下を四捨五入したものです。 

○ 複数回答の設問は、すべての構成比（％）を合計すると 100％を超える場合があります。 

○ 図表中の"n="は、各設問の対象者数を表しています。 

 

 

（２）アンケート調査結果 

① 属性 

〇性別 

「男性」が 50.3％、「女性」が 49.0％となっています。 

 
 

  

50.3 49.0 0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=443

男性 女性 無回答
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〇年齢 

「50～59 歳」が 27.8％で最も多く、次いで「40～49 歳」23.0％、「20～29 歳」16.9％

の順となっています。 

 
 

〇居住地区 

「鬼志別、小石、豊里」が 61.4％で最も多く、次いで「浜鬼志別、知来別、浜猿払」25.3％、

「浅茅野、浅茅野台地、芦野、猿払、狩別」12.2％の順となっています。 

 
 

〇家族構成 

「二世代世帯（親と子）」が 43.8％で最も多く、次いで「夫婦のみ」26.9％、「単身（ひと

り暮らし）」19.9％の順となっています。 

 
 

〇居住年数 

「30 年以上」が 30.9％で最も多く、次いで「1 年以上 5 年未満」20.1％、「20 年以上

30 年未満」15.1％の順となっています。 

 

  

16.9 16.7 23.0 27.8 15.1 0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=443

20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～64歳 無回答

61.4 25.3 12.2 0.2

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=443

鬼志別、小石、豊里 浜鬼志別、知来別、浜猿払 浅茅野、浅茅野台地、芦野、猿払、狩別 わからない 無回答

19.9 26.9 43.8 7.2 1.1
1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=443

単身（ひとり暮らし） 夫婦のみ 二世代世帯（親と子）

三世代世帯以上（親と子と孫） その他 無回答

7.4 20.1 11.3 14.4 15.1 30.9 0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=443

1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満

20年以上30年未満 30年以上 無回答
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② 「地域」との関わりについて 

問１ 近所づきあいの程度 

「あいさつをする程度の付き合い」が 52.4％で最も多く、次いで「親しく付き合っている」

37.5％、「ほとんど付き合いはない」6.3％の順となっています。 

 
 

問１で「3．あいさつをする程度の付き合い」「4．ほとんど付き合いはない」と回

答した方におうかがいします。 

問１-１ 近所づきあいがない理由（複数回答） 

「関わる機会や時間がないから」が 70.0％で最も多く、次いで「特に必要を感じないから」

23.5％、「あまり知らないから」16.5％の順となっています。 

 

 

問２ 地域活動への参加の有無 

「現在活動している」が 36.8％で最も多く、次いで「活動したことがない」33.2％、「現在

活動していないが、過去に活動したことがある」29.3％の順となっています。 

 

  

3.6 37.5 52.4 6.3
0.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=443

非常に親しく付き合っている 親しく付き合っている あいさつをする程度の付き合い

ほとんど付き合いはない 無回答

16.5

70.0

8.5

23.5

6.9

3.5

10.0

2.3

3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あまり知らないから

関わる機会や時間がないから

家族にまかせているから

特に必要を感じないから

面倒だから

時間を割くのが惜しいから

人との付き合いが苦手だから

付き合いたいが、どうしたらよいか

わからない

その他 n=260

36.8 29.3 33.2 0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=443

現在活動している 現在活動していないが、過去に活動したことがある 活動したことがない 無回答
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問２で「1．現在活動している」「2．現在活動していないが、過去に活動したこと

がある」と回答した方におうかがいします。 

問２-１ 活動内容（複数回答） 

「自治会の活動」が 64.8％で最も多く、次いで「ＰＴＡの活動」56.7％、「ボランティア団

体の活動」13.7％の順となっています。 

 
 

問２で「3．活動したことがない」と回答した方におうかがいします。 

問２-２ 活動したことがない理由（複数回答） 

「時間が合わない、時間的な余裕がない」が 53.7％で最も多く、次いで「特に関心がない」

30.6％、「人づきあいが苦手」「どのような行事や地域活動があるかわからない」16.3％の順

となっています。 

 
   

  

64.8

1.7

9.6

13.7

9.6

56.7

3.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自治会の活動

老人クラブの活動

婦人会等の活動

ボランティア団体の活動

消防団の活動

ＰＴＡの活動

その他 n=293

12.2

16.3

16.3

53.7

13.6

30.6

4.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

興味のある行事や地域活動がない

人づきあいが苦手

どのような行事や地域活動があるかわからない

時間が合わない、時間的な余裕がない

知り合いがいないため参加しにくい

特に関心がない

その他 n=147



 

 - 21 - 

問３ 地域活動や行事への参加意欲 

「機会があれば参加したい」が 45.1％で最も多く、次いで「参加したい」21.7％、「参加し

たいと思わない」16.5％の順となっています。 

 
 

 

③ 「福祉」について 

問４ 福祉への関心について 

「ある程度関心がある」が 60.0％で最も多く、次いで「あまり関心がない」16.3％、「とて

も関心がある」12.9％の順となっています。 

 
  

問４で「1．とても関心がある」「2．ある程度関心がある」と回答した方におうか

がいします。 

問４-１ 関心のある分野について（複数回答） 

「高齢者に関する福祉」が 52.9％で最も多く、次いで「子どもに関する福祉」43.7％、「福

祉全般」41.5％の順となっています。 

 

  

21.7 45.1 16.5 16.3 0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=443

参加したい 機会があれば参加したい 参加したいと思わない わからない 無回答

12.9 60.0 16.3
1.8

8.6
0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=443

とても関心がある ある程度関心がある あまり関心がない まったく関心がない わからない 無回答

43.7

52.9

28.2

5.9

41.5

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子どもに関する福祉

高齢者に関する福祉

障がい者に関する福祉

１～３以外の支援を要する人に対する福祉

福祉全般

その他
n=323
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問５ 福祉に関わる課題や問題（複数回答） 

「高齢者の一人暮らしや高齢者のみの世帯に関する問題」が 40.4％で最も多く、次いで「介

護を要する高齢者に関する問題」30.2％、「道路や公共施設、住居等の整備に関する問題（高

齢者・障がい者や子ども連れに配慮されていない など）」27.5％の順となっています。 

 

  

問６ 地域の人にしてほしい支援（複数回答） 

「緊急時や災害時の手助け」が 54.0％で最も多く、次いで「安否確認等の定期的な声かけ・

見守り」51.5％、「話し相手・相談相手」40.4％の順となっています。 

 

 

16.5

40.4

30.2

23.0

12.2

18.3

12.0

8.8

27.5

1.1

18.7

6.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

住民同士のつながり（つながりが薄いなど）

高齢者の一人暮らしや高齢者のみの世帯に関する問題

介護を要する高齢者に関する問題

子育て家庭に関する問題

ひとり親家庭に関する問題

障がい者（児）に関する問題

ニートや引きこもり、非行等の青少年に関する問題

子どもを狙った犯罪など、地域の防犯に関する問題

道路や公共施設、住居等の整備に関する問題（高齢者・

障がい者や子ども連れに配慮されていない など）

その他

わからない

特にない n=443

51.5

40.4

27.5

19.6

25.5

33.2

54.0

1.1

8.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

安否確認等の定期的な声かけ・見守り

話し相手・相談相手

買い物の手伝い

家事の手伝い

外出の手伝い

子どもや介護を要する人等の短時間

の預かり

緊急時や災害時の手助け

その他

特にない n=443
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問７ 地域の人に自分ができる支援（複数回答） 

「安否確認等の定期的な声かけ・見守り」が 66.4％で最も多く、次いで「緊急時や災害時

の手助け」57.8％、「話し相手・相談相手」43.3％の順となっています。 

 

 

問８ 「福祉サービス」に関する情報の入手方法（複数回答） 

「自治会の回覧板」が 54.0％で最も多く、次いで「村の広報紙・音声告知端末」43.6％、

「テレビ・ラジオ・新聞・雑誌」19.9％の順となっています。 

 

  

66.4

43.3

27.8

8.6

15.6

12.0

57.8

1.1

7.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

安否確認等の定期的な声かけ・見守り

話し相手・相談相手

買い物の手伝い

家事の手伝い

外出の手伝い

子どもや介護を要する人等の短時間

の預かり

緊急時や災害時の手助け

その他

特にない n=443

9.0

4.7

17.6

1.6

0.9

4.1

12.0

7.4

10.2

54.0

43.6

19.9

16.9

4.3

5.2

0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

村役場の窓口

社会福祉協議会の窓口

保健福祉総合センター

民生委員・児童委員

ボランティア・NPO

ケアマネジャーやホームヘルパー

家族や親戚

近所の人

学校や会社

自治会の回覧板

村の広報誌・音声告知端末

テレビ・ラジオ・新聞・雑誌

インターネット

地域包括支援センター等公共の施設

情報を得る必要がない

その他 n=443
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問９ 「地域福祉」という言葉の認知度 

「聞いたことはあるが内容はわからない」が 44.9％で最も多く、次いで「聞いたことがな

い」30.0％、「聞いたこともあるし内容も知っている」23.5％の順となっています。 

 
  

問 10 住民同士の助け合いや支えあいの必要性 

「ある程度必要だと思う」が 56.7％で最も多く、次いで「とても必要だと思う」32.7％、

「どちらともいえない」7.0％の順となっています。 

 
  

問 11 住民が安心して暮らせるようにあなたができると思うこと（複数回答） 

「見守りや声かけ」が 64.8％で最も多く、次いで「地域行事への参加や協力」35.4％、「福

祉への関心を持つ」28.4％の順となっています。 

 

23.5 44.9 30.0 1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=443

聞いたこともあるし内容も知っている 聞いたことはあるが内容はわからない 聞いたことがない 無回答

32.7 56.7 7.0 0.5
2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=443

とても必要だと思う ある程度必要だと思う どちらともいえない

あまり必要だと思わない まったく必要だと思わない 無回答

64.8

16.0

23.9

22.1

35.4

25.7

11.5

28.4

0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

見守りや声かけ

美化活動

防犯・防災に関する活動

ボランティア活動

地域行事への参加や協力

話し相手や相談相手

寄付や募金

福祉への関心を持つ

その他 n=443
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④ 地域福祉に関わる機関や団体について 

問 12 社会福祉協議会の活動について 

「聞いたことはあるが活動内容はわからない」が 46.0％で最も多く、次いで「聞いたこと

もあるし活動も知っている」35.2％、「聞いたことがない」16.7％の順となっています。 

 
  

問 13 民生委員・児童委員が行う活動について 

「聞いたことはあるが活動内容はわからない」が 49.4％で最も多く、次いで「聞いたこと

もあるし活動も知っている」37.7％、「聞いたことがない」12.2％の順となっています。 

 
  

問 14 お住まいの地区の担当民生委員・児童委員について 

「知っている」が 45.8％、「知らない」が 51.7％となっています。 

 
  

問 15 民生委員・児童委員の活動で今後充実してほしいこと（複数回答） 

「高齢者等の支援が必要な方に対する訪問活動」「特にない」が 35.4％で最も多く、次いで

「福祉に関する情報提供」26.9％、「日常生活の悩みや心配ごとの相談」22.8％の順となって

います。 

  

35.2 46.0 16.7 2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=443

聞いたこともあるし活動も知っている 聞いたことはあるが活動内容はわからない 聞いたことがない 無回答

37.7 49.4 12.2 0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=443

聞いたこともあるし活動も知っている 聞いたことはあるが活動内容はわからない 聞いたことがない 無回答

45.8 51.7 2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=443

知っている 知らない 無回答

22.8

26.9

35.4

1.6

35.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

日常生活の悩みや心配ごとの相談

福祉に関する情報提供

高齢者等の支援が必要な方に対する訪問活動

その他

特にない
n=443
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⑤ 災害時の避難について 

問 16 災害など緊急事態が発生した場合の避難について 

「できると思う」が 54.6％、「できないと思う」が 39.5％となっています。 

 
  

問 17 地震や台風などの災害発生時に困ること（複数回答） 

「特にない」が 49.2％で最も多く、次いで「災害時の緊急の連絡方法や連絡先がわからな

い」19.0％、「避難場所がどこかわからない」15.3％の順となっています。 

 
  

問 18 災害発生時の備えとして重要だと思うこと（複数回答） 

「危険箇所の把握」が 53.0％で最も多く、次いで「地域での避難訓練の実施」41.3％、「日

ごろからの隣近所との挨拶、声かけや付き合い」35.2％の順となっています。 

 

   

54.6 39.5 5.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=443

できると思う できないと思う 無回答

15.3

2.5

19.0

12.0

49.2

6.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

避難場所がどこかわからない

避難場所（近くの小中学校など）まで、自分一人では行

けない

災害時の緊急の連絡方法や連絡先がわからない

災害時の情報入手や連絡の手段がない

特にない

その他 n=443

27.5

35.2

41.3

53.0

13.8

32.7

28.2

15.8

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

災害対策の学習会の開催

日ごろからの隣近所との挨拶、声かけ

や付き合い

地域での避難訓練の実施

危険箇所の把握

地域における支援団体の組織づくり

地域の要援護者の把握

要援護者に対する情報伝達体制づくり

災害ボランティアの育成

その他 n=443
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⑥ 生活困窮者の自立支援について 

問 19 生活困窮者自立支援法（制度）について 

「聞いたことはあるが内容はよくわからない」が 44.0％で最も多く、次いで「知らなかっ

た」40.4％、「聞いたこともあり、内容も知っている」15.1％の順となっています。 

 
  

問 20 生活費に困った場合、役場に相談に行くことに不安を感じるか 

「不安（心配）がある」が 47.9％で最も多く、次いで「少しだけ不安（心配）がある」19.2％、

「あまり不安（心配）はない」14.9％の順となっています。 

 
  

問 20 で「1．不安（心配）がある」「2．少しだけ不安（心配）がある」と回答し

た方におうかがいします。 

問 20-１ どんな不安や心配があるか（複数回答） 

「個人情報を話すことの不安」が 52.2％で最も多く、次いで「他人（村職員以外）に知ら

れる心配」50.8％、「事情をうまく説明できるか心配」30.6％の順となっています。 

 

  

15.1 44.0 40.4 0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=443

聞いたこともあり、内容も知っている 聞いたことはあるが内容はよくわからない 知らなかった 無回答

47.9 19.2 14.9 3.4 13.8 0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=443

不安（心配）がある 少しだけ不安（心配）がある あまり不安（心配）はない

まったく不安（心配）はない わからない 無回答

52.2

30.3

22.2

50.8

30.6

23.9

18.2

4.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

個人情報を話すことの不安

担当者が話を聞いてくれるか不安

どんな質問をされるのか不安

他人（村職員以外）に知られる心配

事情をうまく説明できるか心配

法律のとおり的確に応じてもらえるか心配

理由はないが、なんとなく不安

その他 n=297
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⑦ 共生型施設・住宅について 

問 21 共生型施設・住宅の認知度 

「聞いたことはあるが内容はよくわからない」が 42.0％で最も多く、次いで「知らなかっ

た」30.2％、「聞いたこともあり、内容も知っている」26.2％の順となっています。 

 
  

問 22 共生型施設・住宅の利用意向 

「どちらも利用したくない」が 30.7％で最も多く、次いで「共生型施設は利用したい」

25.3％、「どちらも利用したい」23.3％の順となっています。 

 

 

  

26.2 42.0 30.2 1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=443

聞いたこともあり、内容も知っている 聞いたことはあるが内容はよくわからない 知らなかった 無回答

25.3 7.0 23.3 1.4
3.6

30.7 8.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=443

共生型施設は利用したい 共生型住宅は利用したい どちらも利用したい

共生型施設は利用したくない 共生型住宅は利用したくない どちらも利用したくない

無回答
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⑧ 今後の地域福祉のあり方について 

問 23 猿払村が優先して取り組むべき施策（複数回答） 

「高齢や障がいになって介護が必要になっても在宅生活が続けられるサービスの充実」が

41.3％で最も多く、次いで「健康診断・がん検診などの保健医療サービスの充実」34.3％、

「高齢者、障がいのある人の入所施設の整備」30.5％の順となっています。 

 

  

  

15.3

41.3

23.3

17.6

34.3

17.4

18.5

30.5

24.4

12.4

16.0

18.5

10.8

3.2

2.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域活動やＮＰＯ・ボランティアなどの参加促進や活動

支援

高齢や障がいになって介護が必要になっても在宅生活

が続けられるサービスの充実

保健福祉に関する情報提供や制度案内の充実

健康増進・維持のための相談や訪問指導などサービス

の充実

健康診断・がん検診などの保健医療サービスの充実

認知症高齢者や障がい者の権利を保護する権利擁護

や成年後見制度などの取り組み

身近なところでの相談窓口の充実

高齢者、障がいのある人の入所施設の整備

保育サービスや児童福祉施設の充実

福祉教育の充実

公共の場のバリアフリー化

低所得者の自立支援

わからない

その他

特に優先して充実すべき施策はない n=443
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問 24 住み慣れた地域で安心して暮らしていくためにできること（複数回答） 

「できるだけ地域での出来事に関心を持つ」が 49.0％で最も多く、次いで「地域活動にで

きるだけ参加する」39.3％、「子どもの学校行事など、家族が関わる範囲内の活動には参加す

る」26.9％の順となっています。 

 
 
 
 
 
 

15.6

39.3

49.0

26.9

9.9

16.0

13.8

2.3

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域活動に積極的に参加する

地域活動にできるだけ参加する

できるだけ地域での出来事に関心を持つ

子どもの学校行事など、家族が関わる範

囲内の活動には参加する

まずは家庭内の問題を解決する（コミュニ

ケーション不足など）

地域のことよりも、今は自分自身の時間

（仕事、学業など）を大切にしたい

地域活動に参加したい（しなければ）とは

思うが、機会や情報が不足している

地域のことは行政や自治会役員等の仕

事であり、自分自身は関係ない

その他 n=443
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５．ワークショップから見た現状 

（１）ワークショップの目的 

「猿払村地域福祉計画」の策定にあたり、地域住民の日常的な生活のなかで散見される生活問

題や福祉課題、また、それらの解決に向けたアイデアについての住民同士による意見交換を行な

うため、ワークショップを実施しました。 

 

（２）ワークショップの概要 

① テーマと開催日時、場所 

○第 1 回 安心して子育てができるために必要なこと 

平成 30 年 11 月 16 日 10 時～ 鬼志別保育所      参加者 ５名 

○第２回 末永く村に住むために必要なこと 

平成 30 年 11 月 16 日 14 時～ 保健福祉総合センター  参加者 10 名 

○第３回 仕事・婚活・子育てなど、今感じていること 

平成 30 年 11 月 16 日 18 時～ 保健福祉総合センター  参加者 15 名 

 

② ワークショップの方法 

5 名～7 名ごとのグループに分かれ、自由に意見交換をして頂き、発表をして頂きました。 

 

（３）ワークショップの結果 

① 猿払村の子育て環境に関して 

○猿払村の子育て環境に関して、良いところ（長所）、困ったところ（短所）を再考、発表いた

だくことにより、ご自分の住まれている場所について再度見直しをして頂きました。 

○協議の結果次のような意見が出ています。 

 

 

●遊び場について（主な意見） 

・子どもの遊ぶところが少ない 

・公園がもう少し多ければいいかなと思う 

・天気を気にせず思いっきり遊べる場所が思いつかない 

・遊びが楽しい公園が（アスレチックなど）ない 

・外がとても寒い地域なので室内の遊べる場所を（他の地域からも来てもらえるような場を） 

・子どもの遊ぶ場が全然ない。土、日他の地域に行って遊ばせてしまう  

7

6

4

3

3

0件 2件 4件 6件 8件 10件

遊び場について

保育について

教育・習い事について

村のサービスについて

その他
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●保育について（主な意見） 

・支援センターの集まりやイベントがたくさんあり、気軽に行くことができる 

・保育所がきれいでお散歩や運動もあり、体力作りができるのがよい 

・保育所の先生方の接し方がやさしい。子どもが通うのを楽しみにしている 

・相談しやすい先生方が、入所前から声かけしてくれる 

・支援センターがどの地域よりも手厚い！ 

 

●教育・習い事について 

・小さい子どもでできる習い事を充実してほしい（村にいるからできないをなくし、可能性

を！） 

・英語、誰もができる教育（小さい頃から）をぜひ村で！ 

・習い事や塾のような勉強できる場所がほしい 

・猿払で習える幼児向けの習いごと（学習、スイミング等）が増えると嬉しい！ 

 

●村のサービスについて 

・管内でも妊婦健診の費用負担が少ない！助成が充実、ありがたいです 

・予防接種が無料なのがうれしい 

・どさんこカードがほしい（言わないとくれないのは、どうなのか）家に送ってきてほしい 

 

② 猿払村で安心して子育てができるために自分たちでできること 

○前のテーマ「猿払村の子育て環境に関して」であげた意見を振り返りながら、良いところを

さらに良くし、困りごとを減らしたり無くしたりするために、個人や地域でできることを考

えていただきました。 

○具体的な手法や、方法論などを考えると意見が出にくいこともあり、具体的な内容よりも、

理想論で構わないという考え方で協議、発表をしていただきました。 

○協議の結果次のような意見が出ています。 

 

 

●ボランティアなどについて 

・出産時、上の子をみる（夜間）などのボランティア 

・子どもが保育所に入所したら、ボランティアもできるようになる 

・鬼志別の自宅～保育所の送迎時に、誰かの足になることができるのでは 

・「ぐうちょきぱあ」を続けていく（相談など、みんなの役にたてるよう） 

 

●フリーマーケットについて 

・フリーマーケット村でぜひおこなってほしい 

・フリーマーケットや趣味のサークルなどを自分達で企画する 

  

4

2

2

0件 2件 4件 6件 8件 10件

ボランティアなどについて

フリーマーケットについて

遊び場について
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●遊び場について 

・公園の管理、村民、みんなでやろう 

・大きい公園を作るために署名を集める 

 

③ 猿払村の生活環境に関して 

○猿払村の生活環境に関して、良いところ（長所）、困ったところ（短所）を再考、発表いただ

くことにより、ご自分の住まれている場所について再度見直しをして頂きました。 

○協議の結果次のような意見が出ています。 

 
 

●地域について 

・近所づきあいがいいが、その反面口うるさい、噂がすぐ広まる 

・地域の人が家族のようで困った時はみんなで助け合いができる 

・地区の個数が少ないので、お祭りなど地域ごとみんなに協力してもらいながらやって 

います 

・私の住む集落は 1 つの家族のように仲が良く、楽しく住んでいます 

・信頼できる友人も必要！お互い愚痴を聞いたり、聞いてもらったりしている 

・近所同士のお付き合い 

・隣近所気兼ねなく尋ねることできる、地域の見守りもある 

・冬の間の除雪、近所で機械を持っている人が除雪してくれる 

・良くも悪くも情報が回るのが早い 

 

●生活環境について 

・あまり大きな災害がない 

・都会からの距離感（遠い）（買い物・レジャーに不便） 

・物価が高い 

・老人世帯、生活弱者の方も安心して暮らすことができます 

・除雪体制が良い 

・除雪が良い 

・人が優しい 

9

9

8

8

7

4

3

4

0件 2件 4件 6件 8件 10件

地域について

生活環境について

自然・食べ物について

病院について

店・施設について

行政について

交通について

その他
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・子ども達があいさつをする 

・静か 

 

●自然・食べ物について 

・食べ物が美味しい 

・食べ物が美味しい、山のもの海のもの 

・自然が豊かなのでいいです（のどか） 

・食べ物が豊富（自然が豊か） 

・食べ物がおいしい、旬の物をいただける 

・海と緑の大地、きれいな空気、自然がいっぱいで健康的である 

・海産物がうまい 

・新鮮な魚介類が食べられる 

 

●病院について 

・村立病院でジェネリック薬品を使わなかったので、薬代が大変でした。今は 80%を 

目指すまでになり、よかった 

・専門分野の病院がない 

・出張医師も眼科だけでなく、整形とか外科の医師もきてほしい 

・医療の診療科目が少ない 

・信頼のおけるお医者さんがいない 

・病院がない 

・病院が困る、稚内や名寄まで行かなければならない 

・地方の医療機関に行くのに時間など都合が悪い 

 

●店・施設について 

・娯楽施設がない、・ドラッグストアがない 

・飲み屋がない 

・買い物に行くところが少ない 

・買い物に不便、交通手段と所要時間 

・外食できる所がない 

・酒飲む所がない 

・商店が不足（外に買い物に行く） 

 

●行政について 

・老人福祉のサービスは楽楽心ができてよかったと思う 

・行政が行き届いています。役場、保健センター等 

・役場の方や保健センターの方の目が、良く行き届いていると思う 

・福祉タクシーができて、便利です 

 

●交通について 

・交通の面では、不便なことがあり、（バス、便数）困ることもある 

・タクシーがない 

・交通手段がない、車がないと生活できない 
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●その他 

・お年寄りが多くなっているので、先行きが心配です 

・団体組織ができづらい、社会福祉に対する考え方が失われている 

・少年団のスポーツに対する施設が足りない 

・指導者不足 

 

④ 末永く村に住むために自分たちでできること 

○前のテーマ「猿払村の生活環境に関して」であげた意見を振り返りながら、良いところをさ

らに良くし、困りごとを減らしたり無くしたりするために、個人や地域でできることを考え

ていただきました。 

○具体的な手法や、方法論などを考えると意見が出にくいこともあり、具体的な内容よりも、

理想論で構わないという考え方で協議、発表をしていただきました。 

○協議の結果次のような意見が出ています。 

 

 

●地域の交流に関すること 

・お年寄りの見回り、たまに様子を見に行く 

・元気なうちは隣の除雪、草刈り 

・仲間が集まって酒を飲み語る（月 1 回程度） 

・地域の見守りは独居暮らしの方々を時折訪ねる（月 2 回くらい） 

・児童に声かけしている、また登下校時に挨拶を心がけている 

●地域活動や行事に関すること 

・老人サークルを手伝っています。毎月 1 回認知症の予防、身体を使うスポーツ、 

おいしい食事、花見等楽しまれており、できうる限り続けます 

・女性部活動 

・地域の女性部の人と協力して集会所を掃除したり、意見交換をしたりしている 

 

●環境整備に関すること 

・桜ロードを作って人を呼び込む 

・温水プールを作ってほしい 

 

●行政・サービスに関すること 

・近所のニーズを行政に伝えること 

 

●その他 

・何かしら地域の役に立ちたい（仕事があればなおよい） 

5

3

2

1

6

0件 2件 4件 6件 8件 10件

地域の交流に関すること

地域活動や行事に関すること

環境整備に関すること

行政・サービスに関すること

その他
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・何をできるかわからないが、社会的役割を一人一役担うように多くの人々がなれば 

いい 

・できるだけ子どもや行政にお世話にならない（自分で身の回りのことは少しでも長 

くやる） 

・健康で元気でいること（最後はピンピンコロリ） 

・若い世代がもっと活発に 

 

⑤ 猿払村における仕事・婚活・子育てなどに関して 

○猿払村における仕事・婚活・子育てなどに関して、良いところ（長所）、困ったところ（短所）

を再考、発表いただくことにより、ご自分の住まれている場所について再度見直しをして頂

きました。 

○協議の結果次のような意見が出ています。 

 
 

●生活環境について 

・老人福祉が手厚い 

・保育所が整備されていて育児しやすい 

・役場、保健センター、保育所など公共施設がきれい 

・ゴミ分別が大変だけどエコだ 

・保育料が安い 

・福祉関係は充実している方 

・家賃が安い 

・生活するのにお金がかからない 

・最低限の生活コストがかからない 

・商店が少ない（ビジネスチャンスがある） 

・飲食できる場所が少ない 

・暇つぶしする場所がない 

・店が少ない（Q マート、コンビニ、店） 

・商店街のにぎわいがない 

・サツドラがない 
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・カフェがない 

・仕事終わりに気軽に行ける飲食店がない！ 

・夜営業している店が少ない 

・コネが無いと住めない（家が少ない） 

・病院に小児科がない 

・日中主婦などが気軽に話せる場所がない 

・セブンイレブンがない 

・ドラッグストアなど店が少ない 

・病院が少ない 

・買い物する所がない 

・ドラックストアない 

・公園が少ない 

 

●自然・食べ物について 

・食、景色がきれい 

・海も山もある環境 

・海が近い 

・自然が多い 

・涼しい 

・手付かずの自然が多い 

・騒音がない 

・雪が少なく、寒すぎない（去年が例外）暑すぎず過ごしやすい 

・一次産業がしっかりしている 

・海産物がおいしい 

・ホタテが大きい 

・ホタテ配布うれしい 

・ホタテが美味しい 

・雪が多い 

・冬の吹雪 

・風がうるさい 

・風が強い 

・寒い 

・鹿が多くて危ない 

 

●人間関係について 

・何か困ることがあれば誰かしら助けてくれる 

・住民がやさしい、一度失敗しても「大丈夫」と言ってくれる 

・住民と距離が近くて情報が入りやすい 

・人とのつながりが強い、近隣の人同士知り合いで話しかけやすい 

・人とのつながりが強すぎる 

・人との距離が近すぎる 

・すぐ噂が広まる 
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・噂などは広まりやすい 

・人がいなくならないので困っても話を聞ける人が多い 

・人が良い 

・住民との距離が近い 

・人がやさしい 

・人とのつながりが強い 

・ご近所同士のつながりがある。濃い 

・家族のいない人でも体調悪いときに近くの人が心配してくれる 

・コミュニティが狭いため（村民同級生等の）輪に入れない 

・うわさ話がすぐ広まる 

・人とのうわさが広がる早い 

・うわさがすぐ広まる。他人に対して過干渉 

 

●交通、車関係について 

・車が少なく、運転しやすい 

・村内が広すぎる 

・どこからも遠い 

・交通機関が不便 

・建物、施設が転々としていて移動が大変（車が絶対必要） 

・車がないと生活が不便（距離がある） 

・車がないと生活が不便 

・急な用事ができた場合の対応が困難 

・職場と自宅が近く、昼休みに帰れる 

・交通が不便 

・タクシーない 

・飲んでも帰れない 

・移動距離が長 

 

●子育てについて 

・子どもの遊び場がない 

・子どもをのびのび外遊びさせられる 

・相談する場が整っている 

・訪問がわりと細かい 

・保健事業が充実している 

・待機児童が 0 に近い 

・子どもの医療助成があるので経済的に良い 

・子どもの声に苦情がない 

・子どもを見る目が多い 

・プールが古い 

・小児科病院ない 

・ベビーシッター、家事代行サービスがない 
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●婚活について 

・村コン開催している努力はある 

・出会いの場の制限 

・遊べるところがない 

・遊ぶところがない 

・食事するところが少ない 

・外食する所が少ない 

・店が少ない 

 

●仕事について 

・住民と近いため、仕事がしにくい場合があるのでしんどい 

・個での仕事が多い 

・職員の人員不足 

・職員が出張等でいなくなると対応できなくなることがある 

・職員が少ない 

 

●その他 

・充実させようとするとコストが増加する 

・裕福と思われがち 

・村内の収入格差が大きすぎる 

 

⑥ 仕事・婚活・子育てに関して自分たちでできること 

○前のテーマ「猿払村における仕事・婚活・子育てなどに関して」であげた意見を振り返りな

がら、良いところをさらに良くし、困りごとを減らしたり無くしたりするために、個人や地

域でできることを考えていただきました。 

○具体的な手法や、方法論などを考えると意見が出にくいこともあり、具体的な内容よりも、

理想論で構わないという考え方で協議、発表をしていただきました。 

○協議の結果次のような意見が出ています。 
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●環境整備に関すること（主な意見） 

・図書館を立派にする（子ども・老人・障害関係なく集まれる複合施設） 

・ランチができる場所 

・居酒屋をつくる 

・起業（店など）してくれる方に助成 

・住宅の整備 

・職員向け住宅の増力 

・スポセンにて毎日何かのイベントをつくる（ヨガ教室、体操など） 

・風力発電風車を建てたい 

・古い家を壊してアパート等を建てる 

・使わない建物（浜猿小など）を有効活用する 

・使わない土地を整備して遊び場を作る 

・ドラッグストア作ろう 

・サツドラを建てる 

・子どもが遊べる場（公園とか）の増加、もしくは整備 

・18 時以降夜間でも使用できる育児（託児）サービス 

・新しいアパートを建ててほしい 

・子どもが遊べる場を増やす 

・温水プールをつくる 

・運動できるジムを作ってほしい 

・朝ごはんランチ食べられるところ 

・食事するところ作ってほしい 

・街の景観を整えたい 

・ドラックストアを建ててもらう 

・単身者用アパート増やす 

 

●住民に求めること（主な意見） 

・住民との対話（形式ばったものではなく） 

・住民へのアンケート要望 

・住民同士仲良くしてほしい 

・無理なクレームを言わないでほしい 

・数を集めて陳情をしてほしい 

・ニーズを役場（理事者）に訴えてほしい（タクシーほしいなど） 

・今の生活に満足せず、村の将来を本気で考えてほしい 

 

●行政・サービスに関すること 

・村民が来やすい役場にする 

・職員としてできるサービス 

・村で結婚祝い金出してほしい 

・村民にとってわかりやすい説明（web サイト、パンフレット） 

・商業施設の誘致を商工会と協力して行いたい 

・商店の開業に対する補助の強化 
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・移住希望者への優先的な住宅の斡旋 

・自転車の無料貸し出し制度をつくる 

 

●地域活動や行事に関すること 

・多世代交流ができる場・機会の増 

・自治会、行事等の参加 

・ボランティアへの参加 

・各教室の参加は主に鬼志別の人が多いので遠い地区（特に浜の人）にも参加して 

欲しい 

・若い世代にも自治会活動参加してもらいたい 

・NPO 法人（家事代行、送迎代行） 

・自治会、子ども会単位で、村に依存しない行事を行ってほしい（節句ごとでも） 

 

●交通・アクセスに関すること 

・交通輸送を充実させる 

・高齢者以外でも使用できる交通機関（福祉タクシー） 

・村内巡回バス 

・福祉タクシー運転手増やす 

・福祉タクシー増やす、子ども、保護者妊婦さんも利用できる 

・タクシーの利用をもっと快適にしてあげたい 

・村の市街地くらい 40 ㎞で走行してほしい 

 

●その他（主な意見） 

・家に鍵をかけてほしい 

・防犯意識の向上 

・出産しても働きやすい職場環境、雰囲気を作ってほしい 

・シカ駆除 
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第３章 施策体系 

１．基本理念 

第７次猿払村総合計画では、「村民の豊かな暮らしを支える環境がある村」を将来像として掲

げ、村民のだれもが安心して豊かに村で暮らし続けることができるように、生活基盤や住宅環境

などの整備はもちろん、医療や福祉のサービスの向上、防災や消防など、村民の豊かな暮らしを

守り支える環境づくりを進める事としています。 

本計画においては総合計画の将来像である「村民の豊かな暮らしを支える環境がある村」を基

本理念とし、誰もが住みなれた地域で自立した生活を送り、互いを尊重し合い、共に支えあう地

域づくりを目指して、施策の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．基本目標 

基本理念の実現に向け、計画期間の 5 年間で実現すべきこととして、次の 4 項目を「猿払村

地域福祉計画における基本目標」として、総合的に推進します。 

 

基本目標１ 福祉サービスを利用しやすい仕組みづくり 

 

基本目標２ 安心して暮らせる環境づくり 

 

基本目標３ ふれあいとつながりの場所づくり 

 

基本目標４ 福祉を支える人づくり 

 

 

村民の豊かな暮らしを 

支える環境がある村 

 

基本理念 
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３．施策体系図 

 

 

 

 

基本目標 取り組みの柱 取り組み

（１）相談支援体制の整備

（２）情報提供体制の充実

（１）福祉サービスの充実

（２）人権の確保

（３）生活困窮者への自立支援の充実

（１）防犯体制・交通安全対策の推進

（２）災害時や緊急時の支援体制の強化

（３）誰もが暮らしやすい環境の整備

１．住民がつながる
　   場所づくり

（１）ふれあいの充実

２．地域における連携
      の体制づくり

（１）身近な情報の活用

１．福祉意識向上の
　   体制づくり

（１）福祉意識の醸成

２．みんなに出番の
　   ある地域づくり

（１）民生委員・児童委員、ボランティア、
　　   福祉団体等の活動の促進

基本目標３
ふれあいとつながり
の場所づくり

基本目標４
福祉を支える
人づくり
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第４章 施策の展開 

 

基本目標１ 福祉サービスを利用しやすい仕組みづくり 

 

１．サービスを利用しやすい環境づくり 

（１）相談支援体制の整備 

地域福祉は関連する分野が多様で広範囲にわたり、保健、教育、防災、住民活動等、行政に

おける担当部署も多岐にわたります。 

本村においても、高齢者や障がい者、子育て家庭、虐待等それぞれの立場の人に対応する相

談窓口を設けています。 

アンケート調査では、今後取り組むべき施策として「身近なところでの相談窓口の充実」と

いう意見も多い事から、相談体制についての更なる充実が求められています。 

今後、少子高齢化や世帯の小規模化が進むなか、多様な福祉ニーズに対応していくため、相

談窓口の利便性・専門性の向上や窓口間のネットワーク化、関係団体と連携した身近な地域で

の相談体制づくりや相談員の資質向上等に取り組むことなど、相談窓口の機能充実を図るとと

もに、専門性の高い相談支援を推進し、関係機関との連携を強化する必要があります。 

 

【取り組み内容】 

住民一人ひとりの取り組み（自助） 

○困りごとや不安を抱え込まず、身近な相談先や相談窓口を積極的に活用しましょう。 

○地域に困っている人がいたら声をかけ、身近な相談先や相談窓口を紹介してあげまし 

ょう。 

地域・関係団体などの取り組み（共助） 

○民生委員・児童委員、ボランティア等の関係団体は、地域における相談活動の充実と、

その周知に努めましょう。 

行政の取り組み（公助） 

○広報紙やホームページ等を通じて、相談窓口の認知度向上に努めます。 

○各種相談窓口の連携に努めます。 

○各種相談員の資質の向上を図るため、研修等の機会の充実を図るとともに、専門的な 

人材の育成に努めます。 
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（２）情報提供体制の充実 

現在、村や社会福祉協議会では、福祉サービスに関する様々な制度やサービスに関する情報

が、サービスを必要とする人に的確に伝わるように、ホームページや広報紙などの媒体を活用

した情報提供に取り組んでいます。 

アンケート調査では、福祉サービスに関する情報の入手方法として「村の広報紙・音声告知

端」という意見が多くなっています。 

今後も、様々な媒体や地域行事などを活用した情報の伝達など、更なる情報提供体制の充実

が必要です。 

 

【取り組み内容】 

住民一人ひとりの取り組み（自助） 

○福祉の制度やサービス等に関心を持ち、情報の入手と正しい理解に努めましょう。 

○広報紙やホームページなどの情報を確認しましょう。 

地域・関係団体などの取り組み（共助） 

○地域行事や回覧板を活用した情報の提供を行いましょう。 

○活動や提供するサービスの内容等について、わかりやすく情報提供しましょう。 

行政の取り組み（公助） 

○広報・ホームページなど様々な媒体を活用した情報の提供を行います。 

〇広報紙やパンフレットなどの紙媒体での情報については、読みやすくわかりやすいも

のとなるよう、内容やレイアウトなどを工夫します。 

○福祉サービスに関する情報をわかりやすく提供します。 
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２．サービス向上の仕組みづくり 

（１）福祉サービスの充実 

すべての住民が、住み慣れた地域で自分らしく、安心して自立した生活を送るためには、質

の高い多様な福祉サービスの充実が必要です。 

本村では、現在、高齢者福祉、障がい者福祉、児童福祉など各分野において、さまざまな福

祉サービスが展開されていますが、地域における問題は、複雑及び多様化してきており、一人

ひとりに合った適切なサービスの提供が求められています。 

アンケート調査結果から、猿払村が優先して取り組むべき施策において、「福祉サービスの充

実」に関する回答が多くみられました。 

住民が安心して暮らす地域をつくるためには、制度内の福祉サービスの充実とあわせて、住

民、ボランティア、企業、社会福祉施設などとも連携しながら、質・量ともに充分なサービス

を確保していくことが必要です。 

 

【取り組みの役割分担】 

住民一人ひとりの取り組み（自助） 

○自分の生活にかかわる福祉サービスに関心を持ち、必要なサービスを利用しましょう。 

地域・関係団体などの取り組み（共助） 

○サービス事業者は保健・医療・福祉専門職の研修会や勉強会、情報共有の機会に積極

的に参加しましょう。 

○民生委員・児童委員、ボランティア等は積極的に研修会等に参加しましょう。 

行政の取り組み（公助） 

○「高齢者福祉計画及び介護保険事業計画」、「障がい者福祉基本計画」、「子ども・子育

て支援事業計画」等の分野別の福祉計画に基づき、各種福祉サービスの充実に努めま

す。 

○地域ケア体制の核としての地域包括支援センターの機能の充実を図ります。 

○障がいのある人の自立と社会参加の促進、保護者の負担軽減を図るため、障がい福祉

サービス、地域生活支援事業等の充実を図ります。 

○子育て中の親が交流したり、気軽に相談できる場として、子育て支援センター等の充

実を図るとともに、必要とされる保育サービスの充実を図ります。 

〇福祉サービス提供者に対し、質の高いサービスを提供するための研修や講習会等の情 

報を提供し、技術の向上を図ります。 
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（２）人権の確保 

地域福祉を推進する上で支援を必要とする人の人権を守り、虐待などの権利侵害を防止する

ことは必要不可欠です。なかでも、自ら判断して福祉サービスを選択・契約することが困難な

人が、適切な福祉サービスを利用するには、権利の行使を援助する制度、仕組みが必要です。 

福祉サービスを必要とする人が、自らの意思と判断に基づき、適切なサービスを利用できる

よう、制度や事業に関する情報提供や啓発を行うとともに、サービス利用者の権利を擁護する

ための制度の利用を推進することが必要です。 

 

【取り組みの役割分担】 

住民一人ひとりの取り組み（自助） 

○成年後見制度や日常生活自立支援事業などのサービス利用者の財産や権利を守る制度

について理解を深め、必要に応じて活用していくよう心がけましょう。 

○虐待と思われる事象を見たり聞いたりしたら，行政や警察に通報しましょう。 

地域・関係団体などの取り組み（共助） 

○成年後見制度や日常生活自立支援事業などの利用が必要な人を把握し、利用につなげ

ましょう。 

○サービス事業者は、サービス利用者一人ひとりの人格を尊重してサービスを提供しま

しょう。 

○虐待を未然に防ぐため、見守り活動を通して、問題の早期発見に努めましょう。 

行政の取り組み（公助） 

○成年後見制度についての相談窓口である猿払村成年後見支援センターを充実し、的確

かつ迅速に対応できるよう体制整備を図ります。 

○社会福祉協議会等の関係機関と連携しながら、障がい者の権利擁護や財産の管理支援

を推進するため、成年後見制度や日常生活自立支援事業（権利擁護）の普及・啓発に

努めます。 

○さまざまな広報媒体を通じて、虐待の通報・通告義務など虐待防止に関わる情報を伝

え、住民の意識啓発を図ります。 

〇個人情報の取り扱いやプライバシーについて十分に注意を払い、守秘義務を守ります。 

○成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づき、計画の策定を検討します。 
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（３）生活困窮者への自立支援の充実 

近年、雇用形態や社会構造の変化に伴い、非正規雇用やひとり親世帯などの生活困窮に至る

リスクの高い人々が増加し、稼働年齢層を含む生活保護受給者数がこの 20 年で倍増している

ことなどから、生活を重層的に支えるセーフティネットの構築が必要となっています。 

また、生活困窮者は、課題解決への意欲が低下し、複雑な課題をどこに相談してよいのかわ

からず、行動に移せない場合も多く、生活困窮者を早期に把握・支援するためには、地域に住

む人の制度に対する理解や、地域ネットワークの強化が必要です。 

 

【取り組みの役割分担】 
住民一人ひとりの取り組み（自助） 

○日頃から地域とのつながりを大切にしましょう。 

〇必要だと感じたら、相談窓口を活用しましょう。 

地域・関係団体などの取り組み（共助） 

○支援が必要だと思われる人がいたら、関係機関へ相談しましょう。 

〇気軽に相談できる環境づくりに努めましょう。 

○民生委員・児童委員、ボランティア等は必要な知識を学べるように研修会等に参加し

ましょう。 

行政の取り組み（公助） 

○生活困窮者自立支援法等に基づき、道や社会福祉協議会等が実施する事業について、

村広報紙やホームページ等を通じて周知を図ります。 

〇経済的に困窮している人が、適切な支援を受けられるよう、道の振興局や稚内市社会

福祉協議会自立生活支援センターなどの関係機関との連携を図ります。 

 

 

 

  



 

 - 54 - 

基本目標２ 安心して暮らせる環境づくり 

 

１．安心・安全を支える体制づくり 

（１）防犯体制・交通安全対策の推進 

近年、経済の低迷を受け、犯罪率の増加、また犯罪そのものが巧妙及び悪質化・凶悪化して

きています。その上、人口の減少にともない地域における住民の目が行き届かなくなっており、

児童の登下校時の犯罪被害や昼間一人きりになる高齢者の悪徳商法被害など、住民が犯罪に巻

き込まれる状況も多くなっています。また、交通安全については、高齢者が関係する（加害者・

被害者）交通事故等も多発しています。 

地域における防犯体制として、戸締りや不審者に気をつけるようにお互いに声をかけ合い、

回覧板や広報などを活用して情報を提供など、行政だけでなく、住民や関係団体と協働のもと

犯罪の未然防止、拡大防止に取り組んでいくことが求められます 

また、交通安全対策については、環境の整備のみならず、高齢者、子どもや障がい者に対し

て思いやりの心を持って誰もが接し、交通安全に対する強い意識を持つことが必要です。 

 

【取り組みの役割分担】 

住民一人ひとりの取り組み（自助） 

○不審な人や車を見かけたり、不審な電話などの被害にあったら、周りの人や警察、役

場に連絡・相談しましょう。 

○防犯知識を身につけるとともに警察などの犯罪情報に留意し、自らの安全確保だけで 

なく、身近な子どもや高齢者が犯罪に巻き込まれないよう気をつけましょう。 

○住民一人ひとりが、交通安全を意識し、交通マナーを守るよう心がけましょう。 

地域・関係団体などの取り組み（共助） 

○戸締りや不審者に気をつけるようにお互いに声をかけ合いましょう。 

○不審者や危険箇所等の防犯情報を共有し、注意しましょう。 

○学校や PTA などの関係団体や警察など公的機関と連携し、地域の中での自主的な防

犯活動や交通安全対策を進めましょう。 

○子どもの見守り等の活動をさらに推進しましょう。 

行政の取り組み（公助） 

○警察をはじめ各関係団体、地域の協力を得ながら、犯罪の防止に関する助言や情報提

供を行い、住民の安全確保のための施策を推進します。 

○住民の防犯や交通安全意識を高めるため、広報紙での周知啓発や講座を開催するなど、

各種の啓発活動を充実します。 

○あいさつ運動や声かけなど、地域が進める見守り、助け合いの仕組みづくりを支援し

ます。 
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（２）災害時や緊急時の支援体制の強化 

すべての住民が、住み慣れた地域で安全に安心して生活するためには、災害時や緊急時に安

全、迅速に避難できるなど、防災体制の整備が必要です。 

アンケート調査によると、４割近くの住民が「災害時に適切な避難ができないと思う」と回

答しており、災害発時に困ることとしては、「災害時の緊急の連絡方法や連絡先がわからない」

「避難場所がどこかわからない」とした意見が多くみられました。 

今後、避難体制や要援護者への支援体制の整備を行うとともに、災害時に備えた地域活動を

促進していくことが必要です。 

 

【取り組みの役割分担】 

住民一人ひとりの取り組み（自助） 

○災害時の緊急連絡先や避難場所等について、日頃から確認や準備をしておきましょう。 

○災害時に備え、非常時持ち出し品や非常備蓄品の準備をしましょう。 

○自分の身は自分で守るという意識を持っておきましょう。 

地域・関係団体などの取り組み（共助） 

○子どもやひとり暮らしの高齢者、障がいのある人など災害時や緊急時の要援護者につ

いて把握し、関係機関などと情報を共有しておきましょう。 

○高齢者や障がいのある人も参加して、日ごろから地域単位で防災訓練を行いましょう。 

行政の取り組み（公助） 

○避難場所や避難経路、災害の知識及び対処法について、ホームページのほかハザード

マップなどによる啓発・広報を行います。 

○避難所において災害時要援護者が適切な支援を受けることができるよう体制の整備に

努めます。 

〇災害別の避難場所や避難経路の周知、講座や広報紙等で防災に関する情報提供を充実

し、住民の防災意識を高めます。 

〇万一の災害の場合に迅速な避難ができるよう、避難訓練等の開催を行います。 

○避難行動要支援者名簿を更新し、民生委員、社会福祉協議会、警察等の関係団体と情

報を共有することにより、災害時の安否確認や避難支援を円滑に実施できる体制づく

りを進めます。 
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（３）誰もが暮らしやすい環境の整備 

全ての住民が安心して快適に生活するためには、道路や各種施設等、地域全体の生活基盤

の整備が必要です。また、高齢者や障がい者等、支援を必要とする人が、地域で自立して生

活するためには、外出のための移動手段の確保が重要になります。 

ワークショップでは、自分たちでできることとして、環境整備や交通・アクセスに関する

意見が多くみられました。 

移動が困難な人のための公共交通や福祉交通の充実、移動しやすい歩道や子ども連れや高

齢者等に配慮した施設の整備など、誰もが利用しやすいまちの整備が必要です。 

 

【取り組み内容】 

住民一人ひとりの取り組み（自助） 

○高齢者や障がい者等の移動を手助けしましょう。 

○利用しにくい公共施設等があった場合、行政に対して意見・要望等を伝えましょう。 

地域・関係団体などの取り組み（共助） 

○地域で道路等の危険箇所を把握し、不便や危険なところがあれば行政や民間事業者な 

ど、それぞれの管理者に意見・要望を伝えましょう。 

行政の取り組み（公助） 

○村民が安心安全に生活できるよう、道路の整備や改修、それらに関わる要請を進めま

す。 

○村民の重要な足として役割をもつ福祉タクシーやデマンドバスなどの維持や利便性を

高め、村民の暮らしを支えます。 
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基本目標３ ふれあいとつながりの場所づくり 

 

１．住民がつながる場所づくり 

（１）ふれあいの充実 

誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりの基本となるのは、個人の活動も大切ですが、身

近な地域の中での人と人との「つながり」が、より地域の力を育みます。しかし、近年、隣近

所での助け合いやコミュニケーションの不足、地域行事など交流機会の減少などが指摘されて

います。 

アンケート調査の結果では、近所づきあいの頻度で「あいさつをする程度の付き合い」とし

た回答が半分以上を占め最も多くなっています。 

地域の問題の解決のためには、同じ地域に住む人同士が知り合い、助け合う意識を持つこと

が大切であり、このような助け合いの意識は、日常的で自然なふれあいの中から生まれるもの

です。地域の中で、住民同士が自然に交流できる場づくりや、日頃からのあいさつ・声かけ等

による交流・ふれあいを促進することが必要です。 

 

【取り組みの役割分担】 

住民一人ひとりの取り組み（自助） 

○積極的にあいさつや声かけをするなど、普段からコミュニケーションをとりましょう。 

○地域での行事やイベントに積極的に参加することで、地域の様々な世代の人との交流 

を持ちましょう。 

地域・関係団体などの取り組み（共助） 

○民生委員・児童委員など、地域全体で連携・協力して、ひとり暮らし高齢者や高齢者

のみの世帯を中心に訪問や安否確認などの見守り活動を行いましょう。 

○地域であいさつ運動や声かけ運動を展開しましょう。 

○地域の気軽に様々な住民が参加できる行事やイベントを企画・開催し、交流の機会を 

広げましょう。 

○地域行事等を積極的に住民に周知し、参加を促進しましょう。 

行政の取り組み（公助） 

○子どもから高齢者まで、また、障がいの有無等にかかわらず、様々な住民同士が交流

できる場・機会づくりを促進します。 

○各地域で行っている行事やイベントなどに関する情報を収集し、広報紙やホームペー

ジなどで提供します。 

○高齢者の孤独感や閉じこもりを解消するため、地域での高齢者同士の交流や子ども達

との交流を促進します。 

○子育て中の親同士が、子どもを含めて交流できるような場や機会を提供します。 
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２．地域における連携の体制づくり 

（１）身近な情報の活用 

地域のことをよく知らないと、隣近所や地域の中での関係が薄れていきます。住民がお互い

に理解し合う関係を構築するためには、地域内のつながりが重要になります。 

近年は、近所付き合いや地域での活動を通じた情報交換の機会が減り、身近な地域の情報が

素早く伝わらないといった可能性も出てきました。 

ワークショップでは、自分たちでできることとして、地域交流や地域行事に関する意見が多

くみられました。 

地域の活動や交流の機会を通じて情報を伝え、みんなが共有できる体制を整え、地域住民を

はじめとして民生委員・児童委員、ボランティア等や、各種団体、社会福祉協議会などが互い

に交流・連携を深めるとともに、団体間や地域間で協力しながら活動を充実させ、地域の連携

体制を整えることが必要です。 

 

【取り組みの役割分担】 

住民一人ひとりの取り組み（自助） 

○地区の広報や回覧文書等には目を通し、家族の中で情報を共有しましょう。 

○地域の情報に関心を持ち、地域の理解を深めるよう心がけましょう。 

○ひとり暮らし高齢者などは緊急時の連絡先等について、隣近所に伝えておくよう心が

けましょう。 

地域・関係団体などの取り組み（共助） 

○近所づきあいや地区の集まりなど、さまざまな地域活動の中で、民生委員・児童委員、

ボランティア等を中心に、身近な地域での福祉情報を共有しましょう。 

○地域の活動や行事を通じて、ひとり暮らしの高齢者などの情報を地域の中で共有しま

しょう。 

行政の取り組み（公助） 

○個人情報の管理について、民生委員・児童委員の研修や学習会の充実を図ります。 

○各地区の地域活動について情報提供を行います。 
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基本目標４ 福祉を支える人づくり 

 

１．福祉意識向上の体制づくり 

（１）福祉意識の醸成 

地域福祉を推進するためには、住民一人ひとりが福祉の担い手であるという意識を持ち、自

助、共助による地域福祉の重要性を理解することが必要です。 

アンケート調査の結果では、福祉に関して「とても関心がある」と「ある程度関心がある」

をあわせた「関心がある」とした回答が７割以上を占めます。また、地域福祉に関する課題に

対して、住民同士の助け合いや支えあいの必要性についてどう思うかという設問では、「とても

必要だと思う」と「ある程度必要だと思う」をあわせた「必要だと思う」とした回答が 9 割近

くを占めています。 

全ての住民が、お互いを正しく理解し、人格を尊重し合うことができるよう、福祉について

の教育や啓発活動が必要です。 

 

【取り組み内容】 

住民一人ひとりの取り組み（自助） 

○助け合い・支え合いという地域福祉の意識を持ちましょう。 

○家庭内で福祉について話し合う機会を持ちましょう。 

○広報紙やパンフレットなどをきちんと読み、福祉に関する正しい知識を得ましょう。 

地域・関係団体などの取り組み（共助） 

○地域や団体活動の中で、福祉や人権問題についての学習や話し合いの機会を設けまし

ょう。 

○地域の行事やイベントでは、高齢者や障がい者、小さな子ども連れなど、誰もが参加

しやすいよう配慮しましょう。 

〇企業は障がいのある人に対する法定の雇用率を守るよう努めましょう。 

行政の取り組み（公助） 

○地域福祉に関する情報の広報・啓発に努め、地域で支え合うための交流活動の大切さ 

や、地域での支え合い活動を促す福祉意識の醸成を図ります。 

○学校での福祉教育を推進するほか、さまざまな機会を利用し、地域住民の福祉に対す 

る意識の向上や福祉についての教育を推進します。 

〇企業に障がいのある人に対する法定の雇用率を守るような広報・啓発に努めます。 
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２．みんなに出番のある地域づくり 

（１）民生委員・児童委員、ボランティア、福祉団体等の活動の促進 

民生委員・児童委員、福祉に関わるボランティア等は、地域福祉の推進主体として重要な

役割を果たしており、高齢者や障がい者、子育て家庭への支援等、さまざまな分野で活躍し

ており、それぞれの特性を活かしながら、地域福祉の取り組みを進めていくことが大切です。 

アンケート調査の結果では、民生委員・児童委員が行う活動について「活動内容を知らな

い」とした回答は 6 割近くとなっており、担当の民生委員・児童委員について「知らない」

とした回答も半数以上となっています。 

民生委員・児童委員、ボランティア等の関係団体と連携して活動の周知などに取り組み、

関係団体の活動のさらなる活性化を図ることが必要です。 

 

【取り組みの役割分担】 

住民一人ひとりの取り組み（自助） 

○民生委員・児童委員等の役割について理解し、その活動に積極的に協力しましょう。 

○ボランティア等の活動に関心を持ち、参加しましょう。 

○ボランティア養成講座等に積極的に参加しましょう。 

○地域福祉を担う人材の一人として、自身のできる範囲で地域活動に参加しましょう。 

地域・関係団体などの取り組み（共助） 

○民生委員・児童委員、ボランティア等の活動を通じて、支援を必要とする人の早期発

見・早期支援に努めましょう。 

○民生委員・児童委員、ボランティア等と社会福祉協議会、自治会等、関係団体との連

携・協力関係を深めましょう。 

○ボランティア等に参加しやすいような内容や、参加を促進するための取り組みについ

て検討しましょう。 

○地域福祉の担い手となる人材を発掘し、若いリーダー・後継者の育成に努めましょう。 

行政の取り組み（公助） 

○民生委員・児童委員、ボランティア等に対する認知度を高めるため、広報紙等を通じ

て、活動内容などを紹介します。 

○広報紙やホームページを利用して、継続的にボランティア活動に対する理解と協力を

求めるとともに、ボランティアへの参加を呼びかけ、ボランティア活動に参加したい

人がスムーズに参加できるような体制づくりを図ります。 

○認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人や家族を温かく見守る応援 

者として、認知症サポーターを養成し、地域において認知症に関する理解の普及を促 

進していきます。 
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第５章 計画の推進 

１．計画の推進体制 

住み慣れた地域で、すべての住民が安心して暮らしていく社会を築くためには、地域と行政と

の協働による取り組みが不可欠です。 

このため、本計画の推進にあたっては、行政だけでなく地域福祉のさまざまな担い手が特徴や

能力を活かし、それぞれの役割を果たしながら、お互いに連携を図り、「協働」による取り組み

を進めます。 

 

（１）住民の役割 

住民は福祉サービスの利用者であり、地域福祉の担い手でもあります。 

住民自身が自らの地域を知り、考え、地域のさまざまな問題を解決するために、地域福祉の担

い手として主体的に地域社会に参加することが求められます。 

 

（２）福祉サービス提供者の役割 

福祉サービス事業者・ボランティア団体などの福祉サービス提供者は、サービスの質・量の確

保、利用者の自立支援、サービスや活動内容の情報提供及び周知、他のサービス提供者と連携し

た取り組みを進めることが大切です。 

今後ますます多様化する福祉ニーズに対応するため、すでに実施している事業のさらなる充実

や新たなサービスの創出、住民が地域福祉に参加するための支援、地域福祉への参加が求められ

ます。 

 

（３）社会福祉協議会の役割 

社会福祉協議会は、社会福祉を目的とするさまざまな事業や普及・啓発、助成などを行うこと

により地域福祉の推進を図る団体です。社会福祉法において、地域福祉推進の中心的役割を担う

団体として位置づけられています。 

このため、行政と連携しながら本計画の推進役を担うとともに、その推進において住民や各種

団体、行政との調整役としての役割を担うことが求められます。 

本計画においても、猿払村社会福祉協議会を猿払村における地域福祉活動の重要な担い手とし

てとらえ、各取り組みを推進していきます。 

 

（４）行政の役割 

行政は、住民の福祉の向上をめざし、福祉施策を総合的に推進することが重要です。住民や関

連機関と相互に連携・協力を図るとともに、住民のニーズの把握と地域に根ざした施策の推進に

努めます。 

このため、保健福祉課を中心に庁内関係各課の緊密な連携を図りながら、全庁が一体となって

施策を推進していきます。 
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２．計画の点検・評価・推進体制 

計画に盛り込んだ施策の進捗状況については、ＰＤＣＡサイクルに基づき、実施状況の点検や

評価を行い、必要な場合は、取り組み内容の見直しを行っていきます。 

その体制としては、「猿払村地域福祉計画策定委員会」の委員を中心に構成し、継続的に取り

組んでいきます。 

また、本計画は地域の多様なニーズに幅広く対応するため各関係機関の連携が必要なことから、

行政はその総合的な把握に努めるとともに、保健福祉課は各施策の進捗状況を把握し、庁内関係

部署と連携を図りながら、施策を推進します。 

そして、本計画の実施状況に係る情報を、広く住民に周知していくため、広報紙や猿払村ホー

ムページ等、さまざまな媒体を活用して、住民が施策や取り組み内容を十分に理解し、地域福祉

を推進できるよう、きめ細かな情報提供に努めます。 

 

 

 

〇「PDCAサイクル」とは、さまざまな分野・領域における品質改善や業務改善などに広く活用されているマネジ

メント手法で、「PLAN（計画）」「DO（実施）」「CHECK（確認）」「ACTION（改善）」のプロセスを順に実施していく

ものです。 

 

 

ACTION
改善

CHECK
確認

DO

実施
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■ 本計画中で使用された専門用語を、様々な情報に基づき、以下の引用において解説し

ています。用語説明も併せてご参照ください。なお、用語の掲載ページは、初出のペ

ージ番号を記載しています。 

 

３㌻ 「災害時における要支援者」＝避難行動要支援者 

猿払村に居住する要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある 

場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るた

め特に支援を要する人のことです。 

   [引用 内閣府 避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針] 

 

４㌻ 「民生委員・児童委員」 

自らも地域住民の一員として、それぞれが担当する区域において、住民の生活上のさ 

まざまな相談に応じ、行政をはじめ適切な支援やサービスへの「つなぎ役」としての役 

割を果たすとともに、高齢者や障がい者世帯の見守りや安否確認などにも重要な役割 

を果たす人のことです。 

  [引用 全国民生委員児童委員連合会ホームページ] 

 

15㌻ 「学童保育」 

共働き・一人親の小学生の放課後（土曜日、春・夏・冬休み等の学校休業中は一日）の

生活を継続的に保障することを通して、親の仕事と子育ての両立支援を保障事業のこと

です。 

   [引用 厚生労働省ホームページ] 

 

16㌻ 「要介護認定者（状態）」 

寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態の人を指します。 

  [引用 厚生労働省ホームページ] 

 

22㌻ 「ニート」 

  職に就かず、又求職活動もせず、通学もしていない 15 歳から 34 歳の無業者を指しま

す。 

  [引用 厚生労働省ホームページ] 
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23㌻ 「ケアマネージャー」  

介護支援専門員は、「介護保険法」に規定された専門職で、居宅介護支援事業所や介護

保険施設に必置とされている職種で、一般にケアマネジャー（略してケアマネ）とも呼ば

れています。 『要介護者又は要支援者（以下、要介護者等）からの相談に応じ、及び要

介護者等がその心身の状況等に応じ各種サービス事業を行う者等との連絡調整等を行う

者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識

及び技術を有するものとして介護支援専門員証の交付を受けたもの。』と位置づけられて

います。 

[引用 社会福祉法人 全国社会福祉協議会ホームページ] 

 

24㌻ 「地域福祉」 

地域において人びとが安心して暮らせるよう、地域住民や公私の社会福祉関係者がお

互いに協力して地域社会の福祉課題の解決に取り組む考え方のことです。 

[引用 社会福祉法人 全国社会福祉協議会ホームページ] 

 

27㌻ 「生活困窮者自立支援法（制度）」 

生活保護に至っていない生活困窮者に対する「第 2 のセーフティネット」により、包括

的な支援体系を創設する制度のことです。 

 [引用 厚生労働省ホームページ] 

 

29㌻ 「成年後見制度」 

認知症，知的障害，精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方につい

て，本人の権利を守る援助者（「成年後見人」等）を選ぶことで，本人を法律的に支援す

る制度のことです。 

[引用 家庭裁判所ホームページ] 

 

29㌻ 「バリアフリー」 

社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを除去することを意味します。もと

もとは段差解消などハード面（施設）の意味合いが強く、今では広く「障害者」の社会参

加を困難にするさまざまな障壁の除去（制度や意識などのソフト面）をも含むようになり

ました。 

[引用 ふらっと 人権情報ネットワークホームページ] 
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51㌻ 「地域生活支援事業」 

障害者及び障害児が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の 

特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により事業を効果的・効率的に実施する事業のこ

とです。また、障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無に関わらず国

民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与する

事業のことです。 

[引用 厚生労働省ホームページ] 

 

52㌻ 「日常生活自立支援事業」 

  認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な方が地域において

自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行う

事業のことです。 

[引用 厚生労働省ホームページ] 

 

53㌻ 「稼動年齢層」 

  15 歳から 64 歳の人の事を指します。（長期入院者、施設入所者、高校就学者、障害者 

加算適用者について、就労能力がないと判断される者は対象外です） 

[引用 稼動年齢者実態把握調査徹底プログラム実施要綱] 

 

55㌻ 「ハザードマップ」 

一般的に「自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、被災想定区域や避

難場所・避難経路などの防災関係施設の位置などを表示した地図のことです。 

[引用 国土地理院ホームページ] 
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